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●本 部
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-19-9 ジオ八丁堀
TEL.03-5543-3017（機器普及事業部）FAX.03-5543-3887

●北海道支部
〒060-0001 札幌市中央区北一条西2-2 北海道経済センタービル6F
TEL.011-271-4028 FAX.011-222-4634

●東北支部
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル本館8F
TEL.022-221-1751 FAX.022-221-1752

●東海支部
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-23-28 イトービル5F
TEL.052-232-2216 FAX.052-232-2218

●北陸支部
〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル11F
TEL.076-442-2256 FAX.076-442-2257

●近畿支部
〒530-0057 大阪市北区曽根崎1-2-6 新宇治電ビル5F
TEL.06-6364-8965 FAX.06-6365-8990

●中国支部
〒730-0012 広島市中区上八丁堀8-20 井上ビル5F
TEL.082-221-1961 FAX.082-221-1968

●四国支部
〒760-0026 高松市磨屋町8-1 富士火災高松ビル5F
TEL.087-826-0550 FAX.087-826-0555

●九州支部
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-5 アサコ博多ビル10F
TEL.092-431-6402 FAX.092-431-6405
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●主催：

●後援：

応募対象
国内の省エネルギーを推進している事業者及び省エネルギー性に優れた製品又
はビジネスモデルを開発した事業者
（ピーク電力の抑制・ピークシフト等の節電に
貢献のあった事業者を含む）
を対象とします。
事業者には、産業・業務・運輸部門に属する企業、工場・事業場のほか、自治
体、教育機関等も含むものとします。

応募区分と評価項目
●省エネ事例部門
工場・事業所等における省エネ活動を推進している事業者を対象とします。
なお、省エネ活動には、ピーク電力抑制・ピークシフト等の節電への取組を含みます。

評価項目

①先進性・独創性、②省エネルギー性、③汎用性・波及性、
④改善継続性

●製品・ビジネスモデル部門
国内で購入可能な優れた省エネルギー性を有する製品
（要素製品及び資材・部品
を含む ）
又は省エネルギー波及効果の高いビジネスモデルを開発した事業者を対
象とします。
なお、省エネルギー性及び省エネルギー波及効果には節電効果も含みます。

評価項目

①開発プロセス、②先進性・独創性、③省エネルギー性、
④省資源性・リサイクル性、⑤市場性・経済性、
⑥環境保全性・安全性

※両部門とも、地区発表大会では、上記評価項目に加え、プレゼンテーション技術も評価項目とします。

募集から表彰までの流れ

応募

省エネ大賞について
〜省エネルギー型社会構 築に寄与する〜
「省エネ大賞」は、国内の企業、工場・事業場等において省エネルギーを推進している事業者
及び省エネルギー性に優れた製品、ビジネスモデルを表彰する制度で、

地区発表大会
対象の選考

当センター主催事業として新たにスタートを切りました。
本表彰は、発表大会等を通じて、先進的な省エネ技術や手法などを効果的に情報発信するとともに、
省エネルギー意識の浸透、省エネルギー型製品等の普及促進、省エネルギー型産業への発展
及び省エネルギー型社会の構築に寄与することを目的としております。

発表内容等の
審査

東日本地区発表大会
西日本地区発表大会

表彰対象の
選考

表彰式
受賞者
発表大会

一部は
現地確認審査
実施

審査体制
当センター内にエネルギーの専門家や学識経験者等からなる審査委員会を設置
し、厳正に審査を重ね受賞者を選考します。

平成21年度までは国が支援・主催し、省エネルギーセンターが運営しておりましたが、
平成23年度から経済産業省の後援を得て、

地区
発表大会

事前選考
【書類審査】

審査運営委員会 委員長：松野建一 日本工業大学教授
（財）
先端加工機械技術振興協会専務理事

事前選考委員会

審査専門委員会 委員長：高村淑彦 東京電機大学工学部教授

表彰及び発表
審査により特に優秀と認められたものを、
「経済産業大臣賞」、
「資源エネルギー
庁長官賞」、
「中小企業庁長官賞」、
「一般財団法人省エネルギーセンター会長賞」、
「審査委員会特別賞」として表彰いたします。表彰式は、原則として、毎年2月「省エ

この「平成24年度省エネ大賞受賞製品概要集
［製品部門］」は、

ネルギー月間」の期間中に、東京において行います。

平成24年度省エネ大賞応募164件のうち、製品・ビジネスモデル部門に応募のあった93件から
厳正な審査を経て省エネ大賞各賞を受賞することになりました16製品につきまして、
その概要と製品の特徴、ポイント等について、受賞各社のご協力の下にまとめたものです。

■詳しくはWebサイトをご覧ください。

http://www.eccj.or.jp/bigaward/index.html

省エネ大 賞

目次

「平成24年度省エネ大賞」
を審査して

「平成24年度省エネ大賞 」は、省エネ事例部門及び製品 ・ビジネスモデル

5

部門の2部門で応募を募り、省エネ事例、製品、ビジネスモデルの3分類での
数次に亘る厳正な審査を経て、省エネ大賞各賞（経済産業大臣賞、資源エネ

6

受賞概要

ルギー庁長官賞、中小企業庁長官賞、一般財団法人省エネルギーセンター会

11

受賞マークについて

長賞、審査委員会特別賞）を選定しました。
省エネ事例部門では、工場・事業場等においてエネルギーの使用の合理化

受賞製品詳細
■経済産業大臣賞

に資する省エネルギー活動を推進している企業、工場・事業場等からの応募

製品
（家庭）
分野

（ダイキン工業株式会社）
省エネ性に優れたルームエアコン
「うるさら7」

■経済産業大臣賞

ネルギー消費機器またはビジネスモデル等として応募のあった93件について、

製品
（運輸）
分野

（日産自動車株式会社）
「LEAF to Home」電力供給システム

■経済産業大臣賞

71件、製品・ビジネスモデル部門では、省エネルギー性等に優れた民生用エ

12

14

節電賞

家庭用固体酸化物形燃料電池「エネファームtypeS」

「先進性・独創性」、
「省エネルギー性」などの観点から審査を行いました。

審査委員長
講評

16

1次審査は、応募164件を各分類にわけた書面による事前審査、その結果
を踏まえた第1次審査委員会において行い、東日本（東京 ）及び西日本（大阪 ）

（大阪ガス株式会社／アイシン精機株式会社／株式会社長府製作所）

■資源エネルギー庁長官賞

（株式会社日立産機システム ）
日立超省エネ変圧器「SuperアモルファスXSH」

■資源エネルギー庁長官賞

18

製品
（家庭）
分野

冷凍冷蔵庫「真空チルドSL」
シリーズ（日立アプライアンス株式会社）

■資源エネルギー庁長官賞

地区大会での発表審査対象として 68件を選びました。地区発表大会では審

製品
（業務）
分野

20

節電賞

（アイリスオーヤマ株式会社）
LEDシーリングライト
「ECOHiLUX」

22

■中小企業庁長官賞
（株式会社ユニパック）
低圧損洗浄再生中性能フィルタ
「薫風」

査委員全員による発表内容審査及び優秀プレゼンテーション賞の審査と表

「平成24年度省エネ大賞」
を
審査して

24

考に反映させるとともに、現地確認調査対象として選んだ 24件について確認
調査を実施しました。
最終審査にあたる第3次審査委員会では、省エネ大賞各賞の選考を行い、
省エネ事例部門25件、製品・ビジネスモデル部門21件、計46件を「平成24年
度省エネ大賞」として選定しました。

■省エネルギーセンター会長賞
（パナソニック株式会社 AVCネットワークス社）
ブルーレイディスクレコーダー
「ディーガ」

彰を行いました。発表内容審査の結果は第2次審査委員会での優秀事例等選

本受賞製品集にまとめた製品部門の主なものとして、経済産業大臣賞では

26

（富士ゼロックス株式会社） 27
フルカラーデジタル複合機「ApeosPort-IV／DocuCentre-IV」

次世代冷媒R32 を採用し、APF7.0 を達成したルームエアコン、ガソリン車と

（三菱電機ホーム機器株式会社）
衣類乾燥除湿機

28

（シャープ株式会社）
ドラム式洗濯乾燥機「プラズマクラスター洗濯乾燥機」

29

（東芝ホームアプライアンス株式会社）
ドラム式洗濯乾燥機「ZABOON」

30

（日立アプライアンス株式会社）
ビル用マルチエアコン
「FLEXMULTI 高効率タイプ」

31

平成24年度省エネ大賞審査専門委員会委員長
東京電機大学工学部 教授

（TOTO株式会社）
節水と浴び心地を両立した
「エアインシャワー」

32

高村淑彦

■審査委員会特別賞
（ホクショー株式会社）
垂直搬送機用起動電力アシストシステム
「VEAS」

33

（株式会社グリーンシステム ）
省エネ型園芸ハウス
「トリプルハウス 」

34

比較して約3倍の燃費換算値を達成した電気自動車を蓄電池として活用し、
家庭 ・オフィスのピーク電力低減に貢献する電力供給システム、世界最高の
発電効率46.5%を達成し家庭用コージェネレーションシステムに採用された
家庭用固体酸化物形燃料電池を選定しました。資源エネルギー庁長官賞に
は、鉄心材料にアモルファス材を採用し、高い省エネ基準達成率を達成した
変圧器、冷蔵室の冷気の流れを収納状況に合わせて自動で切り替えるなどの
技術を採用し、省エネ基準達成率を向上した冷凍冷蔵庫、高効率LED チップ

受賞製品の型番詳細

35

の採用やチップの使用条件の最適化などにより高いエネルギー消費効率を
実現したLED シーリングライトを選定しました。中小企業庁長官賞には、フィ
ルタの構造を見直し低圧損化することによりファン動力の大幅な削減を達成
したビル空調用フィルタを選定しました。
受賞製品は、いずれも省エネ技術開発への飽くなき挑戦と不断の努力が結
実されたものであり、受賞企業及び関係者各位に深く敬意を表します。これ
らの製品が「省エネ大賞 」受賞を契機に今後広く活用され、省エネルギー効
果を発揮して、地球環境とともに生活環境の向上に貢献し、逸早く省エネル
ギー型社会が実現することを心から期待しています。
5

受賞概要

経済産業大臣賞

製品
（家庭）
分野

省エネ性に優れたルームエアコン
「うるさら7」

資源エネルギー庁長官賞

製品
（業務）
分野

日立超省エネ変圧器「SuperアモルファスXSH 」

ダイキン工業株式会社

株式会社日立産機システム

本製品は、次世代冷媒R32 を世界で初めて採用し、業界最高のAPF（通年エ

本製品は鉄心に最新のアモルファス材を採用することにより電力損失を低減

ネルギー消費効率）
7.0、省エネ基準達成率142%（4.0kWクラス ）
を達成した

し、最大で省エネ基準達成率184%の省エネルギー性能を実現した変圧器で

ルームエアコンである。本性能を実現するために開発した技術としては、室内

ある。従来の鉄心材料と比較するとアモルファス材は薄く、硬く、脆いため製

機下部にも吸い込み口を設けたダブル吸込み構造、業界最細径φ4mm伝熱

作上の課題があるが、生産技術の高度化等により量産時における省エネ性能

管採用による高集積新熱交換器、次世代冷媒用に新開発した新高効率圧縮

の安定化を図り、使いやすい寸法、質量を実現している。また、これまでの機

機、高効率のフル・スーパージャンクション・インバータ等である。また、少量

種構成は第一種指定事業所等向けが中心であったが、コンビニエンスストア

の冷媒をコントロールする技術により、快適性と節電を両立させた新しい除

のような小型店舗でも利用できる機種ラインアップも充実し揃っている。

湿方式「新さらら除湿」等、ダイキン独自の機能も搭載した。

経済産業大臣賞

製品
（運輸）
分野

「LEAF to Home 」
電力供給システム

資源エネルギー庁長官賞

冷凍冷蔵庫
「真空チルドSL 」
シリーズ

日産自動車株式会社

日立アプライアンス株式会社

本製品は、回生ブレーキ・インバータの改良による回生ロスの低減、ボディ形

本製品は、従来より開発した独自の省エネ技術に加え、細部にわたる改良に

状やアンダーフロア形状の改良による空気抵抗の改善、エアコン・補機の効

より省エネ性能を向上させた冷蔵庫である。2009年には冷却器に付いた霜

率向上、転がり低減を実現し、電気消費量を改善した電気自動車である。同

を庫内の冷却に活かす「フロストリサイクル冷却」、2011年には高温冷媒流路

等のガソリン車と比較して約3倍の燃費換算値
（米国環境保護局認定42km/

を切り替えて庫内への熱侵入を低減する「冷媒バルブ制御」の開発に加え、

L）
で、省エネ性の高い製品である。さらに、本製品をパワーコントロールシス

2012年には冷蔵室の冷気の流れ方を収納状況などに合わせて自動で切換え

テムと組み合わせると蓄電池として活用でき、一般住宅の2日分の電力を賄う

る冷却方式や真空断熱材内の芯材内の水分を低減する技術、軸受けにスラ

ことができる。家庭・オフィスのピーク電力の低減のほかにも、災害時の応急

ストボールベアリングを採用したコンプレッサーを開発した。これにより、シ

電源や再生可能エネルギーの活用に期待できる。

リーズ全般で省エネ基準達成率278%以上を実現した。

経済産業大臣賞

節電賞

家庭用固体酸化物形燃料電池
「エネファームtypeS」
大阪ガス株式会社

製品
（家庭）
分野

アイシン精機株式会社

株式会社長府製作所

資源エネルギー庁長官賞

節電賞

LEDシーリングライト
「ECOHiLUX 」
アイリスオーヤマ株式会社

本製品は、ガスで電気とお湯をつくる家庭用コージェネレーションシステムに

本製品は、高効率LED チップの採用とチップ性能を最大限引き出すための使

固体酸化物形燃料電池
（SOFC）
を採用したもので、世界最高の発電効率46.5%

用条件
（使用数、レイアウト、回路等）
の最適化、塗料やLED基板のレジスト

（LHV基準）
を達成した。排熱回収率を含めた総合エネルギー効率でも90%

への高反射材の採用等により、エネルギー消費効率120.5lm/Wを実現してい

（LHV基準）
と高く、快適な暮らしと省エネ・節電を両立させた製品である。

る。業界トップクラスの低消費電力に加え、明るさセンサーが外光を感知し、

SOFCは700~750°C程度の高温で運転されるため、起動停止による温度変化

自動的に設定した明るさを保つように自動調光する機能も有しており、さらな

で劣化が生じやすいが、円筒平板型セルの採用や空気流量制御によるスタッ

る節電に貢献できる。部品点数の削減や樹脂原料の変更等により価格訴求

ク温度管理などによりその課題を克服し、10年の耐久性を確保している。

力の向上にも努めており、家庭の主照明であるシーリングライトへのLEDの普
及促進に貢献している。
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受賞概要

中小企業庁長官賞

低圧損洗浄再生中性能フィルタ
「薫風」
株式会社ユニパック

省エネルギーセンター会長賞

衣類乾燥除湿機
三菱電機ホーム機器株式会社

本製品はビル空調用のフィルタの低圧損化のため、業界で初めてプレフィル

本製品は、室内乾燥目的より衣類乾燥を目的とするユーザーが増えているこ

タを従来の不織布の単板状のものから多プリーツ折込構造を採用し、また洗

とに注目し、衣類乾燥に一番適した除湿機を目指し、研究開発を重ねたもの

浄再生時の寸法変化のない堅牢な枠で、低圧損のメインフィルタとプレフィル

である。2010年には濡れた洗濯物を見分けられる可動式赤外線センサー「部

タを一体型としたものである。低圧力損失による省エネ効果は従来品と比較

屋干し3D ムーブアイ」を搭載し、2011年にはハイブリッド送風機能「エコ干し

して19.5%のファン動力
（定風量方式の場合）
の削減を見込める。また、従来

モード」を追加、2012年には濡れた洗濯物にのみ送風し余分な送風領域を極

使い捨てであったものを、洗浄再利用し4年使用可能とし、一体化したことで

限まで削除した「エリアカット制御」と、洗濯物量を判定し、風量を自動調整

プレフィルタ単体清掃が不要となり運用コスト削減が可能となった。

する「節電モード」を追加した。これにより、ムーブアイをOFFした標準運転と
比べ、最大で40%の省エネを実現した。

省エネルギーセンター会長賞

ブルーレイディスクレコーダー
「ディーガ」
パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

省エネルギーセンター会長賞

ドラム式洗濯乾燥機「プラズマクラスター洗濯乾燥機」
シャープ株式会社

本製品は動作時消費電力だけでなく、特に待機時消費電力を削減するた

本製品は、温度センサーと湿度センサーで空気の状態をセンシングし、コン

め、通常待機時と高速起動待機時において各AC/DC変換効率が最適とな

プレッサーをきめ細かく制御することで、蒸気を機外に放出せず、熱エネル

る高効率AC/DC コンバーター回路の開発、低消費電力化したサブマイコン

ギーをロスなく循環させるヒートポンプ乾燥システムを搭載した洗濯乾燥機

とリモコン受光素子の開発、システム LSI「 UniPhier」内部の未使用ブロック

で、6kgの洗濯乾燥時の消費電力量610Whを実現した。さらに、水槽上部か

の停止などを行い、待機時消費電力約0.02W、高速起動待機時消費電力約

らの水道水のシャワーと洗剤液を循環させるシャワーの組み合わせで素早く

4.1W~4.7Wを実現した。また、HDD容量500GBのDMR-BRT220では、定格電

衣類に浸透させ、ドアガラスの内側にひまわりの種の配列を応用した凸凹を

力
（動作時消費電力）
が約18W、年間消費電力量は18.9KWh/年
（他社比30%

設けた「ひまわりガラス」で衣類の汚れを落とすことにより、節水と洗濯時間

以上削減）
を実現した。

の短縮を図っている。

省エネルギーセンター会長賞

フルカラーデジタル複合機「ApeosPort-IV/DocuCentre-IV」
富士ゼロックス株式会社

省エネルギーセンター会長賞

ドラム式洗濯乾燥機
「ZABOON 」
東芝ホームアプライアンス株式会社

本製品は、人 感センサーで自動的にスリープモードを解除する「 Smar t

本製品は、脱水時の衣類の偏りに強いアクティブサスペンション等を搭載し

Welcome Eyes」技術、使用する部分のみ通電する「スマート節電」技術、ユー

た洗濯乾燥機を改良して、乾燥の省エネ向上を目指したものである。2種類

ザーの操作中に動作準備を完了する
「スリープ高速復帰」技術の3つを統合し

の高減衰のゴムを利用してコンプレッサの振動を抑制することで、低周波数

たシステム技術により、”体感待ち時間ゼロ”の快適操作性を実現した。これ

運転が可能となった「アクティブエコドライヤー」の搭載や、送風ファンの渦流

により、待ち時間のストレスを感じることなく、スリープモードを活用でき、年

を解消して送風ファンの効率向上により、6kgの洗濯乾燥時の消費電力量約

間消費電力量を 4,162万KWh削減
（従来機でスリープモード移行時間を1時間

620Whを実現した。また、布量センサー、布質センサー、温度センサー、乾燥

に延長した場合と比較）
できる。また、TEC値は国際エネルギースタープログラ

センサーによる「エコモード」運転を行うと、最大で使用水量を7%、消費電力

ムの2013年改定予定値に対して 28%~39%（25~55枚/分）
と高い省エネ性能

量を約14%削減することができる。

を達成している。
8
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受賞概要

省エネルギーセンター会長賞

ビル用マルチエアコン
「FLEXMULTI 高効率タイプ」
日立アプライアンス株式会社

審査委員会特別賞

垂直搬送機用起動電力アシストシステム
「VEAS」
ホクショー株式会社

本製品は、圧縮機の高効率化、室内外熱交換器及び冷凍サイクルなど各要素

本システムは、インバータ、充放電制御ユニット、蓄電デバイスから構成され、

技術の最適化により、従来からの高いCOP
（エネルギー消費効率）
を維持した

垂直往復搬送機の主電動機（昇降用モーター）
の回生運転時に生じる回生エ

まま、APF
（通年エネルギー消費効率）
を大幅に向上させ、高いAPFとCOPを両

ネルギーを蓄電デバイスに取り込み、力行運転時に主電動機の起動を蓄電デ

立したビル用マルチエアコンである。特に消費電力のウエイトが高い圧縮機

バイスから放電アシスト
（回生エネルギーの再利用）
し、ピーク電力をカットで

においては、新型スクロール歯形とリリース弁構造の採用により漏洩損失及

きるものである。重量物1~2t対応の垂直往復搬送機の場合、この起動電力ア

び過圧縮損失の低減を図り、更に高効率集中巻きDC ブラシレスモーターの

シストシステム「VEAS」を組み込むことによって、主電動機に供給する設備電

採用により低速域のモーター効率を向上させた。これにより、冷房能力28kW

源容量を最大で40%低減、消費電力量を最大で25%削減を見込める。

の機器で、APF 5.5、冷暖平均COP 4.00 を達成し、年間消費電力量を従来よ
り約19%改善した。

省エネルギーセンター会長賞

節水と浴び心地を両立した
「エアインシャワー」
TOTO株式会社
本製品は、シャワーヘッド内で水のジェットを作り、空気を効率的に混ぜるエ

審査委員会特別賞

省エネ型園芸ハウス
「トリプルハウス 」
株式会社グリーンシステム
本製品は、光の透過性に優れたフッ素系フィルムを3層に被覆した空気層によ

アイン技術の開発により、たっぷりの浴び心地を体感しながら、従来型節水

る断熱構造の園芸ハウスで、その断熱効果により寒冷地や夏期の高温地域で

シャワーより23%の節水
（節湯）
を実現したものである。このエアイン技術は、

も安定した生産活動を可能とするために開発された。従来よりフィルム2層構

感性工学の手法にて「浴び心地 」を定量化し、
「浴び心地 」に最も影響する量

造のハウスや空気膜カーテンによる省エネ効果は確認されており、40.9%以

感のファクトとなる水の粒径と流速の目標値を設定し、目標値を上回る粒径

上の暖房による燃油の節減効果があったが、3層構造にすることにより冷房

と流速を実現するために開発されたものである。これにより、節水の目安とな

効率が 1,2層構造に比べ約2倍の効果があると実証されている。園芸施設で

る最適流量8.5L/分以下を満たす6.5L/分で心地よい浴び心地を体感できる。

は、夏期の冷房に大きなエネルギーを消費することから、このトリプルハウス
による省エネ効果が期待できる。

省エネ大賞 受賞マークについて
「受賞マーク」
は、省エネルギー型社会の
構築に向けて、優れた省エネルギー性
能を有する製品の普及促進を図るため、
商品の選択・購入する際に1つの判断
基準としていただくために制定しました。
コンセプトは、青い空、生命力にあふれ
た緑。豊かな地球の未来をデザイン化
しています。
※本マークは、受賞企業が発行する印
刷物
（カタログ、パンフレット等）
、新
聞・雑誌等への投稿記事、新聞等
への広告、インターネットコンテンツ
（自社ホームページ等 ）
、コマーシャ
ルフィルム、製品に貼付するラベル
等に使用できます。
＊受賞マーク使用規定は、
http://www.eccj.or.jp/bigaward/jprizemark-rule130115.pdfをご覧ください。
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経済産業大臣賞

製品
（家庭）
分野

省エネ性に優れたルームエアコン
「うるさら7」
AN40PRP 他全16機種

ダイキン工業株式会社
大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
お問い合せ先：ダイキンコンタクトセンター
フリーダイヤル：0120-88-1081
（24時間365日対応）

12
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経済産業大臣賞

製品
（運輸）
分野

「LEAF to Home 」
電力供給システム
ZAA-ZE0 ZAA-AZE0 ZHTP1580R

日産自動車株式会社
〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号
0120-315-232
（受付時間9：00-17：00）
www.nissan.co.jp

14

15

経済産業大臣賞

節電賞

家庭用固体酸化物形燃料電池
「エネファームtypeS」
192-AS01 136-CF03

16

大阪ガス株式会社

アイシン精機株式会社

株式会社長府製作所 営業部

大阪市中央区平野町4-1-2
TEL：0120-000-555
（グッドライフコール）

エネルギーシステム営業部 営業グループ
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
TEL：0566-24-8838

山口県下関市長府扇町2番1号
TEL：083-248-1111

17

資源エネルギー庁長官賞

製品
（業務）
分野

日立超省エネ変圧器
「SuperアモルファスXSH 」
SOU-CA1他全42機種

株式会社 日立産機システム
受配電・環境システム事業部
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地
（AKSビル）
TEL：03-4345-6076
（直通）

18

19

資源エネルギー庁長官賞

製品
（家庭）
分野

冷凍冷蔵庫
「真空チルドSL 」
シリーズ
R-C6700他全11機種

日立アプライアンス株式会社
お客様相談センター：東京都港区西新橋2-15-12
お問い合わせ先：0120-3121-11
受付時間：9：00~17：30
（月~土）
、9：00~17：00
（日・祝日）

20

21

資源エネルギー庁長官賞

節電賞

LEDシーリングライト
「ECOHiLUX 」
CL12DL-PHSL 他全6機種

アイリスオーヤマ株式会社
宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1
電気製品専用アイリスコール：0120-311-564
受付時間：平日 9時〜17時
土・日・祝日 9時〜12時・13時〜17時

22

23

中小企業庁長官賞

低圧損洗浄再生中性能フィルタ
「薫風」
CM-56-60F CM-28-60V CM-28-60H

株式会社ユニパック
本社：埼玉県川口市川口3-12-5
TEL：048-258-6991
http://www.unipac.co.jp

24

25

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

ブルーレイディスクレコーダー
「ディーガ」
DMR-BZT920 他全7機種

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 直轄 品質・環境推進グループ
環境推進室 企画・グリーンプロダクツ推進チーム
TEL：06-6905-8356

26

フルカラーデジタル複合機「ApeosPort-IV/DocuCentre-IV」
ApeosPort-IV C5575 PFS-PC 他全35機種

富士ゼロックス株式会社
お客様相談センター
東京都港区赤坂九丁目7番3号
フリーダイヤル：0120-27-4100
土・日・祝日を除く、9：00〜12：00、13：00〜17：00

27

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

衣類乾燥除湿機
MJ-120GX

ドラム式洗濯乾燥機
「プラズマクラスター洗濯乾燥機」
三菱電機ホーム機器株式会社
埼玉県深谷市小前田1728-1
TEL：048-584-1231

28

ES-Z100

シャープ株式会社
お客様相談センター
西日本相談室：大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
東日本相談室：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号
フリーダイヤル：0120-078-178（06-6792-1582）
受付時間
（年末年始を除く）
9時-18時
（月〜土）
、9時-17時
（日・祝日）
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省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

ドラム式洗濯乾燥機
「ZABOON 」
TW-Z9500 TW-Z8500 TW-Q900

ビル用マルチエアコン
「FLEXMULTI 高効率タイプ」
東芝ホームアプライアンス株式会社
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION
東芝生活家電ご相談センター
フリーダイアル：0120-1048-76
受付時間：365日 9：00〜20：00

30

RAS-AP280DG1他全17機種

日立アプライアンス株式会社
空調事業部 空調商品企画本部 商品企画部
東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
TEL：03-6403-4502

31

省エネルギーセンター会長賞

審査委員会特別賞

節水と浴び心地を両立した
「エアインシャワー」
THC7C THYC48 TMNW40EC TMGG40E他 全48機種

垂直搬送機用起動電力アシストシステム
「VEAS」

TOTO株式会社

ホクショー株式会社
（白山工場）

機器水栓事業部 国内事業推進センター
東京都世田谷区桜新町2-24-2
TEL：03-5451-1190

営業本部 販売企画課
石川県白山市旭丘3-17
TEL：076-275-7711
（代）

35％節水

気持ちいい、約

※「エアイン」はTOTOの登録商標です。

節水・節湯

従来シャワー+サーモスタット混合栓と比べて家族4人あたり

従来シャワーより、約35％節水
（最適流量比較表）
12

15 ％
約

8

最
適
流
量

6

4
（L /分）

10
L /分

23％

8.5
L /分

2
0

従来シャワー

年間湯水削減量

35％

20,345

約

約

10

6.5

1年間で
浴槽

L/分

240L

スプレー（節水） エアインシャワー

最適流量とは
（社）
日本バルブ工業会の定める方法により社内モニターにて測定した
「一番使いやすいと感じる流量」
であり、流量の上限を意味するものではありません。

146kg

約

L節水

従来品と比べ

× 約

年間

年間CO2削減量

85 杯

※1

※1

15,300円 お得！

約

10本分

常緑樹 約

（CO 2削減 146kg）

節水

水道代で
マイナス約5,400円
ガス代で
マイナス約9,900円

浴び心地
感性工学の手法を用いた「節水」と「浴び心地」を両立

1

浴び心地を定量化することで、浴び心地の良いシャワーの実現
には「量感」を高めることが重要と判明。
さらに、水の物理特性の徹底分析により、
「量感」に影響を与える
最大因子は「粒の大きさ」と「粒の速度」という2特性であること
を解明した！
量感

2

TOTO独自の構造により、大粒でいながらも速度は従来並を維持す
るシャワー吐水を実現。

【エアインシャワー】 速度を落とさずに
空気を取り込む

包まれ感

浴び心地が
よいシャワー

量感に
差あり！

浴び心地が
よくないシャワー
なめらかさ

刺激感

※従来体積比約4倍（当社比）

エアインシャワー

従来型節水シャワー

ポイント！
水ジェットをぶつけず
まっすぐ突入させる

空気を効率的に混入し粒が大きい

品揃えの代表例

洗い場専用／偏心脚
TMWB40EC

サーモスタット
TMGG40E

※1 ＜試算条件＞ 2012.12月現在
設定（共通）使用人数 4 人家族
●年間使用日数 365 日 ●使用料金 ＜水道＞＝ 265 円［税込］/m3
＊東京都水道局（20A・30m3/月・上下水道含む）より
＜ガス＞＝165円［税込］/m3＊東京ガス（32m3/月）より
●CO2 換算係数 ＜水＞＝0.59kg/m3 ＊省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより
＜ガス＞＝2.23kg/m3 ＊環境省「CO2みえーるツール」より

32

エアインシャワー
THC7C

エアインシャワー
THYC48

＜浴室用水栓シャワー＞
（従来水栓の場合）
年間水使用量＝約58,130L 年間ガス使用量＝約171.8m3
※
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の
所有者の判断の基準」
における給湯量
（東京、
4人世帯、
床面積120m2
の住宅）
から算出。

タイプ

仕様
（削減率）

従来

サーモ水栓＋10Ｌ／分シャワー

エアインシャワー

6.5Ｌ／分（35％）

※社内モニターによる参考値

33

審査委員会特別賞

●受賞製品の型番詳細
受賞製品概要及び受賞製品詳細の本文では、受賞製品の型番が多い場合には記載を省略しているものがありますが、その詳細は下表の通りです。

省エネ型園芸ハウス
「トリプルハウス 」

頁

受賞テーマ

受賞企業

型 番

株式会社グリーンシステム
福島県福島市岡部字内川原33-4
TEL：024-531-2711
FAX：024-531-2713
e-mail：gs-h@greensistem.com
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12

省エネ性に優れたルームエアコン
「うるさら7」
AN40PRP 他全16機種

ダイキン工業株式会社

AN40PRP、AN56PRP、AN63PRP、AN71PRP
S40PTRXP、S56PTRXP、S63PTRXP、S71PTRXP
AN40PAP、AN56PAP、AN63PAP、AN71PAP
S40PTAXP、S56PTAXP、S63PTAXP、S71PTAXP

18

日立超省エネ変圧器
「SuperアモルファスXSH」
SOU-CA1他全42機種

株式会社日立産機システム

SOU-CA1、SOU-CAE1、SOU-CA2、SOU-CAE2、SOU-CA9、SOU-CAE9、
SOU-YDCA1、SOU-YDCAE1、SOU-YDCA2、SOU-YDCAE2、SOU-YDCA9、
SOU-YDCAE9、SOU-YD5CA1、SOU-YD5CAE1、SOU-YD5CA2、
SOU-YD5CAE2、SOU-YD5CA9、SOU-YD5CAE9、SOU-DDCA1、
SOU-DDCAE1、SOU-DDCA2、SOU-DDCAE1、SOU-DDCA9、SOU-DDCAE9
SOU-DD5CA1、SOU-DD5CAE1、SOU-DD5CA2、SOU-DD5CAE1、
SOU-DD5CA9、SOU-DD5CAE9、SOU-DYCA1、SOU-DYCAE1、
SOU-DYCA2、SOU-DYCAE2、SOU-DYCA9、SOU-DYCAE9、SOU-DY5CA1、
SOU-DY5CAE1、SOU-DY5CA2、SOU-DY5CAE2、SOU-DY5CA9、
SOU-DY5CAE9

20

冷凍冷蔵庫
「真空チルドSL」
シリーズ
R-C6700 他全11機種

日立アプライアンス株式会社

R-C6700、R-CX6700、R-C6200、R-C5700、R-C5200、R-C4800、
R-SF620CM、R-SF570CM、R-SF520CM、R-SF480CM、R-SF440CM

22

LED シーリングライト
「ECOHiLUX」
CL12DL-PHSL 他全6機種

アイリスオーヤマ株式会社

CL12DL-PHSL、CL12DL-PH、CL12N-PH
CL8DL-PHSL、CL8DL-PH、CL8N-PH

26

ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」
DMR-BZT920 他全7機種

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社

DMR-BZT920、DMR-BZT820、DMR-BZT725、DMR-BZT720、
DMR-BWT620、DMR-BWT520、DMR-BRT220

27

フルカラーデジタル複合機
「ApeosPort-IV/DocuCentre-IV」
ApeosPort-IV C5575 PFS-PC 他全35機種

富士ゼロックス株式会社

ApeosPort-IV C5575 PFS-PC、C5575 PFS-PC-S、C5575 G4-PC
ApeosPort-IV C4475 PFS-PC、C4475 PFS-PC-S、C4475 G4-PC
ApeosPort-IV C3375 PFS-PC、C3375 PFS-PC-S、C3375 PFS、C3375 PFS-S、
C3375 G4、C3375 UD
ApeosPort-IV C2275 PFS-PC、C2275 PFS-PC-S、C2275 PFS、C2275 PFS-S、
C2275 G4
DocuCentre-IV C5575 PFS-PC、C5575 PFS-PC-S
DocuCentre-IV C4475 PFS-PC、C4475 PFS-PC-S、C4475 P、C4475 P-S
DocuCentre-IV C3375 PFS-PC、C3375 PFS-PC-S、C3375 P、C3375 P-S、
C3375 PFS、C3375 PFS-S
DocuCentre-IV C2275 PFS-PC、C2275 PFS-PC-S、C2275 P、C2275 P-S、
C2275 PFS、C2275 PFS-S

31

ビル用マルチエアコン
「FLEXMULTI 高効率タイプ」
RAS-AP280DG1 他全17機種

日立アプライアンス株式会社

RAS-AP140DG1、RAS-AP160DG1、RAS-AP224DG1、RAS-AP280DG1、
RAS-AP335DG1、RAS-AP400DG1、RAS-AP450DG1、RAS-AP500DG1、
RAS-AP560DG1、RAS-AP615DG1、RAS-AP690DG1、RAS-AP730DG1、
RAS-AP800DG1、RAS-AP850DG1、RAS-AP900DG1、RAS-AP950DG1、
RAS-AP1000DG1

32

節水と浴び心地を両立した
「エアインシャワー」
THC7C THYC48 TMNW40EC TMGG40E
他 全48機種

TOTO株式会社

THC7C、9C1045、THC48、THYC48、9C1049、TBXS19R、TMGG40EC、
TMGG40ECZ、TMHG40EC、TMHG40ECQ、TMHG40ECQZ、TMHG40ECS、
TMHG40ECSZ、TMHG40ECZ、TMHG44EC、TMHG46EC、TMHG46EC1、
TMHG46EC1Z、TMHG46ECZ、TMHG95EC、TMHG95EC1、TMNW40EC、
TMNW40EC1、TMNW40EC1Z、TMNW40ECZ、TMWB40EC、TMWB40EC1、
TMWB95EC、TMGG30E、TMGG30EZ、TMGG40E、TMGG40EZ、
TMGG40LE、TMGG40LEZ、TMGG40LLE、TMGG40LLEZ、TMGG40SE、
TMGG40SEZ、TMY240E、TMY240EZ、THC7CV1、TN118ECLL1S、
TN118ECLL2R、TN118ECLL2RV1、TN118ECXL1S、TN118ECXL2R、
TN118ELL1、TN118EXL1
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