
パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスSUNXSUNXSUNXSUNX竜野株式会社の省エネ改善プロジェクト竜野株式会社の省エネ改善プロジェクト竜野株式会社の省エネ改善プロジェクト竜野株式会社の省エネ改善プロジェクト

これからご紹介するＢＡチャートだけでなく、

「見て」「触れて」「自社で実践」できるよう

工場見学をしながら最適な省エネ対策を

アドバイスします。

工場見学お問い合わせ先：パナソニックデバイス販売株式会社

http://panasonic.net/id/pidsj/eigyo/



ＫＷ４ＭエコパワーメータＫＷ４ＭエコパワーメータＫＷ４ＭエコパワーメータＫＷ４Ｍエコパワーメータ

ＣＴＣＴＣＴＣＴ

ＫＲ１０ＫＲ１０ＫＲ１０ＫＲ１０

ＫＷ４ＭＫＷ４ＭＫＷ４ＭＫＷ４Ｍ

エコパワーメータでまずは「見える化」のため計測！エコパワーメータでまずは「見える化」のため計測！エコパワーメータでまずは「見える化」のため計測！エコパワーメータでまずは「見える化」のため計測！



各負荷設備にエコパワーメータを６５０台取り付け、各々をネットワークで各負荷設備にエコパワーメータを６５０台取り付け、各々をネットワークで各負荷設備にエコパワーメータを６５０台取り付け、各々をネットワークで各負荷設備にエコパワーメータを６５０台取り付け、各々をネットワークで

接続し、個別管理を実施。接続し、個別管理を実施。接続し、個別管理を実施。接続し、個別管理を実施。

全社データ全社データ全社データ全社データ 部門別データ部門別データ部門別データ部門別データ 課別データ課別データ課別データ課別データ

ムダ発見ムダ発見ムダ発見ムダ発見

生産停止中に電力消費生産停止中に電力消費生産停止中に電力消費生産停止中に電力消費

１．１．１．１．電力消費傾向把握電力消費傾向把握電力消費傾向把握電力消費傾向把握

２．２．２．２．電力消費分布把握電力消費分布把握電力消費分布把握電力消費分布把握 ((((部門別、用途別）部門別、用途別）部門別、用途別）部門別、用途別）

用途別データ用途別データ用途別データ用途別データ

設備別データ設備別データ設備別データ設備別データ

部門別データ部門別データ部門別データ部門別データ

３．３．３．３．省エネ効果確認省エネ効果確認省エネ効果確認省エネ効果確認 （比較グラフ機能）（比較グラフ機能）（比較グラフ機能）（比較グラフ機能）

無償見える化ツール(KW Watcher）でムダを発見！



生産生産生産生産設備設備設備設備

空調関係空調関係空調関係空調関係

動力関係動力関係動力関係動力関係

照明関係照明関係照明関係照明関係

省エネ改善プロジェクトの活動省エネ改善プロジェクトの活動省エネ改善プロジェクトの活動省エネ改善プロジェクトの活動

ＢＡチャートＢＡチャートＢＡチャートＢＡチャート

ここでご紹介する省エネ活動の事例は当社での実施例であり省エネ効果をお約束するものではございません。実施にあたっての影響はお客様ご自身でご確認ください。パナソニックデバイスSUNX竜野株式会社 2014年2月



生産設備生産設備生産設備生産設備 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 ８．４８８．４８８．４８８．４８t/t/t/t/年年年年 CO2削減量 ２．２ｔ２．２ｔ２．２ｔ２．２ｔ////年年年年

メカタイマー生産ライン待機電力削減メカタイマー生産ライン待機電力削減メカタイマー生産ライン待機電力削減メカタイマー生産ライン待機電力削減

バックアップ電池を交換し、バックアップ確認のバックアップ電池を交換し、バックアップ確認のバックアップ電池を交換し、バックアップ確認のバックアップ電池を交換し、バックアップ確認の

取れた設備について非稼動時の電源をＯＦＦ取れた設備について非稼動時の電源をＯＦＦ取れた設備について非稼動時の電源をＯＦＦ取れた設備について非稼動時の電源をＯＦＦ

原因は設備プログラムバックアップを目的原因は設備プログラムバックアップを目的原因は設備プログラムバックアップを目的原因は設備プログラムバックアップを目的

に全設備の電源を昼夜連続投入していた。に全設備の電源を昼夜連続投入していた。に全設備の電源を昼夜連続投入していた。に全設備の電源を昼夜連続投入していた。

年間年間年間年間5,550kwh5,550kwh5,550kwh5,550kwh削減削減削減削減
全設備全設備全設備全設備

待機中も電源ＯＮ待機中も電源ＯＮ待機中も電源ＯＮ待機中も電源ＯＮ

改善前改善後メカタイマー生産ラインにて生産していない休日やメカタイマー生産ラインにて生産していない休日やメカタイマー生産ラインにて生産していない休日やメカタイマー生産ラインにて生産していない休日や

夜間も電力消費をしていることがわかった。夜間も電力消費をしていることがわかった。夜間も電力消費をしていることがわかった。夜間も電力消費をしていることがわかった。

休日休日休日休日

ムダ削減ムダ削減ムダ削減ムダ削減



ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

CO2削減量 1.968ｔ/年

真空真空真空真空アニールアニールアニールアニール炉炉炉炉の休日稼働時間の削減の休日稼働時間の削減の休日稼働時間の削減の休日稼働時間の削減

休日に必要な、成形品と仕掛品は金

曜日の夜間までに真空アニールして、

金曜日の夜勤明けに炉の電源を切る

ようにしました。（2008年5月31日）

100kwh×4回／月×12ヶ月＝4800kwh削減

真空アニール炉の稼動は２４時間毎日稼

動していました。（必要時に必要分だけ供

給できるように）

対象CO2量 1.968ｔ/年

ムダ削減ムダ削減ムダ削減ムダ削減



ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 600600600600ｔｔｔｔ////年年年年 CO2削減量 36.936.936.936.9ｔｔｔｔ////年年年年

成形機ヒータ電力の削減成形機ヒータ電力の削減成形機ヒータ電力の削減成形機ヒータ電力の削減

成形機のヒータ部での熱が放出さ成形機のヒータ部での熱が放出さ成形機のヒータ部での熱が放出さ成形機のヒータ部での熱が放出さ

れた状態になっている。周囲温度れた状態になっている。周囲温度れた状態になっている。周囲温度れた状態になっている。周囲温度

上昇の要因（同時にエアコン負荷上昇の要因（同時にエアコン負荷上昇の要因（同時にエアコン負荷上昇の要因（同時にエアコン負荷

増加の要因）増加の要因）増加の要因）増加の要因）

ヒータ部ヒータ部ヒータ部ヒータ部に市販の断熱材に市販の断熱材に市販の断熱材に市販の断熱材を取り付を取り付を取り付を取り付

け放出される熱を減少させヒータけ放出される熱を減少させヒータけ放出される熱を減少させヒータけ放出される熱を減少させヒータ

電力を削減すると同時にエアコン電力を削減すると同時にエアコン電力を削減すると同時にエアコン電力を削減すると同時にエアコン

負荷を軽減する。負荷を軽減する。負荷を軽減する。負荷を軽減する。

断熱材断熱材断熱材断熱材

63636363台中台中台中台中57575757台に取付台に取付台に取付台に取付

▲５～１５％省エネ▲５～１５％省エネ▲５～１５％省エネ▲５～１５％省エネ

生産設備生産設備生産設備生産設備 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ

効率化効率化効率化効率化



ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 49.2ｔ/年 CO2削減量 7.4ｔ/年

実装工程実装工程実装工程実装工程 リフロー炉の放熱対策リフロー炉の放熱対策リフロー炉の放熱対策リフロー炉の放熱対策

市販のリフロージャケットの装着

年間年間年間年間18,14418,14418,14418,144ｋｗｈ削減ｋｗｈ削減ｋｗｈ削減ｋｗｈ削減

炉の放熱ロスが発生

放熱による空調負荷を増大

放熱ロスの低減

空調負荷の軽減

生産設備生産設備生産設備生産設備 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ

効率化効率化効率化効率化



ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 ４．４ｔ/年 CO2削減量 ２．６ｔ/年

ＭＰＭＰＭＰＭＰ 乾燥用熱風発生機の省エネ乾燥用熱風発生機の省エネ乾燥用熱風発生機の省エネ乾燥用熱風発生機の省エネ

吹き放していた乾燥工程用熱風を

熱風機へ戻すようにした

Aライン

Bライン

乾燥工程

フィルター

熱風

発生機

乾燥工程

熱風

発生機

フィルター

吸気

Aライン

Bライン

排気

012
3

変更前：2.4kW

変更後：1.0kW
CO2削減量

（2.4-1.0）ｋW × 15 h/日 × 25 日 = 525 kWh/月

0.41 kg・CO2/kWh × 525 kWh/月 ×12ヶ月 = 2.6 t/年

変更前後の電力

変更前 変更後

電
力
（
ｋ
W
)

再利用再利用再利用再利用



ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 7.2ｔ/年・台

成形乾燥機の排熱リサイクル効果

消費電力量 ： 60.4kwh/日

削減電力量 ： 8216.9kWh/年・台

常温吸気

熱風排気

熱風吸気

常温吸気常温吸気常温吸気常温吸気→→→→ﾋｰﾀｰ加熱ﾋｰﾀｰ加熱ﾋｰﾀｰ加熱ﾋｰﾀｰ加熱→→→→

乾燥乾燥乾燥乾燥→→→→熱風排気熱風排気熱風排気熱風排気

消費電力量 ： 32.2kwh/日

熱風排気を吸気熱風排気を吸気熱風排気を吸気熱風排気を吸気→→→→ﾋｰﾀｰ加熱ﾋｰﾀｰ加熱ﾋｰﾀｰ加熱ﾋｰﾀｰ加熱→→→→

乾燥乾燥乾燥乾燥→→→→熱風排気を吸気へ熱風排気を吸気へ熱風排気を吸気へ熱風排気を吸気へ

■10台に展開→82000kwh/年の予測

CO2削減量

3.4ｔ/年・台 【10台で34ｔ/年 予測】

再利用再利用再利用再利用



ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 135ｔ/年 CO2削減量 22ｔ/年

エアーブロー工程の省エネエアーブロー工程の省エネエアーブロー工程の省エネエアーブロー工程の省エネ

●●R
メッキ処理工程にメッキ処理工程にメッキ処理工程にメッキ処理工程におけるおけるおけるおける

水洗後の水切り水洗後の水切り水洗後の水切り水洗後の水切りをををを

エアエアエアエアブローブローブローブローにて行っている。にて行っている。にて行っている。にて行っている。

フープメッキ材フープメッキ材フープメッキ材フープメッキ材

エアーナイフエアーナイフエアーナイフエアーナイフ
エアーブローエアーブローエアーブローエアーブロー

（１）エアーナイフのノズル巾を（１）エアーナイフのノズル巾を（１）エアーナイフのノズル巾を（１）エアーナイフのノズル巾を0.3→0.1mm0.3→0.1mm0.3→0.1mm0.3→0.1mmへへへへ

狭くし吹き出し狭くし吹き出し狭くし吹き出し狭くし吹き出し速度を向上速度を向上速度を向上速度を向上させさせさせさせ

吹き飛ばし吹き飛ばし吹き飛ばし吹き飛ばし効果を向上。効果を向上。効果を向上。効果を向上。

（２）配管径を太くし圧力損失を低減する。（２）配管径を太くし圧力損失を低減する。（２）配管径を太くし圧力損失を低減する。（２）配管径を太くし圧力損失を低減する。

使用使用使用使用流量流量流量流量

2400l/2400l/2400l/2400l/分分分分→→→→1600l/1600l/1600l/1600l/分へ分へ分へ分へ 800l/800l/800l/800l/分分分分 削減量削減量削減量削減量

21212121万万万万kl/kl/kl/kl/年年年年 削減削減削減削減 （（（（21212121万万万万mmmm
3333
////年）年）年）年）

削減電力量削減電力量削減電力量削減電力量 54,600kwh/54,600kwh/54,600kwh/54,600kwh/年年年年 （（（（0.26kwh/m0.26kwh/m0.26kwh/m0.26kwh/m
3333
換算）換算）換算）換算）

動力関係動力関係動力関係動力関係 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ

最適化最適化最適化最適化



ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 CO2削減量 ２４２４２４２４t/t/t/t/年年年年

高効率変圧器導入による省エネ高効率変圧器導入による省エネ高効率変圧器導入による省エネ高効率変圧器導入による省エネ

３５３５３５３５t/t/t/t/年年年年

ケイ素鋼変圧器ケイ素鋼変圧器ケイ素鋼変圧器ケイ素鋼変圧器(1984(1984(1984(1984年式年式年式年式))))

3φ300KVA3φ300KVA3φ300KVA3φ300KVA 2222台、台、台、台、200KVA1200KVA1200KVA1200KVA1台台台台

1φ300KVA1φ300KVA1φ300KVA1φ300KVA 1111台台台台

無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損))))のののの

全損失：全損失：全損失：全損失： ８６，１０３８６，１０３８６，１０３８６，１０３kwh/kwh/kwh/kwh/年年年年

アモルファス変圧器アモルファス変圧器アモルファス変圧器アモルファス変圧器

3φ300KVA3φ300KVA3φ300KVA3φ300KVA 3333台台台台

1φ300KVA1φ300KVA1φ300KVA1φ300KVA 1111台台台台 にににに更新更新更新更新

14141414台中台中台中台中 9999台更新完了（台更新完了（台更新完了（台更新完了（1997199719971997～～～～2008200820082008年年年年））））

残残残残5555台は台は台は台は2015201520152015年までに更新完了年までに更新完了年までに更新完了年までに更新完了予定予定予定予定

無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損))))のののの

全損失：全損失：全損失：全損失： ２８，７５３２８，７５３２８，７５３２８，７５３kwh/kwh/kwh/kwh/年年年年

削減量：削減量：削減量：削減量： ５７，３５３５７，３５３５７，３５３５７，３５３kwh/kwh/kwh/kwh/年年年年

動力関係動力関係動力関係動力関係 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ

効率化効率化効率化効率化



空調関係空調関係空調関係空調関係 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 ２３８ｔ/年 CO2削減量 ８４．５ｔ/年

１０１０１０１０~~~~２０年以上経過した２０年以上経過した２０年以上経過した２０年以上経過した水冷式水冷式水冷式水冷式 ・・・・

空冷式空冷式空冷式空冷式空調機が混在空調機が混在空調機が混在空調機が混在

全社に大小約２００台の空調機が設置

年間 1,320,000kwh/年 消費と試算

内 ・水冷式 27台 450,000 kwh/年

・老朽空冷式 30台 130,000 kwh/年

ＣＯ2換算：２３８ t-CO2/年

水冷式を空冷式インバータ機に、また水冷式を空冷式インバータ機に、また水冷式を空冷式インバータ機に、また水冷式を空冷式インバータ機に、また

老朽した空冷式を老朽した空冷式を老朽した空冷式を老朽した空冷式を更新更新更新更新

・水冷式を空冷式インバータ機に・水冷式を空冷式インバータ機に・水冷式を空冷式インバータ機に・水冷式を空冷式インバータ機に更新更新更新更新

《27台中12台実施済、15台2008年更新予定》

⇒消費電力 ４０％削減し、270,000 kwh/年

・・・・老朽空調機を更新老朽空調機を更新老朽空調機を更新老朽空調機を更新

《30台中 5台実施済、25台2009年実施予定》

⇒消費電力 ２０％削減し、104,000 kwh/年

削減電力：削減電力：削減電力：削減電力：206,000 kwh/206,000 kwh/206,000 kwh/206,000 kwh/年年年年

CO2CO2CO2CO2換算：換算：換算：換算： 84.5 t84.5 t84.5 t84.5 t----ＣＯＣＯＣＯＣＯ2/2/2/2/年年年年

エアコンリニューアルによる省エネエアコンリニューアルによる省エネエアコンリニューアルによる省エネエアコンリニューアルによる省エネ 効率化効率化効率化効率化



空調関係空調関係空調関係空調関係 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 27.7 ｔ/年 CO2削減量 8.5 ｔ/年

エアコン更新による消費電力削減エアコン更新による消費電力削減エアコン更新による消費電力削減エアコン更新による消費電力削減

消費電力量（２台合計２台合計２台合計２台合計） ： ４５０．４kwh/日

削減電力量 ２０，６４０ kWh/年（５ヶ月間）

水冷式エアコン ： １５馬力 × ２台２台２台２台

消費電力量（３台合計３台合計３台合計３台合計） ： ３１２．８kwh/日

空冷式エアコン ： １０馬力 × ３台３台３台３台

変更後変更後変更後変更後変更前変更前変更前変更前

３台設置

効率化効率化効率化効率化



ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 ７７５ｔ７７５ｔ７７５ｔ７７５ｔ////年年年年 CO2削減量 ４７ｔ４７ｔ４７ｔ４７ｔ////年年年年

省エネコントローラに省エネコントローラに省エネコントローラに省エネコントローラによるよるよるよるエアコンエアコンエアコンエアコン電力電力電力電力の削減の削減の削減の削減

エアコン電力は全社の用途別消費電エアコン電力は全社の用途別消費電エアコン電力は全社の用途別消費電エアコン電力は全社の用途別消費電

力で力で力で力で約３２％約３２％約３２％約３２％を占める。（夏場）を占める。（夏場）を占める。（夏場）を占める。（夏場）

エアーコンプレッサエアーコンプレッサエアーコンプレッサエアーコンプレッサ
体感温度が上昇したのが気にならない程度に体感温度が上昇したのが気にならない程度に体感温度が上昇したのが気にならない程度に体感温度が上昇したのが気にならない程度に

冷却用コンプレッサを強制的に停止（送風は継冷却用コンプレッサを強制的に停止（送風は継冷却用コンプレッサを強制的に停止（送風は継冷却用コンプレッサを強制的に停止（送風は継

続）するタイマを設け省エネを図る。続）するタイマを設け省エネを図る。続）するタイマを設け省エネを図る。続）するタイマを設け省エネを図る。

市販の省エネコントローラ市販の省エネコントローラ市販の省エネコントローラ市販の省エネコントローラ

動作動作動作動作 停止停止停止停止 動作動作動作動作 停止停止停止停止
３０分間に１５％のコンプレッサー停止を行う。３０分間に１５％のコンプレッサー停止を行う。３０分間に１５％のコンプレッサー停止を行う。３０分間に１５％のコンプレッサー停止を行う。

２４台に取付完了２４台に取付完了２４台に取付完了２４台に取付完了

▲５％～▲▲５％～▲▲５％～▲▲５％～▲10101010％省エネ％省エネ％省エネ％省エネ

生産生産生産生産

空調空調空調空調

３２％３２％３２％３２％

照明照明照明照明

全社の用途別電力消費全社の用途別電力消費全社の用途別電力消費全社の用途別電力消費

総消費総消費総消費総消費1080108010801080万万万万kwh/kwh/kwh/kwh/年年年年

空調の増加で特に夏季は原単位が悪化傾向空調の増加で特に夏季は原単位が悪化傾向空調の増加で特に夏季は原単位が悪化傾向空調の増加で特に夏季は原単位が悪化傾向

取付前取付前取付前取付前

取付後取付後取付後取付後

1890Mwh→1775Mwh/1890Mwh→1775Mwh/1890Mwh→1775Mwh/1890Mwh→1775Mwh/年年年年

空調関係空調関係空調関係空調関係 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ

効率化効率化効率化効率化



ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

対象CO2量 9.3ｔ/年 CO2削減量 2.2ｔ/年

Ａ棟２Ｆ照明器具の変更Ａ棟２Ｆ照明器具の変更Ａ棟２Ｆ照明器具の変更Ａ棟２Ｆ照明器具の変更

銅鉄型２灯式（８５銅鉄型２灯式（８５銅鉄型２灯式（８５銅鉄型２灯式（８５WWWW／／／／1111台）台）台）台） 139139139139台台台台

照度：７９０照度：７９０照度：７９０照度：７９０lxlxlxlx

WWWWエコ１灯式（６３エコ１灯式（６３エコ１灯式（６３エコ１灯式（６３WWWW／／／／1111台：インバータ）台：インバータ）台：インバータ）台：インバータ） １３９台１３９台１３９台１３９台

照度：８７０照度：８７０照度：８７０照度：８７０lxlxlxlx ((((松下電工製松下電工製松下電工製松下電工製 FSA61010A WF9)FSA61010A WF9)FSA61010A WF9)FSA61010A WF9)

消費電力量 ： ９４．８kwh/日
消費電力量 ： ７２．２kwh/日

変更後変更後変更後変更後変更前変更前変更前変更前

削減電力量22.6kwh/年

照明関係照明関係照明関係照明関係 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ

効率化効率化効率化効率化



ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

Ｃ２Ｆ照明Ｃ２Ｆ照明Ｃ２Ｆ照明Ｃ２Ｆ照明 個別スイッチ設置個別スイッチ設置個別スイッチ設置個別スイッチ設置 （水平展開で（水平展開で（水平展開で（水平展開でA2FA2FA2FA2Fも実施）も実施）も実施）も実施）

Ｃ２Ｆ照明１５０灯（非常灯除く）の内、 ８２灯（５５％）に

紐付きスイッチを追加し個別の点灯制御をする

消費電力量 ： １４８．３kwh/日 消費電力量 ： １１２．５kwh/日

４～６灯のブロック毎に

ＯＮ／ＯＦＦ制御している

対象CO2量 １６．５ｔ/年 CO2削減量 ３．５ｔ/年

21.2%削減

ムダ削減ムダ削減ムダ削減ムダ削減

変更前変更前変更前変更前
変更後変更後変更後変更後



ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ

全社照明関係

照明器具数：１，７００台

蛍光灯本数：２，７００本

年間 ４００，０００kwh (ＣＯ2:１６４ton)

140kwh140kwh140kwh140kwh

全社照明を間引き実施

ＨＦ(32形)管 280本 削減電力：8,960W Ｆ

Ｌ(40形)管 77本 ：3,080WＷエ

コ(63形)管 15本 ： 945W

合計 372372372372本本本本 12,985W

1日 10時間として、約130kwh削減

1ヶ月20日として、約2,600kwh削減

年間電力 31,200kwh/年 ＣＯ2：12.8ton/年

実際の効果を監視ソフトで確認(5月）

全体照明見直しによる省エネ全体照明見直しによる省エネ全体照明見直しによる省エネ全体照明見直しによる省エネ

照明関係照明関係照明関係照明関係 ＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅＢｅｆｏｒｅ

対象CO2量 １６４t/年 CO2削減量 １２．８ｔ/年

7.8%削減

最適化最適化最適化最適化



お問い合わせ先

●工場見学や在庫・納期・価格など販売に関するお問い合わせは


