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▲高効率空調機（室外機） ▲地中熱空調システム（地下水を循環させるポンプユニット）

▲大和ハウス工業福島支社外観

大和ハウス工業株式会社福島支社

◎総事業額：約1億6,800万円（補助対象分）　◎補助金額：約8,400万円
平成２６年度住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）

●取組の背景と目的
東日本大震災以降、福島支社の人員が増大して旧事務所が手狭になり平成26年に福島支社の社屋を新たに移転・建築することとなっ

た。同社では法人向け建築物について2020年までに環境負荷ゼロ（運用時のCO2排出量ゼロ）を目指す「スマートエコプロジェクト」を
推進しており、新社屋はそのプロジェクトの一環として設計され、建設にあたりZEB補助金を活用した。
また本事業で採用した環境配慮技術を、次世代オフィスの開発に活用していくとともに、ショールームとしても活用することを目的とした。

●導入設備の概要（補助金対象分のみ記載）

環境配慮型オフィスを基本コンセプトとして、快適な執務空間を維持しつつ、省エネ
を実現している。補助対象となった設備の他、太陽光発電設備、パッシブエアフローウィ
ンドウ、自然採光システム、ダブル庇などを採用するなど同社の設計ノウハウを各所に
活用。さらに社屋の立地条件（気象・日照条件等）を考慮した綿密な設計により省エネ
基準（H25）によるビルのエネルギー使用量の基準値よりも60％以上削減している。
また東日本大震災の経験を踏まえ、太陽光発電や地下熱利用による創エネ、リチウ
ムイオン蓄電池による蓄電などを複合的に組み合わせ、災害時におけるBCP（事業継
続計画）対応型ビルとなっている。

大和ハウス工業株式会社
■住所：本社　　　大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号
　　　　福島支社　福島県郡山市並木１丁目５番１９
■電話：024-925-7100（福島支社）
■資本金：1,616億9,920万円
■従業員数：15,267名 (平成28年4月1日現在）
■ＵＲＬ：http://www.daiwahouse.co.jp
■事業内容：建築事業、都市開発事業、海外事業、その他

大和ハウス工業は1955年、「建築の工業化」を企業理念に創業。以来、戸建住宅をコア事
業に、賃貸住宅、分譲マンション、商業施設、一般建築など幅広い事業領域で活動し、これま
で住宅150万戸超、商業施設3万6千棟以上、医療・介護施設5千棟以上を供給してきました。
現在、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、事業のバリューチェーンを構築する

べく、既存事業の周辺領域も含めて事業の川上から川下までグループ内に取り込み、新た
な事業の創出に努めています。

＊自社の太陽光発電設備
  による発電量（337ＧＪ）
  を含めている。

計画値

実績値

削減率

エネルギー使用量
（一次エネルギー換算：ＧＪ／年）

2,210
省エネ基準値 4,724

1,780

62.3％

取組の概要

自社の建築ノウハウを取り入れた環境・防災配慮型次世代オフィス

運用状況と省エネルギーの効果

事業者概要

　◎断熱材
屋上、外壁の全体にグラスウール（密度10kg/㎥、厚さ
100mmのもの）を配置し、建物の断熱性を強化。

　◎LOW－E（低放射）複層ガラス
全館に採用。夏季は日射遮蔽効果、冬季は断熱効果が得
られ、空調負荷を低減。

　◎高効率空調機＋デシカント外調機（統合制御付）
使用頻度の高い事務室に採用。顕熱と潜熱を分けて空
調負荷を処理することで空調消費エネルギーを削減。

　◎高効率空調機＋全熱交換器（統合制御付）
デシカント空調機を導入していない居室に採用。換気に
よる空調負荷を抑制することで省エネを実現。

　◎地中熱空調システム
1階リビングサロンの空調システムとして採用。室内機と
室外機が一体となった地中熱利用型ヒートポンプ。

　◎LED照明（照度センサー等制御付）
建物の全照明に採用。照度センサーやBEMSでの調光制御
を行っている他、1階から4階の事務所はアンビエント照明
とタスク照明を併用するタスクアンビエント照明を採用。

　◎LED照明（人感センサー付）
使用頻度の低いトイレ・階段・EVホールに採用。

　◎リチウムイオン蓄電池（PV連携・BCP対策）
容量：15kWh　1基
太陽光発電からの電力を蓄電し、災害の際の補助電源と
して利用。

　◎トップランナー変圧器2014
容量：750kVA
エネルギー消費効率の高い
トップランナー変圧器を
採用。

建設業
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アンデス電気株式会社（テクニカル工場）

◎総事業額：約389万円　◎補助金額：約118万円
平成２６年度エネルギー使用合理化事業者支援事業　

　●取組の背景と目的
工場動力設備の主となる空気圧縮機の老朽化と、生産機種と稼動状況等の日々の変化により、必要

とする圧縮空気量の最大値と最小値の差が大きくなっていた。最大使用量で空気圧縮機の定格が決ま
るため、低負荷時でも大型空気圧縮機での供給を行っており、エネルギー効率が悪く必要以上に電力
を使用していた。

また工場内は製品の検査や作業状況を正確に視認するため十分な照度が必要であり、蛍光灯器具
を多数使用していたため、照明器具による電力使用量と、経年劣化により年々増加する照明器具交換
が課題であった。

そのため、従来の空気圧縮機をインバータ式の高効率空気圧縮機に更新することと、24時間稼働す
る製造フロアにLED照明を設置することで、電力使用量を削減することを目的とした。

●導入設備の概要
　◎インバータ式空気圧縮機　１台　

吐出圧力：0.7MPa
吐出空気量：0.89～6.89㎥／min
モーター出力：37kW
　　　　　　 全閉永久磁石形三相モーター

　◎ＬＥＤ照明設備　75台
光束：5,200lm
定格消費電力　38Ｗ／台

インバータ式空気圧縮機を導入したことにより、負荷変動に逐次追従した運転
が可能となり、予想以上の省エネ効果が出ている。

またLED照明に更新したことにより、従来の電力使用量よりも確実に減少する
とともに、長寿命化により交換作業の労力が低減される見込みであり、大きな改
善につながった。

今後の課題は省エネ効果をさらに向上させるために、使用量が大きい窒素発生
装置（3台）について、生産に支障がないことを前提にピーク使用量を抑え、平準化
することを検討中で、省エネ効果をさらに高めるような運用を目指している。

また現在使用中のラピッド式蛍光灯は今後製造中止となる予定であるため、省
エネ効果の大きいLED照明に早めの更新を計画している。

アンデス電気株式会社
■住所：青森県八戸市桔梗野工業団地１丁目１－１７
■電話：0178-20-2844
■資本金：１億円
■従業員数：229名（グループ全体）
■ＵＲＬ：http://www.andes.co.jp
■事業内容：表面実装、電子機器関連
　　　　　　OEM・ODM生産等

創業当時から培ってきた蓄積技術を融合させ、フォトリソ技術、高周波技
術、空気清浄技術などのキーテクノロジーを活かし、高い技術力と高品質で
電子応用機器を中心とした製品の設計から製造までの事業を展開していま
す。ODM・EMS業務の要望にも応えられる技術力・管理力を保有してお
り、20年以上のはんだ付けノウハウの蓄積により、様々なアイディアのご提
案と卓越した実装技術で多種多様な要望にお応えしています。

導入前

導入後

削減率

エネルギー使用量
（原油換算ｋｌ／年）

47.3
32.1

32.1％

取組の概要

効率的な空気圧縮機とＬＥＤ照明の導入で省エネを実現

運用状況と省エネルギーの効果

事業者概要

▲インバーター式空気圧縮機

◎投資回収年数：3.1年

〈平成25年2月～1年間と平成27年2月～1年間との〉補助対象設備のエネルギー使用比較

▲テクニカル工場の外観 ▲工場内のＬＥＤ照明

製造業 中小企業事例
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高効率空調システムとＬＥＤ照明の導入で省エネを実現

株式会社タニタ秋田

◎総事業額：約1億8,760万円（補助対象分）　◎補助金額：約6,250万円
平成２７年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業

●取組の背景と目的
平成9年に第2工場、平成12年に第3工場が稼働して以来、工場内の空調は工場内全体を一括でまかなうLNGによる吸収式

冷温水発生機を使用していた。しかし暖房と冷房の切替時期になると、工場が稼働しない夜間・休日を利用して切替工事を行
う必要があり、それに伴う多額の工事費用が毎年発生していた。また一度冷房から暖房に切り替えると、急な外気温の変化に
より気温が高くなっても冷房運転ができないため、工場内の室温が高くなりすぎることや、逆に暖房から冷房に切り替えた後
で、天候の影響で外気温が下がって工場内が寒くなっても対応ができないという状況が発生することもあった。

そこで高効率の空冷ヒートポンプチラー及び空冷式パッケージ空調による個別分散型の
空調に更新するとともに、工場内の一部で使用していた水銀灯をLED照明に更新すること
で、切替工事費の削減と省エネルギーを目的とした。

●導入設備の概要
　◎空冷ヒートポンプチラー

インバータ式モジュールチラー　3台（COP：3.6）
　◎空冷式パッケージ空調

インバータ・二段圧縮方式 　室外機   41台
   　室内機  166台
（COP：3.15）
　＊室外機に凍結防止用のホットガス冷媒回路を搭載。

　◎ＬＥＤ照明
水銀灯400Wタイプ相当　20台

従来の吸収式冷温水発生機を使用したセントラル空調方式から空冷式ヒートポン
プによる個別空調方式に更新したことで、多機能リモコンによるデマンド制御、機器
のローテション運転、出口温度と設定温度を負荷に応じて台数制御が可能であるた
め、機器の成績係数の高さに加え、外部負荷に応じた運転制御により、省エネル
ギーを実現。

従来は、空調設備のオン・オフを全て人手に頼っていたため、冬季は操業開始時に
工場内が最適な室温になるように、空調設備の管理担当者が、早朝出勤をして運転
を開始していたが、現在はタイマーにより、工場内の作業部屋の面積に応じてきめ
細かく自動的にオン・オフを行うことで、無駄なエネルギー使用を削減している。

またLED照明への更新により、従来の水銀灯の20％以下の消費電力に抑えること
ができている。

〈計画値〉

株式会社タニタ秋田
■住所：秋田県大仙市堀見内字下田茂木添２８－１
■電話：0187-66-2122
■資本金：8,000万円
■従業員数：172名
■ＵＲＬ：http://www.tanita.co.jp
■事業内容：電気機械器具製造

（株）タニタ（本社：東京都板橋区）の子会社として1973年創業。主にヘルス
メーター、クッキングスケール、体組成計を製造しています。 「健康をはかるタニ
タ」から「健康をつくるタニタ」へ。タニタは、食事・運動・休養のベストバランスの
ご提案を通して、肥満の予防・改善のNo.1トータルサポート企業として、常に独
創的なアイデアで技術・システムを構築し続け、優れた商品とサービスを提供し
ていきます。

導入前

導入後

削減率

エネルギー使用量
（原油換算kl／年）

921.0
785.7

14.7％
◎投資回収年数：17.4年

取組の概要

運用状況と省エネルギーの効果

事業者概要

▲空冷ヒートポンプチラー

▲空冷式パッケージ空調（室内機） ▲工場内のＬＥＤ照明

製造業
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◎総事業額：約1億20万円（補助対象分）　◎補助金額：約5,010万円
平成２７年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業

●取組の背景と目的
ヤマザワ長井店は、エネルギー使用量の約９割が電力で冷凍・冷蔵機器、照明機器によるもの、約１割がガスヒートポンプ方式の店内

空調機器によるものであった。これらの光熱費は店舗の販売管理費の中で大きなウエイトを占めている。長井店は、平成13年に営業を
開始して店内設備の老朽化がすすんでいたことから、平成27年に店内を全面的に改装すること
となり、その際に高効率機器への更新を行うことでエネルギー使用量を抑え、店舗の光熱費を
低減することを目的とした。

更新にあたっては、店舗全体の省エネルギー効果を高めるため、エネマネ事業者のノウハウを
活用して先端的なEMSを導入。スーパーマーケットのモデルとなる省エネ型店舗を目指している。

●導入設備の概要
　◎高効率ＬＥＤ照明　

店舗内照明（直管型、スポット型、ダウンライト型）　511台
＊一部、無線調光方式により灯具単位のきめこまかな調光制御を行っている。（273台）
屋外照明（ブラケット、スポット、投光器） 　21台

　◎高効率冷凍機・ショーケース
冷凍機：7台　ショーケース：67台　ユニットクーラー：12台
冷凍機内蔵ショーケース：21台
＊インバータ駆動式の冷凍機を採用。
＊エアカーテン・庫内LED化による必要冷熱低減ショーケースを採用。

　◎EMSの導入
消費電力量の見える化をして、照明の調光制御及びショーケースの
冷熱制御・停止制御を行う。

店舗内のLED照明は、各所に設置した照度計測装置と連動して、店舗の採光状況や運用実
態に応じた細かな制御を、店舗内の演出ニーズを損なうことなく行っており、照明器具の電力
使用量が導入前よりも約５割削減されている。

冷凍機・ショーケースについては、冷凍機へのインバータ駆動方式採用と庫内照明のLED
化やエアカーテンの吹き出し角度の適正な設計により、消費電力の低減を実現。

電力量計測における各計測点からEMSまでの伝送には電力線搬送方式を、また、照明調光制
御におけるEMSから各灯具までの制御信号は無線を使用することで、工事費を抑制した。

エネルギー使用量の計測結果は店舗や本社管理部門、エネマネ事業者でも逐次監視可能
となっており、電力のピークカットなどを遠隔操作で行っている。さらに月ごとにエネマネ事
業者から提出される機器別の電力使用量のデータなどの詳細な報告書を、店舗従業員に開
示することにより、具体的かつきめ細かな省エネの取組が可能となった。

株式会社ヤマザワ
■住所：本社　　山形県山形市あこや町３－８－９
　　　　長井店　山形県長井市館町南１１－３
■電話：本社　　023-631-2446
■資本金：23.9億円
■従業員数：3,646名
■ＵＲＬ：http://yamazawa.co.jp
■事業内容：食品スーパーマーケットを核とする小売業

ヤマザワは「お客様の毎日の暮らしに役立ちたい」という思いから、昭和37年
山形駅前にスーパーマーケットを開店。平成28年12月時点で山形・宮城両県に
おいて66店舗を展開。「より良いものをより安く」をモットーに、お客様に役立つ
地域密着の店づくりを続けています。日々変化する流通業界の中で、的確に経営
戦略を練り、着実に実践するビジョンを立て、スーパーマーケットの本質をさらに
深耕し、お客様の満足と利益をはかり、社会貢献するように全力を尽くします。

導入前

導入後

削減率

エネルギー使用量
（原油換算kl／年）

487.7
346.6

28.9％

取組の概要

エネマネ事業者の活用によりＥＭＳや高効率機器による省エネを実現

運用状況と省エネルギーの効果

事業者概要

▲照度センサー付LED照明

◎投資回収年数：10.6年

〈計画値〉

▲冷凍機内蔵ショーケース

▲EMS用モニター画面

株式会社ヤマザワ長井店（エネマネ事業者：東北エネルギーサービス株式会社）

小売業
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▲ハイブリッド給湯システム

▲給湯用エコポンプ

株式会社鷹泉閣岩松旅館

◎総事業額：約4,290万円（補助対象分）　◎補助金額：約1,430万円
平成２６年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業

●取組の背景と目的
東日本大震災以降、重油価格や電気料金の高騰が続き光熱費の増大が経営上の課題となっていた。特に、寒冷地に立地していること

から暖房用重油の使用量が多く、年間約450klを使用していた。また、電気料金についても、年々増加傾向にあり、一部LED化は進めて
いたが、館内のロビー、浴場、脱衣室などの共用スペース、土産物看板、案内板の照明は長時間点灯しており、電力使用量が多かった。
そこでハイブリッド給湯システム、エコポンプ、LED照明、冷却水ポンプのインバータ制御・電力監視システムという４種類の省エネル

ギーの取組を複合的に実施することで、省エネルギー効果を最大限引き出すことを目的とした。

●導入設備の概要
　◎ハイブリッド給湯システム

缶体出力：930W×2
燃料：A重油
＊ヒートポンプによるバックアップ機能付。

　◎エコポンプ
湯用ポンプ　2台　　　冷却用ポンプ　2台
＊3次元インペラと高効率モーターを使用している。

　◎LED照明設備
直管型　電源内蔵タイプ　全光束：2100lm
＊設置個所：ロビー、浴場、脱衣室、土産物看板、案内板

　◎冷却水ポンプのインバータ制御化と電力監視システム
既存の冷却水用ポンプにインバータ制御システムを付加。（2台）
電力監視システムの導入による使用量の見える化。

4種類の省エネルギー対策を複合的に実施したことにより、当初計画である
原油換算削減量43.4klを大きく上回る62.2klを削減することができた。（達
成率143.3％）特にハイブリッド給湯システム導入によるA重油の削減量が大
きく、原油換算量で計算するとA重油使用量を約20.8％削減している。
また電力監視システムの導入により、全館の電力使用量を設備別に確認、記

録できるようにした。A重油の使用量と併せ、従業員に対して毎月のエネル
ギー使用量と光熱費を開示して、省エネと経費の低減について意識づけを行
い、旅館として来館者の快適性を維持できる範囲で、可能な限り省エネに努め
ている。

〈平成25年4月～1年間と平成26年12月～1年間とのエネルギー使用比較〉

株式会社鷹泉閣岩松旅館
■住所：仙台市青葉区作並字元木１６番地
■電話：022-395-2211
■資本金：1,500万円
■従業員数：85名
■ＵＲＬ：http://www.iwamatu-ryokan.com
■事業内容：旅館業

寛政八年（1796年）、仙台藩主伊達斉村公より開湯の許可を得て
から8年の歳月を費やして整備したのがはじまりといわれる作並温
泉で、最も古い歴史を持つ岩松旅館。仙台の奥座敷として、古くか
ら土井晩翠、正岡子規などの文化人から愛され続けてきました。
開湯から220年、当時の面影をそのまま残す自然湧出掛け流し

の四つの天然岩風呂は有名で、女性専用半露天風呂の「香華の
湯」、男女各大浴場「不二の湯」と、六つの温泉が楽しめます。

導入前

導入後

削減率

エネルギー使用量
（原油換算ｋｌ／年）

896.5
834.3

6.9％

取組の概要

４種類の省エネの取組を複合的に実施して省エネ効果を向上

運用状況と省エネルギーの効果

事業者概要

▲LED照明

◎投資回収年数：8.8年

宿泊業 中小企業事例
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▲LED照明

株式会社クリーントピアいわて

◎総事業額：約7,086万円　◎補助金額：約2,152万円

　●取組の背景と目的
創業時に導入して以来26年以上使用した連続洗濯機の老朽化に伴い、設備の故障が多発し、運転停止による作業効率の低下
を招き、経営上の大きな課題であった。またクリーニング工場においては、使用エネルギーの大半はボイラー運転のための重油
であるが、重油の高騰に伴うランニングコストの増大が大きな課題であった。
さらにクリーニングの際に大量の地下水を使用し、その際の排出処理費用と排水ポンプによる電力使用量や、工場内で使用し
ている照明器具（水銀灯）の電力使用量が大きな課題であった。
そこで排水熱エネルギーの再利用システムと節水の機能を搭載した高効率連続洗濯機の導入により、重油使用量、電力使用
量、排水量を削減、また工場内の照明器具を水銀灯からLED照明に更新することで電力使用量を削減して工場の省エネルギー
を図ることを目的とした。

●導入設備の概要
　◎高効率連続洗濯機（10槽　50kg／バッチ） １基　

＊排水エネルギー再利用システム搭載。
消費電力　　　25.4kW
蒸気　　　　　供給圧力：0.4～0.6MPa
　　　　　　　消費量：0.2～0.4kg／kg（被洗物）

　◎LED照明設備　22台
水銀灯400Ｗ相当、器具光束　10,850lm以上
定格消費電力　74.5Ｗ以下

排水熱エネルギーの再利用システムを搭載した高効率連続洗濯機の導入によ
り、電力使用量の削減を実現した。重油の使用量については、設備本来の省エネ機
能に依存するだけでなく、終業時前にボイラーの運転を終了し余熱で洗濯機を稼
動させるなどの工夫を重ねて削減目標達成に努力している。工場内照明は作業の
安全性を考慮して充分な照度が必要であるので、水銀灯使用時の照度を維持しつ
つ、LED照明導入により電気使用量を大幅に削減している。また事務所や食堂、休
憩室もLED照明を使用しているが、不要な照明器具を間引くなどの運用の工夫を
重ねている。
設備を更新したことにより、連続洗濯機の故障が無くなり業務効率が向上してい

る。また洗濯機メーカーがオンラインで連続洗濯機の運転状況を監視できるシス
テムが付いており、設備の不具合を瞬時に把握して、設備のトラブルに対応できる
ことから、工場管理者の設備管理の負担が低減していることも大きな効果である。

〈計画値〉

株式会社クリーントピアいわて
■住所：岩手県盛岡市東見前１地割１４５番地
■電話：019-637-5555
■資本金：5,000万円
■従業員数：46名
■ＵＲＬ：http://www.inbe.co.jp/
　　　　 （いんべクリーニングのＨＰ）
■事業内容：リネンサプライ及びクリーニング業

重度障がい者の雇用の安定と促進を図るため、岩手県、盛岡市、都南村（平成
４年４月１日盛岡市に編入）及び（株）いんべリネンサプライが共同で出資し、四
者が一体となって運営する、第３セクター方式東北地方第１号のモデル企業。現
在、身体障がい者及び知的障がい者等が働いており、障がい者と健常者が互いに
協力しながら、健康で安全な働きがいのある職場づくりを目指し、工場内は障が
い者の安全を考慮した様々な対策を講じています。

導入前

導入後

削減率

エネルギー使用量
（原油換算ｋｌ／年）

３９２．５

３５１．４

10.5％

▲高効率連続洗濯機

取組の概要

省エネ型連続洗濯機とＬＥＤ照明の導入で省エネと生産性が向上

運用状況と省エネルギーの効果

事業者概要

平成２７年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業　

生活関連サービス業 中小企業事例
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活用事例集

●掲載事例一覧

業種 事業者名 中小
企業

○ 2

1

4

3

6

5

エネ合

エネ合

エネ合

エネ合

エネ合

Z E B

製造業

製造業

小売業

宿泊業

生活関連
サービス業

建設業

○

○

活用した
施策※ 導入した主な設備 ページ

※Z E B：住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）
　エネ合：エネルギー使用合理化等事業者支援事業

空調機、地中熱空調シ
ステム、ＬＥＤ照明、リチ
ウムイオン蓄電池　他

インバータ式空気圧
縮機、ＬＥＤ照明

空冷ヒートポンプチ
ラー、空冷式パッケー
ジ空調、ＬＥＤ照明

ＬＥＤ照 明 、冷 凍 機・
ショーケース、ＥＭＳ

ハイブリッド給湯シス
テム、ＬＥＤ照明　他

連続洗濯機、ＬＥＤ照明

大和ハウス工業株式会社
（福島支社）

アンデス電気株式会社
（テクニカル工場）

株式会社タニタ秋田

株式会社ヤマザワ
（長井店）

株式会社
鷹泉閣岩松旅館

株式会社クリーントピア
いわて


