
～コツコツ減らそう！我が社のCO2削減のコツ～

カーボンニュートラル実現に向けた

関西企業等の取組事例



カーボンニュートラルに取り組む関西の企業事例を幅広くご紹介します！

本事例集では、➀カーボンニュートラルに取り組む企業・団

体等、②それらの事業者をサポートする企業の取組事例を紹介

しています。

あらゆる業種の方々に、自社に合った取組のヒントを見つけて

いただくため、製造業はもちろん、小売業や教育機関等、幅広

く事例を集めています。

「カーボンニュートラルに取り組みたいけど具体的に何から始

めたらいいのかわからない...」

といった中小企業等の方々に対して、カーボンニュートラル実

現に向けた活動の“きっかけ”となることを目指しています。

１．カーボンニュートラルに取り組む企業・団体等

～工場・事業所～

01．大松工業株式会社

02．六甲バター株式会社

03．株式会社ソーイング竹内

04．日本ワヰコ株式会社

05．株式会社ニプロン

06．株式会社北條製餡所

～ビル・店舗・その他～

01．株式会社中村屋

02．京都産業大学

03．穴吹興産株式会社

04．株式会社滋賀銀行

05．株式会社トライアルカンパニー

06．タカラベルモント株式会社

07. 三菱重工サーマルシステムズ株式会社

２．CNの取組をサポートする企業

01．フクシマガリレイ株式会社

02．テス・エンジニアリング株式会社

03．ダイキン工業株式会社 ・・・随時追加予定

目次

【製造業（塗装）】

【製造業（乳製品）】

【製造業（縫製加工）】

【製造業（アルミコンロッド）】

【製造業（電子機器）】

【製造業（あん製造業）】

【小売業（スーパー）】

【教育機関（大学）】

【不動産業（オフィスビル）】

【銀行】

【小売業（スーパー）】

【製造業（理美容・医療機器）】

【製造業（空調機器・

冷凍機）】

＜こんな方におすすめ＞

◆ 自社のエネルギー消費状況がよくわかっていない

◆ 課題に対する解決策が見つからない

◆ イニシャルコストを抑えて省エネに取り組みたい

◆ 第三者からのアドバイスを取り入れたい など

問合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部

総合エネルギー広報室
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工場・事業所



大松工業株式会社

＃製品塗装 ＃ヒートポンプ ＃ハイブリッド運用
＃トップダウンの改善 ＃中小企業の強みを生かす

製造業
（塗装）

創業50年を超える同社では、自動車部品
や建材等の製品塗装を幅広く手がけている。
設備の多くを内製化しており、「塗装で社
会を彩る」をテーマに、顧客ニーズへの対
応だけでなく省エネ等の社会課題について
も解決のための改善活動を日々行っている。

⚫ 社長がリーダーシップを発揮しトップダウ
ンで改善を実行することで、社員も意欲的
に活動に取り組んでいる

⚫ KES（京都環境マネジメントシステム・
スタンダード）の登録事業者となり、設
定目標に基づいて古紙・ペットボトルの再
資源化や地域の清掃活動等の環境保全活動
を実施

⚫ 塗装前工程に使用する洗浄液の加温のためにLPガスボイ
ラーを使用しており、大量のガスを消費していた

⚫ ボイラーから排出されるCO₂や焼付塗装を行う際の廃熱な
ど、環境負荷の低減に向けて改善を模索していた

取組の背景

取組の内容

循環加温ヒートポンプを導入し、
CO₂排出量とコストを削減

⚫ ガスボイラーのみの運用から、循環加温
ヒートポンプを新たに並列導入し、CO₂排
出を抑制

⚫ ガスボイラーとヒートポンプのハイブリッ
ド設備を独自に開発・運用することにより、
ボイラーの出力を最小限に抑えつつ、加
温が追いつかない場合には加熱能力の高
いガスボイラーで対応

⚫ 計測器を用いて社内設備のデマンド管理
を実施し、課題の発見・解決を迅速化

⚫ 金属加工や金型製作で培った高い対応力
を活かし、課題解決のための社内設備の
省エネ化を適時実施

社内設備の運転状況を計測し、効率を
意識した日々の取組でコツコツ省エネ

導入前の年間CO₂排出量約38トンが、
約25トン（ガス22トン、電気3トン）
になり、大幅に削減
ガス使用料金を40％削減し、電気代を
含めた全体のランニングコストも30％
の削減に成功

エネルギー使用状況の見える化が、脱炭素
の実現に向けた取組の第一歩

ガスボイラーとヒートポンプの
ハイブリッド運用でCO₂排出量を削減

社長からのトップダウンで課題
に即時アプローチ

⇐設計から導入後のフォローまで、電力会社が一貫してサポート

事業者概要（2022年7月現在）
代表者 代表取締役社長 松川 長久
所在地 大阪府八尾市太田新町5-38
電話番号 072-949-0854
従業員数 36名(パート従業員含む)
主な事業内容 製品塗装全般（金属・非金属部品等）

URL https://daimatsu.cc/

年内には、電力を100％再エネ由来の
ものに代替し、社内の電気をCO₂フ
リーに転換
また、未利用となっている廃熱の活
用等、工場内のさらなる脱炭素化を
進めていく方針

循環加温ヒートポンプ図

https://daimatsu.cc/


六甲バター株式会社（神戸工場）

＃食品加工業 ＃チーズ ＃ガスコジェネ ＃補助金活用
＃太陽光発電 ＃BCP ＃地域防災

製造業
（乳製品）

「QBB」のブランドで家庭用・業務用チー
ズ約300品目を製造・販売する、国内のプロ
セスチーズのトップシェアを誇る食品加工
メーカー。2019年に新設された神戸工場に
は、SDGsや地域防災への貢献の観点から工
場内のエネルギー効率やBCP機能を重視し
た設備が備わっている。

⚫ 工場の屋根に太陽光パネル（出力984kW）
を設置

⚫ CGSによる出力制御で太陽光の気象条件に
よる不安定さを補いつつ、発電した電気は
全て自社工場内で消費

取組の背景

取組の内容

ガスコージェネレーションを
導入し、排熱を有効活用

⚫ ガスコージェネレーション（987kW）を
導入し、発電に加え、発生した排熱を工
場の熱需要に活用（図１）

⚫ 温水は工場内の洗浄、蒸気は製造工程等
に無駄なく利用され、非常に高いエネル
ギー効率を実現

⚫ 電気とガスの割合を従来の「電気：ガス
＝４：１」から「電気：ガス＝１：１」
とし、エネルギーを平準化

⚫ エネルギーに関する課題解決のため、
システムの設計から設備の設置、運用まで
をガス会社が一括してサポート

ガス会社が提供するエネルギー
サービスを利用し、取組を推進

• ガスを供給する中圧導管は耐震性
が高いため、災害時のエネルギー
供給維持に期待

• 停電時においても、BCP対象負荷
と工場生産ラインの重要設備へ電
気を供給することが可能に

• 神戸市と防災連携協定を締結し、
災害時は避難所としての役割を果
たすなど、地域防災にも貢献

イニシャルコストの大幅な抑制に成功

太陽光発電システムの導入

全体の取組を合わせて
3,336トンCO₂/年の排出削減に成功、
また、792kL/年の省エネを達成
更なる省エネに向け、今後は太陽光
パネルの増設や電気式ヒートポンプ
の導入を検討している

事業者概要（2021年12月現在）
代表者 代表取締役社長 塚本 浩康
本社所在地 神戸市中央区坂口通1-3-13
神戸工場 神戸市西区見津が丘6-7-1
電話番号 078-231-4681
従業員数 438名
主な事業内容 食品加工業（チーズ・乳製品）
URL https://www.qbb.co.jp/

⚫ 省エネ法の第一種指定工場に指定されており、製品の品質維
持のため空調が必須となる中、省エネ取組を模索していた

⚫ 阪神大震災での経験及び昨今の多発する災害状況を踏まえ、
BCPの観点から災害に強いガスの効率的な利用に着目

1. ガスコージェネレーション（CGS）の
導入にあたり、補助金活用の提案・申
請を支援

2. CGSや太陽光発電パネル等の設置費用
はガス会社が負担し、毎月サービス料
としてガス会社に支払い

図１：ガスコージェネレーションと太陽光発電のシステムフロー図

エネルギー消費量に合わせた出力規模のコジェネを
導入し、100％に近いエネルギー活用率を実現

https://www.qbb.co.jp/


株式会社ソーイング竹内

＃播州織 ＃地域ブランド ＃エコアクション21 ＃環境経営
＃太陽光発電 ＃FIT ＃蓄電池 ＃地域防災

製造業
（縫製加工）

2022年に創業40年を迎えた同社は、地域産業
である播州織のノウハウを生かした縫製加工、
雑貨製作を行っており、自社独自のブランド
を展開している。コロナ禍には地域の自治体
に布製マスクを寄付するなど、地域社会への
貢献に積極的に取り組んでいる。

⚫ LED照明の導入・人感センサーによる不在

時の自動消灯で消費電力を削減

⚫ 環境経営レポートは社内で共有し、社員の

意識啓発にも活用

⚫ 環境経営に強い意欲を持ち、環境省のエコアクション21に

は 2004年の立ち上げ当初から認証を受け、毎年の環境経営

レポートで取組成果を報告していた

⚫ エコアクション21のガイドラインにCO₂排出量削減が追記
されたことを受け、2017年より消費電力の再エネ化を推進

取組の背景

取組の内容

蓄電池の設置により夜間の電力供給
だけでなく地域防災にも貢献

⚫ 本社敷地内に大型の蓄電池（80kW）を

設置し、蓄電した電力を夜間の電力供

給に利用

⚫ 災害時には非常用電源としても活用を想

定し、避難所として本社屋を利用でき

るよう地域と協定を締結

⚫ FIT制度を活用し、本社工場屋根と社外の

二カ所に売電用の太陽光発電設備を設置

⚫ また、本社オフィスの屋根に太陽光発電設

備（50kW）を設置し、発電した電力を自家

消費

⚫ 自家消費用の太陽光発電と蓄電池システム

の設置にあたっては、国（環境省）の補助

金を活用

太陽光発電設備の導入

太陽光発電設備および蓄電池の設置前
（2018年度）と比較し、
◆CO₂排出量：40,796kg(2018年度)
→22,061kg（2021年度）と
約46％の削減に成功

◆購入電力量：60,563kWh（2018年度）
→ 37,557kWh（2021年度）と
約38％の削減に成功

2021年度の全消費電力のうち、年間平均
で57％、日照時間の多い夏場では約70％
を太陽光発電でまかなっている

本社オフィスの屋根に自家消費の太陽光発電設備を設置

設備更新と社内啓発で社内の
省エネを推進

大容量蓄電池で夜間や非常時でも電力の供給が可能に

オーガニックコットン＋播州織＋のこり染を
使用した新ブランド「BF KITCHEN」

今後は太陽光発電設備の増設を検討
し、購入する電力についても2030年
度までに全てCO₂フリーの電力への転
換を目指す

事業者概要（2020年7月現在）
代表者 代表取締役 竹内 裕児
本社所在地 兵庫県多可郡多可町中区糀屋90
電話番号 0795ｰ32ｰ0018
従業員数 24名
主な事業内容 縫製加工全般・雑貨商品の製造販売
URL https://www.sewing-takeuchi.co.jp/

https://www.sewing-takeuchi.co.jp/


日本ワヰコ株式会社（東播工場）

＃コンロッド ＃省エネ診断 ＃コンプレッサーエア削減
＃エア漏れの見える化

製造業
（アルミコンロッド）

汎用エンジンや小型船舶エンジンなどに使
用されるアルミ合金製のコンロッドを製造
する専門メーカーであり、96年にわたるコ
ンロッド製造の歴史の中でニーズの変化に
対応し続けている。
2018年に省エネセンターによる省エネ診断
を受診し、改善提案を受けたことで省エネ
が加速。

⚫ 水銀灯をLED照明に更新し、消費電力を4

分の1に削減することに成功

⚫ 毎月一回「エア漏れ点検の日」を設定し、

エア供給のロス発生を防止することでエ

ネルギーの無駄を削減

⚫ また、エア漏れ箇所が可視化できる「エア

リークビューアー」をレンタル導入し、エ

ア漏れの見える化に成功

⚫ 2005年にエコアクション21の認証を取得し、以降13年に
わたり電力の見える化など独自で省エネ取組を進めていた
が、更なる省エネ化を模索していた

⚫ 従来からコンプレッサーの効率化を課題と認識しており、
専門的知見からの分析と改善提案を求めることにした

取組の背景

取組の内容

電力使用量の半分を占めるコン
プレッサーの稼働抑制により省
エネ効果

⚫ 常時エアブローしていた切削工程において、

製品をセットする10秒間はエアをオフに

することでコンロッド加工機のエア使用量

を削減

⚫ エアブローのパルス化などでさらにコンプ

レッサーの消費電力を抑制（※１）

⚫ エアを供給する配管をループ化し、圧縮空

気を循環させることでエアを効率的に使用

し、出力を抑制

⚫ 生み出した圧縮空気を貯蔵するレシーバタ

ンクを設置し、コンプレッサーにかかる負

荷を軽減

⚫ 自社では気づけなかった新たな改善点を

省エネ診断を受けたことで発見

省エネセンターの省エネ診断が取組を
加速化

製品1,000本あたりの原単位電力使用量が
2019年度：419.3kWh/千本
→2022年度(見通し)：338.2kWh/千本
約20％の削減（年平均7％の削減）に成功

取組の成果を社員にも共有することで、
社員の自発的な省エネ参加につなげている

課題を指摘する第三者の存在が、取組を
さらに後押し

同社が手がけるアルミ合金製のコンロッド

更なる省エネに向けた取組

今後はモーターのインバータ化、
蛍光灯のLED化などの設備更新も進
めていく予定

事業者概要（2022年4月現在）
代表者 代表取締役 木下 浩伸
本社所在地 大阪市生野区小路3-6-2
東播工場 兵庫県多可郡多可町加美区寺内54
電話番号 06-6751ｰ0636
従業員数 54名
主な事業内容 汎用エンジン及びコンプレッサー向け

コネクティングロッドの製造販売
URL http://www.wico.jp/

※１：エアブローをパルス化する装置を設置し、
消費電力の抑制に取り組んでいる

エアリークビューアーを導入し
細部のエア漏れも迅速に発見

http://www.wico.jp/


株式会社ニプロン

＃直流制御＃太陽光発電＃蓄電池＃カーボンニュートラル工場

製造業
（電子機器）

電源専業50年の電源メーカー。産業機械、
情報通信機器、医療機器等に内蔵される電
源等を製造している。
｢機械の心臓部である電源は絶対につぶれ

てはならない｣を信条に、国内生産にこだわ
り、高品質な商品を多品種に展開。
また、電源開発により培われたコアコン

ピタンスである直流制御技術を用いて、再
生可能エネルギーの普及拡大に向けた新規
事業を展開している。

⚫ 再エネ電力比率90％以上を目指す自家消費
型実証工場を三重県に新設
（2023年夏竣工予定）

⚫ 工場とカーポートの屋根に太陽光パネルを
設置するとともに、自社の直流制御技術を
活用した蓄電池システムを設置。直流配線
を構築することで、直流交流の変換ロス
をなくし効率的に再エネ電力を工場内で
使用できる。

⚫ 同工場ではカーボンニュートラルに向け
た取組はもちろん、電気料金高騰に対する
リスクヘッジ、災害から生産活動を守る
BCP対策等にも貢献。

⚫ 生産性向上による競争力強化に向けて、省エネ化、省人化
への取組を日頃から実践

⚫ 自社技術「直流制御技術」を活用したグリーンパワー電源
（太陽光発電と蓄電池を合わせた設備）を自社工場に導入
して省エネ化するとともに、当該技術を取り入れた省エネ
コンサルティングをビジネスとして事業展開

取組の背景

事業者概要（2022年11月現在）
代表者 代表取締役社長 二見 達也
所在地 兵庫県尼崎市大浜町2丁目57番地
電話番号 06-6430-1101
従業員数 434名
主な事業内容 スイッチング電源等の開発、製造、販売等

再エネ発電設備等の設計、販売、監視等
URL https://www.nipron.co.jp/

取組の内容

EVソーラーカーポートの設置

⚫ 自社の直流制御技術により再生可能エ
ネルギーを最大限に活用する装置「PV
マキシマイザー（太陽光発電電力を最大
化する昇圧DC-DC装置）」と「Neo 
eXpander（蓄電池の充放電を効率化す
るコンバーター）」を搭載したEVソー
ラーカーポートを開発し、自社工場内で
実証。

⚫ 省エネによるコスト削減、人手不足解消
に向けた省人化技術の導入を目的に、部
品や商品を自動で搬送するコンベアや
AGV（自動走行ロボット）を自社独自に
設計・製作し導入。

作業効率化に向けたロボット等の導入

再エネ100%でEV充電が可能なほか、
余剰電力は蓄電池にためて夜間使用
も可能

従業員の作業時間が削減され、空調・照明
の早期消灯等につながり、
2021年度のCO2排出原単位約23%減を達成
（2013年度比）

設備諸元：駐車スペース14台（内、EV充電6台×20kW）、
PV容量32.5kW、蓄電池容量90kWh

2023年夏竣工予定の「三重スマート夢工場」自社で独自設計・製作したAGV 尼崎工場のEVソーラーカーポート

TOPICS ～再エネ90％を目指す新工場～

https://www.nipron.co.jp/


株式会社北條製餡所

＃製あんメーカー＃高効率ボイラー＃EMS＃エネマネ活用

製造業
（あん製造業）

1954年創業の製あんメーカー。売上げが減
少する夏でも売れるアイスクリーム用のあ
んや、蜂蜜のように甘いことからその名が
ついた「ハニーあん」ブランドなど、“加糖
あん”を業界に先駆けて開発・製造した歴史
をもつ。
エネルギーマネジメント事業者からのサ
ポートを受け、設備の省エネ化、自動制御
による最適運用を実現。

⚫ 以前から相談していたエネマネ事業者が設
備の更新、EMS導入による効率運用を提
案・支援。

⚫ 令和4年度省エネ補助金の（A）先進事業と
（D）エネマネ事業を併用しイニシャルコ
ストを抑制。

⚫ 補助金申請にあたってはエネルギー使用量
の計測・届出から導入後の実績報告までエ
ネマネ事業者の一貫サポートにより、現場
の負担を軽減。

⚫ 工場全体の設備（照明や空調）の老朽化に伴う電気料金増
加の軽減や、普段意識の届かないエネルギー使用量等を見
える化することで、省エネ効果を図る取組を模索していた。

⚫ あんを製造する工程で使用する蒸気ボイラーの運転操作を
従業員の感覚で行っていたが、ガスのエネルギー効率向上
のため、さらに細かく制御する必要があると考えていた。

取組の背景

事業者概要（2022年5月現在）
代表者 代表取締役 北條 久嗣
所在地 大阪府枚方市長尾家具町3ｰ1ｰ13
電話番号 072-851-3961
従業員数 110名
主な事業内容 業務用あんの製造・販売
URL http://www.honeyan.co.jp/index.html

取組の内容

工場設備の省エネ化

⚫ 照明のLED化・高効率空調への更新によ
り省エネを実施。
特に空調はエネルギー消費量の大部分
を占めており、取組の効果大。

⚫ 高効率ボイラーへの更新
全4台あるボイラーのうち、老朽化してい
た炉筒煙管ボイラ2台を最新式の高効率貫
流ボイラへ更新。
大幅なエネルギー消費量の削減を実現。

⚫ これまで廃棄していた不規則に排出される
工場の温水を、EMS（エネルギーマネジメ
ントシステム）を活用し効率良く熱回収する
取組を実施。具体的には、新設したバッファ
タンクに温水を貯水し、EMSで自動的にボ
イラーに給水することで、排熱の有効利用を
実現。

⚫ EMSを活用したボイラーの効率運用
始業時：設定した時刻に自動で運転開始

工場の稼働状況に応じて全4台のう
ち先に2台の運転を開始

終業時：遠隔操作でボイラーを待機状態に

EMSによるボイラーの最適運用

設備更新前と比較して、
203.2kL（削減率：13.7%）の
エネルギー削減効果があった

あんを製造する工程で蒸気ボイラーの熱を利用している

エネマネサービスと補助金の活用

設備導入後もエネマネ事業者と連携し
EMSを有効活用
積極的に省エネ活動に取り組んでいる。

EMS導入前と比較して、
60.6kL（削減率：4.1%）の
エネルギー削減効果があった

エネマネ事業者の提案により最適運用を実現エネルギー使用状況はEMSと連携した端末でいつでも確認が可能

http://www.honeyan.co.jp/index.html


ビル・店舗・その他



株式会社中村屋

＃食品スーパー ＃電気代削減 ＃エネマネ事業者
＃補助金活用 ＃太陽光発電 ＃省エネ意識浸透

小売業
（食品スーパー）

奈良と京都に食品スーパーを展開する同社
は、前身の中村屋商店と合わせて創業100年
を超える企業であり、長きに渡り地域住民
の生活を支えている。社内の高い省エネ意
識は、電力会社やエネマネ事業者のアドバ
イスを積極的に取り入れた設備更新等に表
れている。

⚫ 2022年1月、梅美台店に容量約300kWの
太陽光発電システムを設置（PPA事業※）

⚫ 天気の良い昼間であれば、店舗で消費す
る全電力を太陽光のみでまかなうことがで
きる

⚫ 今後の電気料金の増加を見越し、各店舗におけるさらなる
省エネ意識向上に向けた取組を模索していた

⚫ 店舗改装に合わせ、店内の各種設備の更新が必要であった

取組の背景

取組の内容

エネマネ事業者×補助金活用で、
積極的な設備更新

⚫ エネマネ事業者のサポートの下、照明

のLED化、省エネタイプのショーケース

や空調機器を導入

⚫ 更新に際して国の補助金制度を積極的に

活用（補助率1/2）し、短期間で設備を

一新

⚫ エネルギーマネジメントシステムを導入し、
24時間365日のデマンド管理が可能に

⚫ 各店舗の電力使用状況をグラフ化すること
で店舗間の競争を促し、自発的に省エネ
に取組む環境づくりを行った

エネルギーマネジメントシステムを
導入し、電力を「見える化」

電気使用料金を36％削減することに成功

照明の寿命が延びたことで、取替や廃棄

にかかるコストの削減にもつながっている

今後もCO₂冷媒方式冷蔵庫など、脱炭素化

につながる設備導入の検討を進める方針

電力の見える化がコストの見える化に直
結し、省エネに関心の薄かった従業員
の意識改革につながった

電力使用量の「見える化」で、
省エネ効果に加え社員の意識も向上

太陽光発電システムの導入により、
省エネ意識がさらに向上

太陽光発電システムの導入により、
再生可能エネルギーの創出にも貢献

事業者概要（2023年1月現在）
代表者 代表取締役社長 中村 憲司
本社所在地 京都府木津川市梅美台8丁目1-5
電話番号 0774-72-9800
主な事業内容 小売業（生鮮食品等）
URL https://nara-nakamuraya.site/index.php

屋根の遮熱効果により、空調効率が向上

発電量と消費量の需給バランスが常に把

握できることで、従業員の省エネ意識向

上に貢献している

※PPA（Power Purchase Agreement）とは：
PPA事業者と契約することで、太陽光発電システム設備を初
期費用ゼロで導入でき、メンテナンスもしてもらえる仕組み。

https://nara-nakamuraya.site/index.php


京都産業大学

＃大学 ＃ガスヒーポン ＃ガス会社全面協力
＃設備更新 ＃補助金活用 ＃学生ファーストの取組

教育機関
（大学）

創立50年以上の歴史を持つ同大学は、本山
キャンパスに約15,000人の学生が集う一拠
点総合大学である。近年は学修環境の充実
とSDGsの推進にも力を入れており、キャン
パス内の施設の新設や改装、設備の省エネ
化に取り組んでいる。

⚫ 教育研究機関であるため、学生や教員の快
適な学修・研究環境を阻害しないよう無理
な節電等は行わず、エネルギー効率を高める
設備更新や運用の工夫等により省エネ化を
推進

⚫ 設備更新にあたっては、夏期休暇中など学

生の往来が少ない時期に行う事で、学生や教

員に負担を強いることなく工事等を実施

⚫ 省エネ法の第一種管理指定工場に指定されており、省エネ
に向けた様々な取組を模索していた

⚫ コロナ禍により換気のため窓を開放した結果、空調効率が
悪化したため、エネルギー効率向上が必要であった

取組の背景

取組の内容

遮熱フィルムや空調設定の工夫で、
エネルギー消費を抑制

⚫ 窓ガラスに遮熱フィルムを貼ることで外
部からの熱を遮断し、空調効率を改善

⚫ 屋上に断熱性の防水シートを施工したほ
か、照明をLED化

⚫ 授業のない時間帯には教室の空調の電源
が自動でOFFになるよう設定し、無駄な
エネルギー消費を削減

⚫ ガス会社からの提案を受け、高効率の
GHP（ガスエンジン・ヒートポンプ）空調
を導入（図１）

⚫ ガス会社からは国（国土交通省）の補助
金活用の提案及び申請サポートも受け、
導入コストを抑制

ガス会社のサポートの下、高効率ガス
空調に更新

GHPは電気式に比べて出力が大きいため、
大教室や広い校舎内の空調を効率的に運
用できると判断
目標値として26％の省エネ効果を設定
（達成に向け効果を測定中）

図１：ガス会社の協力の下、補助金を活用し
高効率のGHP空調に更新

学生や教員に配慮した省エネ計画

豊かな自然に囲まれた本山キャンパス 快適な学修環境を第一に考えた取組

新校舎建設が一段落したことから、
既存校舎の改装によって更なる設備の省
エネ化を進めていく予定
研究棟2棟について計画中（ガス会社協
力の下、補助金の申請手続きに着手）

事業者概要（2022年4月現在）
代表者 理事長 大城 光正
所在地 京都市北区上賀茂本山
電話番号 075-705-1408（総務部）
主な事業内容 教育機関（私立大学）
URL https://www.kyoto-su.ac.jp/

https://www.kyoto-su.ac.jp/


穴吹興産株式会社

＃築古ビル＃ZEB Ready＃空調更新＃テナントファースト

不動産業
（オフィスビル）

「住まいづくりや不動産価値創造事業を通
じて地域社会の文化と歴史の創造に貢献す
る」ことを理念に、様々な事業を展開して
いるあなぶきグループの中核企業。
同社が所有するあなぶきセントラルビル
（築30年以上）の改修に際して関西のエネ
ルギーサービス事業者から改善提案を受け、
テナントに最大限配慮しつつZEB化を目指し
た設備更新を行った。
当事例により、2020年の省エネ大賞を受賞。

⚫ 空調機器の集中制御・空調データの遠隔監視
装置を導入

⚫ 計測・蓄積したデータをもとに空調の使用状
況を見える化

⚫ 更なる省エネ効果を目指し継続的な運用改善

⚫ 2014年に取得したあなぶきセントラルビルは築30年を過
ぎており、空調機の老朽化によるメンテンス費用の増加が
ネックだった

⚫ 入居しているテナントからも「エアコンの効きが悪い」と
の声があり、設備の不具合は退去リスクにもつながるため、
テナントの環境改善のためにも改修が必要だった。

取組の背景

事業者概要（2022年12月現在）
代表者 代表取締役社長 穴吹 忠嗣
所在地 香川県高松市鍛冶屋町7－12
電話番号 087-822-3567
従業員数 単体：408名 連結：3,252名
URL https://www.anabuki.ne.jp/

取組の内容

診断結果を踏まえた設備更新

⚫ 空調機器の最適容量選定により最大容量
を38％削減

⚫ 照明を蛍光灯からLEDに更新

⚫ ビル南側と西側の窓ガラスを断熱性の
高い複層ガラスに入れ替え

⚫ 関西に本社を置くエネルギーサービス事
業者の省エネ診断を受診し空調の消費電力
を「見える化」

⚫ 室内機の配置を見直すとともに、風量を
アップ

省エネ診断でムダを発見

一次エネルギー消費を67％削減し、
ZEB Readyを達成
年間電力使用量：56％削減

（847千kWh→374千kWh)
ピーク電力：50％低減

（334kW→166kW）

夏場のピーク時でも定格消費電力の６割
しか使用していないことが判明し、設備の
オーバースペックによるムダを発見。
室内機配置の見直しで室内の温度ムラが
なくなり、空調効率が改善。

遠隔監視と集中制御で運用改善

省エネ診断を踏まえた設備更新の取組

環境省の「令和4年度気候変動アクション
環境大臣表彰」を受賞。
職場環境の改善や省エネによるコスト低
減はテナントにとってもメリットがあり、
オフィスビル運営企業としての自社価値向
上につながっている。

集中制御と遠隔監視
で省エネ改善を継続

https://www.anabuki.ne.jp/


株式会社滋賀銀行

＃地方銀行＃ZEB #環境ビジネス＃地域の脱炭素支援

銀行 滋賀県の地方銀行。地域に根ざした金融機関
として、取引先企業に対する環境ビジネスへ
の呼びかけやマッチングを行うなど、地域企
業とのネットワークを生かしたサステナビリ
ティ経営の普及促進に取り組んでいる。
また滋賀県が掲げる“しがCO₂ネットゼロ”
ムーブメントと連携した融資制度を新設する
等、自治体とも連携し脱炭素を「面で広げ
る」取組を行っている。

⚫ 2015年6月、CO₂排出量を実質ゼロにす
る「カーボンニュートラル店舗」として
栗東支店を建て替え。

⚫ 支店屋根や駐車場屋根にPVを設置。昼間
の余剰電力は売電。電気自動車も導入。

⚫ LED照明に加え、自然光を反射し取り入
れる「スカイライトチューブ」、最適な
照明の組み合わせで省エネにつなげる
「タスクアンビエント照明」を導入。

⚫ 近江商人の「三方よし」の精神や、県のシンボルである琵
琶湖の環境保全等、滋賀県は従来から環境意識が高い地域。

⚫ 1990年代から「環境経営」を他行に先駆けて実践。地方
銀行初の「しがぎんSDGｓ宣言」や、お金の流れで地球
環境を守る「環境金融」、省資源・省エネに努める「エコ
オフィスづくり」、「環境ボランティア」にも取り組む。

取組の背景

事業者概要（2022年9月30日現在）
代表者 取締役頭取 高橋 祥二郎
所在地 滋賀県大津市浜町1番38号
電話番号 077-521-9530
従業員数 1982人
URL https://www.shigagin.com/

取組の内容

カーボンニュートラル店舗

⚫ 『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン
SDGsやESGに関する“野心的目標”の達成
状況と連動して融資条件が優遇される金融商品。
地方銀行では同行が初。

⚫ SLL“しがCO₂ネットゼロ”プラン
サステナビリティ・リンク・ローンの中でもCO₂
削減に特化したプラン。
県と同行にCO₂削減目標を提出し、達成した場合
に優遇条件が適用される。県のCO₂排出実質ゼロ
の実現と、企業価値向上を同時に目指す金融商品。

⚫ 未来よしサポート（CO2排出量算出サービス）
IT技術を活用したCO₂排出量の計測管理ツールに
より、企業全体のCO₂排出量を見える化し、削
減計画の作成や資金調達等を伴走支援。

SDGs経営に対する伴走支援

CO₂排出量を34％（30トン/年間）削減、
残りの66％を太陽光発電でまかなうこと
により、実質CO₂排出ゼロを達成

地銀初！独自のサービス

⚫ SDGsコンサルティング
SDGs経営に取り組む企業に対し、企業理
念から具体的戦略に至るまで、同行職員が
コンサルティングを行い、SDGsを取り
入れたビジネスモデルの展開を支援。
※これまでに製造業やサービス業など161社を
支援（令和5年1月末現在）

⚫ ESGファイナンス専門チーム
本店にSDGsやESGの専門的な知識を持つ
ESGファイナンス専門チームを配置。
SDGsコンサルティングやESGファイナンスの
組成、営業店支援を通じて、行内のSDGs人材
を育成を担う。

『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン 個社に寄り添ったコンサルティングでSDGsへの取組を支援 栗東支店の「カーボンニュートラル店舗」に向けた取組

https://www.shigagin.com/


株式会社トライアルカンパニー

＃IT×物流小売 ＃最適空間と省エネの同時達成
＃省エネ大賞 ＃デシカント

小売業
（スーパー）

同社では、全国270超の店舗を有するスーパー
センタートライアル（24時間営業）を運営し
ている。「ITで流通を変える」という理念のも
と、独自のIT技術で自社業務の効率化やコスト
削減に加え、物流業者、利用客を含めた全ての
関係者にとっての最適運用を実現すべく挑戦を
続けている。店舗の省エネと快適空間の実現の
ため、エネマネ事業者とタッグを組み、近江八
幡店に空調と換気を自動制御するシステムを導
入している。

⚫ 専用の決済アプリと連携したスマート
ショッピングカートを導入。
カート上の端末で買い物客が自らバーコー
ドを読み取り、出口のゲートを通過するだ
けで自動で支払いが完了。

⚫ IT技術を活用した物流の効率化を目指し、
大手小売事業者やメーカー等と連携。
仕入れ状況等のデータを共有することで運
送トラックの空輸送や往復のムダを削減。

⚫ 食品スーパーのショーケース付近は店外からの湿った空気
の流入によるカビ・結露の発生が大きな課題。

⚫ 空調の手動操作による節電では快適性が損なわれる恐れが
あり、現場の作業コストにもなっていた。

⚫ 「ムダ・ムラ・ムリをなくす」精神と、現場に負担を強い
ることなく省エネ・快適空間を実現することが合致。

取組の背景

事業者概要（2023年3月現在）
代表者 代表取締役 石橋亮太
所在地 福岡市東区多の津1－12ー２

トライアルビル
電話番号 092-626-5550
主な事業内容 流通小売事業、リテールAI事業他
URL https://www.trial-net.co.jp/

取組の内容

空調・換気の自動制御により省エネを実現

⚫ 省エネと快適空間の両面からPMVによる
自動制御システムを導入。
店内の気温・湿度を計測し、自動で最適
な空調温度、換気出力を設定。

⚫ 湿度をコントロールするデシカント設備を設置。
外部の空気を除湿して店内に送り込むことで
店舗内の陽圧化を実現し、店舗へのほこりや
虫の流入も防止。

⚫ 湿度コントロールにより空調と冷凍・冷蔵庫へ
の負荷低減に加え、除湿に使用する熱源には
空調の室外機の排熱を活用し、省エネを実現。

⚫ ショーケース内の除湿により、庫内のくもりや
霜を防止できる小型デシカント取り付けタイプ
の冷凍ショーケースも併せて導入。

デシカントによる換気で店舗内を陽圧化

同規模の自社店舗との比較
消費電力量：120.316kWh/年の削減
CO₂排出量：105.8ｔ/年の削減
業務の効率化、ヒューマンエラー
の防止にも貢献。

湿度コントロールと陽圧化により快適なお買い物空間を提供

IT技術を活用したその他の取組

空調と換気の自動制御で省エネと快適空間を実現 IT技術を活用し、全ての人に「豊かさ」を届ける

結露やカビの抑制により清潔で快適
な店内環境が実現され、清掃・営繕
費にかかるコストの削減にも成功

※PMV…人がどのくらい快適かを示す指標

温度、湿度など6要素から算出され、

オフィスづくりの温熱指数として

世界標準規格に規定されている

物流業界の人材不足の解決、輸送の
効率化による温室効果ガスの削減が
期待されている。

https://www.trial-net.co.jp/


タカラベルモント株式会社（ TB-SQUARE osaka ）

＃理美容機器＃ショールーム＃自動制御＃省エネ×快適空間

製造業
（理美容・
医療機器）

「美しい人生を、かなえよう」をコンセプ
トに美容院の椅子などの理美容機器や医療
機器、化粧品を手がけるメーカーであり、
2021年には創業100周年を迎えた。2016年
にオープンした5階建てショールーム「TB-
SQUARE osaka」では、エネルギーマネジ
メント事業者のサポートのもと、換気と空
調の最適化に取り組み、快適な環境と省エ
ネ改善の両立を実現した。

⚫ ショールームはガラス張りと吹き抜けの構造であるため空
調効率が悪く、社内のエネルギー管理委員会で改善の取組
をおこなうことになった。

⚫ ショールームの性質上、来客数の予測が困難な一方、快適
空間の維持のため常時一律の換気・空調運用をしており、
エネルギー消費のムダが大きかった。

取組の背景

事業者概要（2022年３月現在）
代表者 代表取締役会長兼社長 吉川 秀隆
所在地 大阪市中央区東心斎橋2－1－1
電話番号 06-6212ｰ3605
従業員数 1594人
主な事業内容 理美容・医療機器、化粧品等製造等
URL https://www.takarabelmont.co.jp/

取組の内容

省エネに向けた空調の取組

⚫ 館内全空調を個別に遠隔操作できる高
機能コントローラーを導入。オンオフや
設定温度のタイムスケジュールが可能
であり、一度設定すれば自動で運用さ
れるため、現場に作業は生じない。

⚫ 空調自動制御により、快適性を損なわな
いきめ細やかなデマンド制御を実現。
デマンドピーク時には事前に設定した
快適性の優先順位が低いエリアから自動
で空調に対し段階的に制御を行う。

⚫ 空調機の省エネチューニングを実施。
気象データから最も効率的な運転に遠隔
で自動調整。

⚫ ショールーム内20箇所にCO₂センサーを
設置することで、人の活動をCO₂濃度の
変動で感知。人の混み具合による負荷変動
に応じて、CO₂センサーが全熱交換器の換
気制御を自動で行う。

CO₂センサーと連動した換気制御

換気による外部からの空気の流入を
適正量に調整することで、空調効率
が向上し消費電力量が抑制された。
人の手による換気の管理が不要とな
り、省エネだけでなく省人化、業務
効率改善にも効果があった

CO₂センサーで人の活動を探知、自動で適切な換気を行う

TB-SQUARE osakaとは

快適性と省エネを兼ね備えたショールーム

取組全体の効果（2017年度→2019年度）

・消費エネルギー量（原油換算） 16.7％削減

・電気使用量 17.3％削減

・空調消費電力量 31.6％削減

・デマンド値 23.7％削減

⚫ 「 TB-SQUARE osaka 」とは、同社の全
国約30のショールームの中でも、全国で
もっとも多くの展示品・コンテンツが集
うショールーム。新しいメニューや機器
の導入から、空間づくり、スタッフ教育
マネジメントのノウハウまで、サロンに
関わる全ての人に向けたプロフェッショ
ナル・ビューティーの情報発信地。

https://www.takarabelmont.co.jp/


三菱重工サーマルシステムズ株式会社

＃カーボンニュートラル＃帯水層蓄熱システム
＃排熱利活用＃ヒートアイランド抑制
＃MISSION NET ZERO

製造業
（空調機器・
冷凍機）

三菱重工グループの一員で、冷熱製品の設計、
製造、販売等に係る事業を行う会社。空調機器、
大型冷凍機や輸送冷凍機をはじめ大小幅広い製
品を揃えており、持続可能な社会の実現に向け、
地球環境に配慮したサーマルソリューションを
提案し導入を進めている。三菱重工神戸造船所
の一角にある同社の工場では、高い冷熱技術を
用いた大型ターボヒートポンプと最新の地下へ
の蓄熱を活用したATESで大規模空調の省エネを
行い、実証している。(21年度省エネ大賞)

⚫ 同社工場内のATESを用いた大規模空調の
熱源機として同社が製造する高性能ター
ボ冷凍機ETI-Z(ヒートポンプ型)を使用。

⚫ 年間CO2排出量を抑えられる高性能機で
あることに加え、オゾン層破壊係数が
ゼロで、かつ地球温暖化係数が低いノン
フロン冷媒を使用しており、更なる環境
負荷低減を図っている。

⚫ 設置対象となる分野
・空調需要のある工場・大型商業施設
・病院・空港・地域熱供給エリア

⚫ 三菱重工グループとして開発開始時に掲げていた「経済発
展と環境負荷の低減」の実現に向けた取組の一環

⚫ 関西には電力会社や大学等、地中熱活用の研究に意欲的な
ステークホルダーが多く存在し、連携した取組が可能

取組の背景

事業者概要（2023年3月現在）
代表者 取締役社長 佐々倉 正彦
所在地 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
電話番号 03-6275-6334
従業員数 約900人
主な事業内容 冷熱製品及び関連製品の設計、製造等
URL https://mth.mhi.com/

取組の内容

神戸造船所での取組

⚫ 三菱重工神戸造船所内にある同社の工場に
ATES*を用いた大規模空調を設置

*Aquifer Thermal Energy Storage : 帯水層蓄熱システム

⚫ 冷水用の井戸を2本にするなど、活断層が走
る自社の複雑な地層でのATES導入を通じて
普及に向けた課題を発見

⚫ 水が流れにくい地層に挟まれた帯水層を利用し、
地下に蓄熱するシステム
→地下水が豊富で平坦な土地が多い地域が適して
おり、海外ではオランダで普及が進んでいる

⚫ 温水用と冷水用の２つの井戸により熱の貯留・
抽出を通じて空調用熱源として利用する
夏：冷熱を抽出、温熱を貯留
冬：温熱を抽出、冷熱を貯留

⚫ 帯水層は水温の長期安定化に適しているため、
貯留された地下水をそれぞれ需要期に抽出する
ことで効率的な熱利用ができ、大きな省エネ効
果を生む

帯水層蓄熱システムとは

導入効果（2019年12月～2021年10月）
消費電力：516.926MWh

→362.215MWH
30％の削減を達成

排熱を地下に貯留することにより、
ヒートアイランド現象の抑制にも効果

帯水層蓄熱システムの概要図

高性能ターボヒートポンプ

実証用熱源井イメージ（神戸造船所内に同社が構築） 同社が製造する高性能ターボ冷凍機

画像➀ 画像② 画像③

ロゴ・製品の画像

https://mth.mhi.com/


CNの取組をサポートする企業

（令和4年度環境共創イニシアチブのエネマネ事業者採択企業）



事業者概要（2023年1月現在）
代表者 代表取締役 福島 豪
所在地 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
電話番号 06-6477ｰ2011
URL https://www.galilei.co.jp/

フクシマガリレイ株式会社

業務用冷凍冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等のメーカーとして高いシェア。
省エネ診断から、設計、設備導入、保守管理まで、一貫したサポートにより、主に食品スーパー
マーケットを中心にトータルエネルギーソリューションサービスを提供。
特に、顧客の省エネ設備導入におけるイニシャルコスト削減に向けて、①各種設備レンタル事業
（ECレンタルも令和4年11月より開始）、②補助金サポート、③ESCO事業、等を展開。
日本全国の小売店舗や飲食店向けのエネルギーサービスはもとより、海外における店舗等進出につ
いても現地の環境に応じたシステム構築をサポート。

多彩な設備ラインナップ ガリレイエアテックシステム（EMS）

高い省エネ性能を持った業務用冷凍冷蔵庫や冷

凍・冷蔵ショーケース等を幅広く商品展開。

ノンフロンで地球環境保護にも優れたCO2冷媒

を用いた冷凍冷蔵庫についても商品開発し、従

来の冷凍冷蔵庫に比べ10～15%の消費電力削減

を実現。

ガリレイエアテックシステムは、AIを活用して

空調等の機器を自動制御することでスーパー

マーケットの店内環境を最適化するシステム。

空調と換気を効果的かつ効率的に制御し、結露

やカビの防止、室温の安定だけでなく、電力量

削減率も導入店舗において平均年間15％と高い

省エネ効果を発揮（売場600坪店舗での実績）。

換気については、店内を陽圧化（空気圧を外部

より上げる）することで、塵や虫などの侵入を

防ぎ、清潔な店内環境の維持に貢献。

※2019年省エネ大賞（省エネ事例部門）受賞

～省エネはちょっとした気配りから～

省エネは、店内換気の見直し、冷蔵庫

フィルターの清掃、冷暖房温度の適正化

など、ちょっとした日々の気配りで実践

できます。エネルギーのお困りごとがご

ざいましたら弊社にお任せください。

CO2冷媒冷凍冷蔵庫の導入事例

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

冷凍冷蔵設備や空調の省エネ化、EMSの
導入に加え、太陽光発電の導入等により
スーパーマーケットのZEB化を支援。
※フクシマガリレイでは、本社ビルをZEB
化（ZEB Ready）しており、自らもカー
ボンニュートラル社会の実現に向けて貢献。
※2021年省エネ大賞（省エネ事例部門）
受賞

担当者から皆様へ

既存の冷蔵・冷凍・冷蔵冷凍庫と比較して、

タテ型・・・18.5%
ヨコ型・・・24.1%

の省エネ（年間電力使用量削減）を実現。

※各設備の平均値

に注目！ここ

https://www.galilei.co.jp/


テス・エンジニアリング株式会社

社名「テス」の由来である「Total Energy Saving & Solution」のとおり、省エネや再エネの導入を
目指す者に対し、ベンターフリーの立場からお客様にとって最適なシステムやサービスを総合的に提
案できる企業。①再エネの主力電源化、②省エネの徹底、③エネルギーのスマート化に注力し、多種
多様なエネルギーソリューションを提供。省エネ・再エネ設備の導入における設計、施工、監視、メ
ンテナンスをワンストップで行うことはもちろん、補助金等の活用によるイニシャルコスト削減も
しっかりサポート。
電気・熱を多く必要とする産業部門（食品、飲料、化学、ゴム、半導体、製紙、電機他）や業務他

部門（物流施設、病院、商業施設、学校、データセンター他）など、業種を問わずサポートでき、
2,000件以上の設備導入実績を誇る。

コージェネレーションシステム（CGS） 太陽光発電システム

エネルギー多消費型の業種にとって、

ガスによる発電とそのとき発生する熱

を有効活用できるコージェネレーショ

ンシステムの導入は省エネに有効。

効率的かつ安全に運転ができるよう、

O&M（オペレーション＆メンテナン

ス）をはじめ２４時間遠隔監視も実施。

ニーズが高まっている太陽光発電の設置

について、きめ細やかなサービスを展開。

設置場所についても、多種多様な屋根や

遊休地への対応が可能。また蓄電池の活

用により、余剰電力の有効活用が可能。

初期投資不要で電力供給が受けられるオ

ンサイトPPAについても合計容量約

7.4MWの実績（2022年10月末）。

事業者概要（2023年1月現在）
代表者 代表取締役社長 髙崎敏宏
所在地 大阪市淀川区西中島6丁目1番1号

新大阪プライムタワー17階
電話番号 06-6308-2073（代）
URL https://www.tess-eng.co.jp/

担当者から皆様へ

～省エネは不変です～

昨今、資源価格の高止まりによるエネル

ギーコストの負担増加が大きな課題となっ

ていますが、だからこそエネルギーの使用

量を減らすことによるコストの見直しは欠

かせない取組となります。実績が物語る確

かな提案力に期待してください。

総合ソリューション

CGSやPV設置に限らず、ガス導管のない
地域での燃料転換（LNG化）から、バイ
オマス発電の導入による創エネ事業まで、
多種多様なユーティリティ活用による総
合ソリューションを提供。

CGS導入事例 PV導入事例

に注目！

展開しているエネルギーソリューション

ここ

https://www.tess-eng.co.jp/


ダイキン工業株式会社

空調事業を中心に、世界170カ国以上で事業を展開するグローバル企業。省エネ性能に優れた空調

機器の開発に加え、空調の適正な運転を支援する遠隔監視サービス「エアネットサービスシステ

ム」を1993年から展開するなど、長年に渡り建物の省エネ化に向けたトータルソリューションを提

供。昨今は、多彩な空調製品ラインアップに加え、データを活用したEneFocusαや自社ビルでの

ZEB成功事例の取り組みを展開しています。

多彩な空調製品ラインアップ Ene Focusα（エネルギーマネジメントサービス）

既存のビル用マルチ空調機を遠隔監視し、

『運転の見える化』『運用改善提案』

『運用の自動化』『レポート作成』をサ

ブスク方式で提供するサービス。

自社ビルでのZEB成功事例

改修を機に、
①潜熱顕熱分離空調システム ②空
調・換気＋照明一括制御 ③遠隔監視
システムによる最適容量選定 により、
ZEB Readyを達成。

ZEB Readyを達成したダイキン工業福岡ビル

省エネ、換気、環境、快適、衛生など

豊富なラインアップで、あらゆるニーズ

に対応する空調ソリューションを実現

環境ビジョン2050
当社製品から生じる温室効果ガス排出を

ライフサイクル全体を通じて削減します。
さらに社会と顧客をつないだソリュー

ションを創出し、ステークホルダーと連携
して、温室効果ガス排出実質ゼロをめざし
ます。
IoT・AIやオープンイノベーションを活

用し、グローバルな環境課題の解決に貢献
しながら、世界の空気に関するニーズを満
たし、安心で健康な空気空間を提供します。

※標準工事範囲を超える場合は別途費用が発生します。

※

■2021年省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）

「資源エネルギー庁長官賞」受賞 主催：一般財団法人省エネルギ―センター
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