
























熱風送風機

熱源
（ガス、オイル、電気、蒸気）

エアートランク

熱風ノズル

巾変えスクリューシャフト

点検扉

エアフィルター

テンターレールチェン

事業概要

事業効果

設備
概要図

導入設備 シンプレックステンター（織物に熱を加えてサイズや風合いを調整する装置）
・高効率モータのインバータ制御
・熱ロスの削減
・反替え時の自動省力化運転
・処理速度向上

ウラセ株式会社（本社工場）

本社外観

福井県鯖江市／衣料・インテリア・産業資材事業

http://www.urase.co.jp/

■ 補助対象経費

■ 補助金額

96.8百万円

32.2百万円

平成29年度事業

　ウラセ株式会社は、衣料事業、インテリア事業、産業資材事業で事業を展開してお
り、昨年設立100周年を迎えました。
　衣料事業における取扱製品のカテゴリの拡大のため、新たにニット素材加工への取組
のため、設備更新を行いました。
　既存設備は、主に薄地織物用であるため、品質を担保したニット素材の加工は手間が
掛かり、生産性が低い、設備のエネルギー効率が悪く、コスト競争力が低いという課題
がありました。
　そこで、ニット素材の品質と生産性向上を目的とし、テンター（熱セット機）の更新を
検討しました。

出典：株式会社ヒラノＫ＆Ｅウェブサイト

●テンターとは
織物に熱を加えることで、幅・密度・風合いを調整する
装置のこと
電動機及び熱源を持ち、製造ラインにおけるエネル
ギーの使用割合が大きい

▶エネルギー消費原単位が改善
▶より幅広い製品群への対応が可能に
▶生産効率が約2倍に

熱風循環ファンを左右に配置
・左右のばらつきが出やすい
・ヒートセットの弱い部分にライン速度を合わせ
　る必要有

従来型

熱風循環ファンを上下に配置
・温度分布、風速分布精度が向上
・ヒートセットにムラがなく、ライン速度も向上

更新後

事業のポイント

省エネ普及促進　省エネ補助金を活用した事例紹介⑬

衣料用テンターの更新による生産性・省エネ性向上の両立

エネルギー消費原単位

3.5 ％／年改善

●高効率モータ（トップランナー基準のＩＥ３）のインバータ制御により最適運転を実現し、省エネを促進
●熱風ノズルと織物の隙間を最小限にすることで熱エネルギーのロスを削減し、設備のコンパクト化にも寄与
●反替え（織物の交換）時に循環ファン、排気ファンの回転数を自動的に下げ、エネルギーロスを削減
●熱風循環方式の違いにより生産効率（処理速度）がアップ

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
【区分Ⅰ　省エネルギー対策事業】



事業概要 設備
概要図

事業の
効果

導入設備

山陽エア・ケミカルズ株式会社
三井化学株式会社

　山陽エア・ケミカルズは、三井化学 岩国大竹工場構内に位置し、山陽域内への窒素・酸素
の供給と、三井化学へのガス窒素供給を行っています。
　三井化学も自家消費用のガス窒素を製造しているため、この度二社が連携し、供給プロ
セスを改善することで大幅な省エネルギー化を図ることとなりました。

山陽エア・ケミカルズ大竹工場

三井化学の既存設備を撤去し、同一敷地内に山陽エアケミカルズが高効率設備を
追加導入することで、工場・事業場間一体での省エネルギーを実現。

広島県大竹市／ガス窒素、液化酸素、

液化窒素の製造および販売

■ 補助対象経費

■ 補助金額
1,112.5百万円

278.1百万円

平成30、31、32年度事業

計画省エネルギー量

1,353.2（kl／年）

高効率窒素プラント　1基

ガス窒素供給

山陽エア・ケミカルズ株式会社 三井化学株式会社

ガス窒素供給

山陽エア・ケミカルズ株式会社 三井化学株式会社

三井化学と山陽エア・ケミカルズの２社が連携して省エネ事業を実施

第一種エネルギー管理指定工場
①供給元

第一種エネルギー管理指定工場

《三井化学岩国大竹工場》

②ガス窒素使用者

共通の事業目的

・高効率設備の導入
・プラント設計の最適化/余剰の液体酸素冷熱の活用による省エネ

山陽エア・ケミカルズ 工場 三井化学 工場

・放出していた酸素を有効利用
・全量供給移行に伴う売上向上

・高効率な空気分離装置による窒素購入コス
　トの低減
・定期修繕時の窒素安定供給を確保

２社間の利害が一致し、より関係の強化につながった

個社の事業目的

高効率窒素プラント導入　工場・事業場間一体省エネルギー事業
省エネ普及促進　省エネ補助金を活用した事例紹介⑭

導入前 導入後

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
【区分Ⅰ　省エネルギー対策事業】

事業効果



EMSが個別に自動制御

EMS
計測・制御対象 数量

受電 1点

照明・コンセント 2点

空調 3点

その他動力 1点

室内温度 4点

空調機制御 9台

事業概要

事業効果

事業概要

導入設備

医療法人社団栄進会
（介護老人保健施設 笠間シルバーケアセンターパル）

事業所全体でのエネルギー使用状況から、使用割合の高い設備を重点的に更新対象とし、
費用対効果と省エネ率を大幅に向上させた。

茨城県笠間市／老人福祉施設

https://www.k-pal.or.jp/

■ 補助対象経費

■ 補助金額
39百万円

19百万円

平成29年度事業

　笠間シルバーケアセンターパルは、認知症専門棟を有し短期入所や通所リハビリも可能
な介護老人保健施設です。
　高齢化社会を支える老人福祉施設において、入居者が快適で楽しく過ごせる環境で、し
かも地球環境にやさしい施設づくりが重要と考えています。
　空調設備や照明設備の技術革新は日進月歩で進んでおり、入居者の住環境を損なう事な
く、省エネを行うために、最新空調・照明設備の導入を決定しました。

介護老人保健施設笠間シルバーケアセンターパル外観

高効率LED照明に更新 高効率インバータ空調機に更新

エネルギー種別 電気式（EHP）

数量（室外機） 10台

数量（室内機） 101台

能力（冷房） 478.5kW

①ガス式乾燥機の能力を最適化し
　省エネ型に更新
②給排気ファンにインバータを設置

①

②

ガス式乾燥機（8kg） 1台

給気ファン用インバータ設置

排気ファン用インバータ設置

1台

1台

診断で効果が分かった為、最適化を実施

エネルギー種別 電気

数量 253台

LED

省エネ型乾燥機 インバータ盤設置後

床上150cmに設置した
温度センサで温度検知

室内環境に応じて空調を自動制御

ＥＭＳを活用した運用管理の最適化を図る省エネルギー事業
省エネ普及促進　省エネ補助金を活用した事例紹介⑮

高効率インバータ空調機 LED照明

通信

EMS制御

エネルギー
マネジメント
システム

乾燥機

給排気
インバータ

省エネルギー量

42.2（kl／年）

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
【区分Ⅰ　エネマネ事業】



事業効果

設備
概要図

導入設備

SHIROYAMA HOTEL kagoshima 外観

鹿児島県鹿児島市／ホテル

https://www.shiroyama-g.co.jp/

■ 補助対象経費

■ 補助金額

38.6百万円

12.8百万円

平成29年度事業

　SHIROYAMA HOTEL kagoshimaは、桜島と鹿児島市街地を一望する絶景露天
風呂とさまざまなシーンに対応する大小16の宴会場を完備するホテルで、2018年に
創業70周年を迎えました。
　年間エネルギー使用量が3,000kl以上の第一種エネルギー管理指定工場等に指定
され、事業者クラス分け評価制度ではSクラス評価を得ています。（2017年度）
　社内に「省エネ推進委員会」を設置し、エネルギー管理の管轄ごとに「部門委員」
を選定。
　計画した省エネへの取組が現場において確実に実施される体制をつくり、事業者ク
ラス分け評価制度のSクラス維持を活動目標としています。

事業概要 城山観光株式会社
（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）

業務用ヒートポンプ給湯器　8台
高性能蒸気ボイラ　3台

①業務用ヒートポンプ給湯器 ②高性能蒸気ボイラ

加熱能力 30 kW能力

COP（中間期） 4.3効率

相当蒸発量 1,500 kg/h

ボイラ効率 98％

電気使用燃料 都市ガス13Ａ

８台導入台数 ３台

業務用ヒートポンプ給湯器 高性能蒸気ボイラ

ガスと電気を併用するハイブリットシステムを採用
省エネ普及促進　省エネ補助金を活用した事例紹介⑯

省エネルギー量

195.28（kl／年）

省エネの効果

蒸気ボイラのみの運用から、運用効率の高いヒートポンプ給湯器と高効率蒸気ボイラと
の併用運用としたことにより、エネルギーの使用量を削減した。

実運転におけるシステム効率が計画を上回り、定格効率以上の省エネ効果が実現した。

事業前エネルギー使用量　675.25（kl/年）
実績省エネ量　　　　　　195.28（kl/年）
（計画省エネ量　64.73（kl/年））

供給水

供給水供給水

厨房
空調

ランドリー
温泉施設

蒸気

蒸気
1.5t × 3台
（都市ガス）

温水 温水 温水

温水

蒸気

導入前

導入後

給湯

厨房
空調

ランドリー
温泉施設

給湯

貯湯槽

貯湯槽

貯湯槽HP給湯器

蒸気ボイラ

蒸気ボイラ

30kW × 8台
（電気）

2t × 6台
（都市ガス）

蒸気

既設設備 導入設備

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
【区分Ⅱ　設備単位】



事業概要

事業効果

設備
概要図岩崎工業株式会社（三重プラント）

岩崎工業　三重プラント

奈良県大和郡山市／プラスチック製品製造販売

http://www.lustroware.co.jp/

■ 補助対象経費

■ 補助金額

128百万円

64百万円

平成29年度事業

　岩崎工業株式会社は、1934年の創業時から「プラ
スチック成形業」ではなく「製品製造業」として最終
商品を製造していることを現在においても踏襲してい
ます。
　2003年には自社「ラストロウェア」ブランドの日本での商標権を取得しました。
　顧客の商品に対する「感動」や「満足度」の向上を求めたことと、プラスチック素材の特徴
（強み）から事業領域が拡大したことによるコスト増加対策として、エネルギー使用量削減
に取組むことになりました。
　プラスチック成型の要となる射出成型機がエネルギー使用量の大半を占めるため、油圧
式射出成型機を省エネルギー効果の高い電動式射出成型機に更新すると共に、ＥＭＳ活用
とエネルギー見える化により、省エネルギーを実現しました。

導入設備 電動式射出成型機　5台
EMS装置

電動式射出成型機 ＥＭＳ装置

No. 見える化計測点 計測内容
1 受電電力量
2 射出成型機電力量×５
3
4
5

工場ルーフファン電力量※

倉庫ルーフファン電力量※

冷却水ポンプ電力量※ 電気

※がついているものは制御を実施し効果を見える化

最新鋭の設備機器への更新とＥＭＳの活用による高度な省エネルギー事業
省エネ普及促進　省エネ補助金を活用した事例紹介⑰

計画省エネルギー量

219（kl／年）

射出成型機の概要

油圧オープン制御制御・駆動方式
温度変化により不安定性能安定性

経年変化成形安定性
電動式より安価導入コスト

多使用電力量

旧：油圧式射出成型機

構造

電動サーボモータ制御
優れた直線性・繰返し安定性

長期精度維持
油圧式より高価

少（油圧機比：１／２～１／５）

新：電動式射出成型機

導入前 導入後

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
【区分Ⅰ　省エネルギー対策事業＋エネマネ事業】



事業概要 生産工程六花亭製菓株式会社（本社工場）

本社外観

北海道帯広市／和洋菓子製造販売

http://www.rokkatei.co.jp/

■ 補助対象経費

■ 補助金額

61.8百万円

20.6百万円

平成29年度事業

　六花亭製菓株式会社は北海道帯広市を拠点とした和洋菓子製造販売と、美術館運営を行っ
ており、本社工場では、常時約200種類の洋菓子、焼き菓子、和菓子を製造しております。
　本社工場の省エネルギー化事業として、工場のエネルギー使用量を調査し、消費エネル
ギー割合が大きい設備は照明とボイラであることを把握。高効率照明の導入と生産工程で
エネルギーの大半を使用するボイラを高性能蒸気ボイラに更新しました。
　ボイラは実運転におけるシステム効率が向上し、定格効率以上の省エネ効果が実現。計
画を大きく上回る省エネ量となりました。

1.電力使用量が設定した電力量に到達
2.デマンド警報装置よりアラート
3.全館社内放送で従業員へ節電の要請
4.従業員が手動で不要な照明の消灯や空調機器
　の設定変更を実施

導入設備 ①高効率照明（LED照明）　1,108台
②高性能蒸気ボイラ　4台

工場内の電力使用量を事務所にて一括管理

導入設備の概要（LED照明）

工場の照明1,000台以上をLED化

フロア 更新台数

１階 ６０９台

2階 ４１９台

3階

B1階

合計

５１台

１，１０８台

２９台

導入設備の概要（ボイラ）

更新前設備 更新後設備

種類 小型貫流ボイラ

相当蒸発量 2,000kg/h　4台

燃料

ボイラ効率 93％

A重油

98％

都市ガス

省エネへの取組①

従業員全員の省エネ意識を高める

毎日発行される社内報にて情報を連携
省エネへの取組②

　約1,000名の従業員は、必ず毎日1人1情報とし
て231文字以内で会社へ提出。社長はすべてに目を
通し、その中から80枚ほど選定し、社内報に社長の
コメント付きで掲載される。　
　文字数以外に制約は無く、会社への意見や旅行記
など多岐にわたり、各事業部の省エネの取り組みも
紹介される。

＜社内報から実施された省エネ取り組み例＞
室内照明を細かくエリア分けし、必要な個所の
み照明を点灯させ、照明を最小限にした。

ボイラ定格出力の効率だけでなく、実運転における「システム効率」がUP

１．燃焼排ガス中の水分の潜熱回収
　　給水温度が比較的低い為、排ガスの水分の潜熱を回収し、定格以上に
　　ボイラ効率が向上。

２．燃焼領域（ターンダウン比）拡大
　　導入前より低負荷でも燃焼を継続するようになり、着火回数が低減し
　　パージ回数も減ることで、放熱ロス低減。（1:2→1:5へ向上）

３．待機中のパイロット保炎制御
　　メイン燃焼までの時間が短くなり、パージによる放熱ロスを低減。

潜熱回収のイメージ

生産工程ではエネルギーの大半をボイラで使用している。

ボイラ

⑧
出
荷

⑦
包
装

⑥
成
形

⑤
包
餡

④
製
餅

③
蒸
米

②
浸
漬

①
洗
米

洗浄

給湯

空調

燃焼ガス

結露水

高効率設備への更新で省エネとコスト削減を実現
省エネ普及促進　省エネ補助金を活用した事例紹介⑱

省エネルギー量

124.1（kl／年）
事業効果

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
【区分Ⅱ　設備単位】
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