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～省エネルギー型社会構築に寄与する～

　一般財団法人省エネルギーセンター（会長：藤 洋作）では、国内の企業・自治体・教育機関等に
対して優れた省エネ推進の事例や省エネ性に優れた製品およびビジネスモデルを、「省エネ大賞」
として表彰しています。
　この表彰事業では、公開の場での審査発表会や受賞者発表会、さらには全応募事例集や受賞製品
概要集などを通じ、情報発信や広報を行うことにより、わが国全体の省エネ意識の拡大、省エネ製
品の普及などによる省エネ型社会の構築に寄与することを目的としています。
　本年度も多数の応募があり、学識経験者やエネルギーの専門家等からなる審査委員会の厳正な
審査の結果、省エネ事例部門は 21 件、製品・ビジネスモデル部門は 26 件、合計 47 件の表賞を決定
いたしました。
　本冊子は、平成 29 年度省エネ大賞の製品・ビジネスモデル部門に応募され受賞されました 26
件の概要を、受賞各社のご協力のもととりまとめたものです。今後の省エネ取り組みにご活用くだ
さい。
　なお、省エネ事例部門の応募につきましては、「平成 29 年度省エネ大賞（省エネ事例部門）全応募
事例集」として別途とりまとめておりますので、ご参照ください。

省エネ大賞について



平成29年度省エネ大賞を審査して

審査
専門委員長

講評

審査
専門委員長

講評

平成29年度 省エネ大賞

審査専門委員会　委員長

高村　淑彦
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　平成 29 年度の省エネ大賞につきましては、昨年 7月以降、“開発プロセス、省エネルギー性、先進
性・独創性、市場性・経済性”といった観点から、厳正に審査を行って参りました。その結果、本年
度は「製品・ビジネスモデル部門」の表彰対象として 26 件を選定させていただきました。
　本年度の傾向としては、一つ目は昨年度に引き続き、ビジネスモデル分野の応募が増加したこと
です。中でも、IoT を活用したサービスに特徴があるものが多く見受けられました。エネルギーデー
タを収集、見える化はしていても、それを具体的なメリットに結びつけるのは非常に難しいもので
す。こうした課題を解決すべく、データの活用方法と、それによる省エネ実践のためのサービスを
提供するビジネスモデルが数多く生まれています。
　二つ目は製品の新たな進化の兆しが見られたことです。既存の機器の素材や製法、技術につい
て、固定観念に囚われない新たな発想によって見直された製品が多数ありました。「技術は飽和傾
向にあって、省エネの余地は限られている」と思われがちですが、今後のさらなる技術革新、省エネ
の進展が期待できます。
　その他、国の省エネ施策でも重点取り組み分野とされている輸送関連についても、次世代自動車
の駆動技術や車体軽量化素材などの応募が見られ、来年度以降もこういった分野の増加が望まれ
るところです。
　最後になりますが、今回惜しくも受賞にいたらなかった製品等の中にも、省エネに資する優れた
製品やビジネスモデルが多数ありました。更に改良や工夫を加え、省エネルギー型社会の構築を促
すべく次回もご応募いただくことを切に期待しております。



　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）が対象。事業者とは、企業、工場・事業場、グループ及びこれらを支援

する企業等とし、自治体、教育機関、医療機関等を含む。

　4月から2ヵ月半の応募受付期間を経て、書類審査、発表審査、現地確認審査を行い、12月の最終委員会にて受賞候補を選定し、

1月に最終決定。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」、

「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。表彰式と発表会は2月の省エネ月間に合わせて執り行う。

　応募部門は「省エネ事例部門」と「製品・ビジネスモデル部門」の2部門からなり、その内容と審査評価項目は下記の通り。

　当センター内に省エネルギー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。

省エネ大賞の応募対象

応募部門と審査評価項目

募集から表彰までの流れ

審査体制

委員長 ： 松野 建一
（日本工業大学 工業技術博物館理事・館長）

委員長 ： 高村 淑彦（東京電機大学名誉教授）

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

● 省エネ事例部門

　事業者や事業場において取り組んだ省エネ活動が対象。省エネ活動には負荷平準化など節電取り組み等を含む。

● 製品・ビジネスモデル部門

　国内において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・部品等を含む）、および省エネルギー波及効果

の高いビジネスモデル等が対象。また、省エネルギー性には節電も含む。

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

事前選考委員会

審査運営委員会

審査専門委員会

■詳しくはWebサイトをご覧ください。

https://www.eccj.or.jp/bigaward/item.html 省エネ大賞 検　索検　索
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省エネ大賞の選考について

応募受付

4月中～ 6月末 8月 9月末～ 10 月上旬

東京・名古屋・大阪
の 3地区で開催

10 月～ 12 月 2月

平成 29年度表彰式は
平成 30 年 2月 14 日（水）に開催

事前選考
書類審査

地区発表大会
発表審査

現地確認審査 表彰式

評価項目

評価項目



 経済産業大臣賞
［製品（家庭）分野］ 家庭用エアコン「霧ヶ峰　FZシリーズ」 6
［製品（輸送）分野］ 新型プリウスPHVのプラグインハイブリッドシステム 8
［ビジネスモデル分野］ 省エネ再生型機を活用した「次世代型マネージド・プリント・サービス」 10
［節電分野］ IE3 レベルに対応した高圧＆防爆モータ 12

 資源エネルギー庁長官賞
［製品（業務）分野］ ユニバーサルスマートＸ　EDGEseries 14
［製品（家庭）分野］ 高効率 LED照明 ECOHiLUX「メタルサーキットシリーズ」 16
［製品（輸送）分野］ 省エネと衝突性能を両立させた「1.5 ギガパスカル級自動車用冷延鋼板」 18
［製品（建築）分野］ 超高断熱真空ガラス「スーパースペーシア」 20
［節電分野］ 革新的技術により実現したＧaNパワーデバイス搭載 LED電球および高出力 LED投光器 22

 中小企業庁長官賞
  プラスチックを用いた高効率柵状熱交換器「排湯君」 24

 省エネルギーセンター会長賞
  ボイラの廃熱ロスを削減する新開発「ドリームポリマー」 32
  高出力単一面光源の LED照明　MIRACH－LED 33
  透析熱回収ヒートポンプシステム　Smart  E  System 34
  高効率と省スペースを両立した F型構造　モジュールチラー「ヘキサゴンフォース」 35
  設置済み機器の熱源リプレースによる省エネ推進ビジネスモデル 36
  IoT を活用した小売電気事業者が提供する省エネルギーサービス 37
  省エネ冷凍冷蔵庫「マジック大容量 新 VEGETAシリーズ」 38
  燃料電池フォークリフト 39
  CO2 排出量削減に寄与する e-POWER技術 40
  家庭用ハイブリッド給湯・暖房システム 41
  省エネ性、快適性、サービス性を追求した「店舗・オフィス用エアコン XEPHY６シリーズ」 42
  吸収式冷凍機「節電型ナチュラルチラーPR型」 43
  クラウド型分析ツール提供サービスによる省エネの支援 44
  ルームエアコン　「ステンレス・クリーン 白くまくん」 45
  空気の熱から90℃の熱風をつくりだす高効率熱風ヒートポンプ「熱Pu-ton」 46

 審査委員会特別賞
  遠赤外線放射・吸収効果の高いセラミック塗材 47

三菱電機株式会社

トヨタ自動車株式会社

富士ゼロックス株式会社 

東芝三菱電機産業システム株式会社 

東芝キヤリア株式会社 /東北電力株式会社 

アイリスオーヤマ株式会社 

JFE スチール株式会社 

日本板硝子株式会社 

東芝ライテック株式会社 

株式会社テスク / 株式会社テスク資材販売 

栗田工業株式会社 

四国計測工業株式会社 

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社／株式会社ウォーターテクノカサイ／日機装株式会社 

ダイキン工業株式会社 

ダイキン工業株式会社 

テプコカスタマーサービス株式会社／株式会社協和エクシオ 

東芝ライフスタイル株式会社 

株式会社豊田自動織機 

日産自動車株式会社 

株式会社ノーリツ 

パナソニック株式会社 

パナソニック株式会社 /東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 

パナソニック株式会社エコソリューションズ社 /高砂熱学工業株式会社 

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 

三菱重工サーマルシステムズ株式会社 /関西電力株式会社 /東京電力ホールディングス株式会社 /中部電力株式会社 

株式会社日進産業 

受賞製品等の型番等             48
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平成29年度省エネ大賞 製品・ビジネスモデル部門受賞者

ハイトウクン



※受賞マーク使用規定は、https://www.eccj.or.jp/bigaward/sprizemark-rule.pdf をご覧ください。

「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」のコンセプト
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平成29年度

省エネ大賞
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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

 経済産業大臣賞

［製品（家庭）分野］ 家庭用エアコン「霧ヶ峰　FZシリーズ」 

［製品（輸送）分野］ 新型プリウスPHVのプラグインハイブリッドシステム 

［ビジネスモデル分野］ 省エネ再生型機を活用した「次世代型マネージド・プリント・サービス」 

［節電分野］ IE3 レベルに対応した高圧＆防爆モータ 

 資源エネルギー庁長官賞

［製品（業務）分野］ ユニバーサルスマートＸ　EDGEseries 

［製品（家庭）分野］ 高効率 LED照明 ECOHiLUX「メタルサーキットシリーズ」 

［製品（輸送）分野］ 省エネと衝突性能を両立させた「1.5 ギガパスカル級自動車用冷延鋼板」 

［製品（建築）分野］ 超高断熱真空ガラス「スーパースペーシア」 

［節電分野］ 革新的技術により実現したＧaNパワーデバイス搭載 LED電球および高出力 LED投光器 

 中小企業庁長官賞

  プラスチックを用いた高効率柵状熱交換器「排湯君」 

 省エネルギーセンター会長賞

  

三菱電機株式会社

トヨタ自動車株式会社

富士ゼロックス株式会社 

東芝三菱電機産業システム株式会社 

東芝キヤリア株式会社 /東北電力株式会社 

アイリスオーヤマ株式会社 

JFE スチール株式会社 

日本板硝子株式会社 

東芝ライテック株式会社 

株式会社テスク / 株式会社テスク資材販売 

ハイトウクン
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家庭用エアコン「霧ヶ峰　FZシリーズ」
三菱電機株式会社

静岡県静岡市駿河区小鹿3丁目18番 1号 

お問い合わせ : お客様相談センター 

フリーダイヤル : 0120-139-365（受付時間365日 24時間） 

携帯電話・PHSの場合 : 0570-077-365（有料）■MSZ-FZ6318S　他全12機種

経済産業大臣賞　製品（家庭）分野
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受賞概要 低負荷から高負荷まで広範囲の高効率運転を可能にした家庭用ルームエアコンである。エアコンの消費電力の大半 ( 約 8割 ) を占め

る圧縮機では、搭載するモータが省エネ性を左右するが、低負荷時、高負荷時双方で高い効率の実現は、モータの構造上困難であった。

新たに開発した『Y-Δ（ワイデルタ）結線切り換えDCモータ』は、低負荷時には「Y結線」、高負荷時には「Δ結線」を電磁リレーで切り

換える世界初の方式を採用することによりこれを克服。また、住宅の断熱性能（Q値：熱損失係数）を高い精度で学習できるアルゴリ

ズムの開発により、室内の温度変化を先読みして温め過ぎや冷やし過ぎを防止するシステム等も搭載した。これらの技術開発により、

従来機に比べて約3%のAPF改善を実現し、4.0 ～ 9.0kW総ての機種で業界トップのAPFを達成している。
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新型プリウスPHVのプラグインハイブリッドシステム
トヨタ自動車株式会社

パワートレーン製品企画部

愛知県豊田市トヨタ町１番地

0565-28-2121（代）■DLA-ZVW52

経済産業大臣賞　製品（輸送）分野
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EV 走行時の電費向上及び EV 走行距離の向上を追及したプラグインハイブリッドシステム搭載乗用車である。タイマー制御と連動

したバッテリ昇温システム採用の新開発駆動用バッテリや、走行用モータのトルクに加えて発電機のトルクもEV走行に利用し効率

よくEV出力を高める「デュアルモータドライブシステム」、そしてソーラー充電システム等、数々の新技術導入によって、電費の改善

と大幅なEV走行距離の向上を実現した。電費はクラストップレベルの10.54km/kWh、HV燃費も37.2km/Lと高い省エネ性能、

環境性能であり、街中走行ではエンジン起動がほとんど不要になるなど、PHV車としての新たな領域を示している。

受賞概要



10　ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE

省エネ再生型機を活用した
「次世代型マネージド・プリント・サービス」 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

フリーダイアル　0120-27-4100

受付時間9：00～ 12：00、13：00～ 17：00

（土・日・祝日を除く）

経済産業大臣賞　ビジネスモデル分野
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最適なプリント環境を提供するオフィス機器の統合管理サービスと再生型機の活用を融合させた、省エネ・省資源・生産性向上を実

現する新しいビジネスモデルである。コピーやプリントアウトの使用実態（枚数、頻度、電力消費量等）を専門スタッフが分析し、出力

デバイス毎の稼働状況を可視化して、機種変更や配置変更など出力デバイスの最適配置の提案を行う。さらに、使用実態データに加え

てアンケートや業務プロセス調査も踏まえ、紙ベースで実施していた業務の電子化等プロセス改善による用紙削減、生産性向上の改

善提案も実施。この中で、使用済み製品を新品同等の品質基準を満たすようリサイクルした機器を活用する。本サービスは、

2015/2016年実績で、出力機器台数を 平均23%削減し、8.1 億枚の用紙を削減、提供機器のうち、再生型機の導入率は40%を

超えている。

受賞概要
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IE3レベルに対応した高圧＆防爆モータ
東芝三菱電機産業システム株式会社

回転機システム事業部

東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデン）

03-3277-5511■IDF-CHKEW11　他全48機種

経済産業大臣賞　節電分野
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ビル (空調、水設備 )などの業務分野や産業分野で広く使用されている高圧・防爆形モータの高効率化を目的に製品化したＩＥ3レ

ベルの高性能電動機であり、現在のトップランナー制度では規制対象外となっている高圧・防爆形モータの高効率化を実現させたも

のである。モータで発生する損失（銅損、鉄損、機械損、漂遊負荷損）の内、発生メカニズムが解明されていない「漂遊負荷損」に着目し、

電磁界解析等によって漂遊負荷損発生に起因する設計因子を解明して最適設計することに成功した。同時に、使用材料の低減化も実

現した。これらにより、従来フレームをそのまま流用しながら、従来製品（耐圧防爆形90kW低圧モータ）に比べ2%（年間節約電力

量 18.8MWh/ 年 / 台）、市場に多く使用されている経年40年モータ（耐圧防爆形110kW高圧モータ）と比較すると4%（年間節

約電力量 41.4MWh/ 年 / 台）の高効率化を達成している。

受賞概要
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ユニバーサルスマートＸ　
EDGEseries

東芝キヤリア株式会社
国内商品企画部

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

044-331-7414

東北電力株式会社
宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号■RUA-UP511H, RUA-UP511HF, RUA-UP561H　他全360機種

資源エネルギー庁長官賞　製品（業務）分野
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主に大型施設の空調機として活用される高効率な空冷型ヒートポンプ熱源機であり、大能力化と共に、ボイラ等燃焼機器に頼ってい

た寒冷地域に於いても使用を可能にする除霜能力を持つラインナップを新たに加えた。吐出構造の見直しや軸受等の摺動部の信頼性

確保によって従来機よりロータリ圧縮機の圧縮容量を約25%、運転効率を従来機比で最大107%向上し、省スペースながら業界

最大クラスの70馬力の大能力化を実現した。加熱性能強化モデルでは、業界で初めて外気の相対湿度検出を行い除霜開始判断の精

度を高めることで的確な除霜運転を行い、-15℃での除霜運転時では従来機の3倍の加熱能力を有する。省エネ性能は、業界トップ

クラスの期間成績係数 IPLVc 5.3（60馬力機）、一次エネルギー消費量は吸収式冷温水機に対して59%削減を実現した。

受賞概要
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高効率LED照明 ECOHiLUX
「メタルサーキットシリーズ」

アイリスオーヤマ株式会社
電気製品専用アイリスコール

0120-311-564

■LEDシーリングライト CL8Ｎ-MFE　 他全 24機種
■丸形 LEDランプ LDCL3240SS/Ｄ/32-Ｐ　他全24機種
■HID代替 LEDランプ LTTＳ22Ｎ-Ｇ/Ｃ　 他全 24機種

資源エネルギー庁長官賞　製品（家庭）分野
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本製品は、錫めっき鋼板基板を採用した高効率な LED照明である（シーリングライト、丸型 LEDランプ、HID代替 LEDランプ）。

LEDチップを搭載する基板は樹脂の使用が一般的だが、銅の1/5と安価で半田との親和性や耐腐食性が高い薄型の錫めっき鋼板を

採用。鋼板であるため放熱効率および発光効率が高まり、光源配置の自由度も高く、曲げ加工も容易なために均一な配光を実現でき

る。さらに、単価が高導熱樹脂基板の1/4 であるのに加えて組み立て自動化によりコスト的にも優位性がある。固有エネルギー消費

効率は、シーリングライトで175.1lm/W、丸型 LEDランプで117.5lm/W、HID代替 LEDランプで180.2lm/Wと業界トップ

クラスを実現しており、特に丸形ランプやHID代替ランプの LED化が遅れているため、照明のさらなる省エネ化が期待できる。

受賞概要
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省エネと衝突性能を両立させた
「1.5ギガパスカル級自動車用冷延鋼板」 JFEスチール株式会社

薄板セクター部

東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

03-3597-3730■JFE-CA1470

資源エネルギー庁長官賞　製品（輸送）分野
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本製品は、省エネ性と高い衝突性能を両立させた自動車用高張力鋼板である。車体軽量化ニーズによって1.5 ギガパスカル（破断す

るときの耐荷重が150kgf/m㎡）鋼板の需要が高まるが、従来の生産法はプレス前に850℃に加熱して高温成形するもので、コス

ト・生産性・省エネ性から使用されにくかった。そこで、熱処理した鋼を、水を冷媒として超急速冷却することで、鋼板組織のミクロ

ン単位での均一化に成功。これにより、従来の１ギガパスカル級鋼板の約2倍の素材耐力を確保し、約20～25%の部品軽量化を

実現した。さらに、組織の均一化によって耐水素脆化特性、曲げ加工性が向上し、常温下でのプレス成形も可能となった。これにより、

素材の製造から、輸送、プレス加工、自動車走行に至る各工程において省エネを実現し、3年間の製造実績ベースで1,611kL（原油換

算）の削減効果を達成した。

受賞概要
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超高断熱真空ガラス「スーパースペーシア」
日本板硝子株式会社

日本板硝子 お客様ダイヤル

東京都港区浜松町1丁目2番4号住友不動産東新橋ビル6号館

0120-498-023

（9:00～ 12:00/13:00～ 17:30：土日祝休）■超高断熱真空ガラス「スーパースペーシア」

資源エネルギー庁長官賞　製品（建築）分野
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わずか10.2 ミリ厚で熱貫流率0.65W/（㎡・K）を実現した、薄型高断熱真空窓ガラスである。3層ガラスなど断熱性の高いガラス

の普及も進むが、透過率が低くなり暗くなる、ガラス総厚みが厚くなるなど課題も多い。そこで、2枚のガラスの間に真空層を支える

ために配置する「マイクロスペーサー」の配列を見直し、スペーサーによる熱伝導を1/2に抑えることで、約54％断熱性能を改善。

また、5ミリ厚のガラスを組み合わせることで、強度面にも配慮した製品設計となっている。これによって従来の最高性能の断熱性能

を有する真空複層ガラスと同等以上の性能を半分以下の10.2 ミリ厚で実現した。薄型化により新築用の複層ガラス専用サッシのみ

ならず、住宅・マンションやビルにおける既存サッシへのガラスだけの交換も可能にした他、冷蔵ショーケース等業務用にも活用が

広がる。

受賞概要
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革新的技術により実現したＧaNパワーデバイス
搭載LED電球および高出力LED投光器

東芝ライテック株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

LED電球

空間照明機器事業部
住空間商品第一部

光源担当
044-331-7560

LED投光器

照明電材事業本部
施設・屋外照明事業部
施設・屋外商品第三部
044-331-7559

■LED電球 LDA5L-G-E17/S/D40W 他全 4機種
■LED投光器 LEDS-12503NN 他全 3機種

資源エネルギー庁長官賞　節電分野
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照明用点灯装置において世界初のGaN（窒化ガリウム）パワーデバイスを搭載した高効率小形 LED電球と、反射鏡で漏れ光を低減

した LED投光器により、従来光源から LED光源への置き換えを促進する製品である。LED電球では、GaNパワーデバイスの採用

で高周波化を図り回路基板の小形化を実現。小形の LED電球への調光制御プログラムの実装を可能とし、LEDランプへの置き換え

促進に貢献する。また LED投光器（2kW形メタルハライドランプ器具相当）は、高密度実装による高光束発散度 LEDモジュールの

開発を経て、独自の反射鏡のみを用いた配光設計技術を確立。固有エネルギー消費効率が高く、漏れ光を低減して効率よく光を集める

ことで省エネ性を高め、競技場などでの普及促進を図る。LED電球は白熱電球と比してミニクリプトン形は84%、ハロゲン電球形

は82%、またHIDランプ投光器と比して LED投光器は約55%、それぞれ消費電力削減を実現している。

受賞概要
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プラスチックを用いた

高効率柵状熱交換器「排湯君」
株式会社テスク

特販部

北海道札幌市中央区北7条西20丁目2番1号 TSCビル

011-611-6600

株式会社テスク資材販売■13型、15型、17型、19型

中小企業庁長官賞

ハイトウクン
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源泉や浴場で使用後の排湯から熱回収するために排湯槽に浸漬する樹脂製熱交換器である。従来は金属製プレート式熱交換器が多用

されているが、金属部材の腐食、目詰まりといった課題があり、これらを解決する独自の樹脂製の柵状熱交換器の開発を行った。柵状

構造にしたことにより伝熱面積の拡大を実現し、また熱可塑性ポリプロピレン管の採用によって耐腐食性・耐候性が高まるのに加え

て、軽量のために搬入、設置、取り出し等の作業も容易である。さらに、エア溜まりがなく、圧力損失の低減が図れるために小容量の循

環ポンプの使用が可能なヘッダ連結方式を採用した。本製品を導入した 2 つの温泉施設では給湯予熱システムの一次エネルギーを 

28.9 ～ 38.9%削減でき、ボイラ燃料費も 1/4 の削減を実現している。

受賞概要
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■当冊子に掲載の今年度の「製品・ビジネスモデル部門」の受賞内容だけでなく、「省エネ事例部門」や過去の受賞内容、
　資料集の販売など「省エネ大賞」に関する様々な情報を下記サイトでご紹介しています。

■平成30年度の募集は4月に開始します。詳しくはWebサイトにてご確認ください。

https://www.eccj.or.jp/bigaward/item.html 省エネ大賞 検　索検　索



平成29年度

省エネ大賞
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省エネルギーセンター会長賞
審査委員会特別賞
 省エネルギーセンター会長賞

  ボイラの廃熱ロスを削減する新開発「ドリームポリマー」 

  高出力単一面光源の LED照明　MIRACH－LED 

  透析熱回収ヒートポンプシステム　Smart  E  System 

  高効率と省スペースを両立した F型構造　モジュールチラー「ヘキサゴンフォース」 

  設置済み機器の熱源リプレースによる省エネ推進ビジネスモデル 

  IoT を活用した小売電気事業者が提供する省エネルギーサービス 

  省エネ冷凍冷蔵庫「マジック大容量 新 VEGETAシリーズ」 

  燃料電池フォークリフト 

  CO2 排出量削減に寄与する e-POWER技術 

  家庭用ハイブリッド給湯・暖房システム 

  省エネ性、快適性、サービス性を追求した「店舗・オフィス用エアコン XEPHY６シリーズ」 

  吸収式冷凍機「節電型ナチュラルチラーPR型」 

  クラウド型分析ツール提供サービスによる省エネの支援 

  ルームエアコン　「ステンレス・クリーン 白くまくん」 

  空気の熱から90℃の熱風をつくりだす高効率熱風ヒートポンプ「熱Pu-ton」 

 審査委員会特別賞

  遠赤外線放射・吸収効果の高いセラミック塗材

栗田工業株式会社 

四国計測工業株式会社 

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社／株式会社ウォーターテクノカサイ／日機装株式会社 

ダイキン工業株式会社 

ダイキン工業株式会社 

テプコカスタマーサービス株式会社／株式会社協和エクシオ 

東芝ライフスタイル株式会社 

株式会社豊田自動織機 

日産自動車株式会社 

株式会社ノーリツ 

パナソニック株式会社 

パナソニック株式会社 /東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 

パナソニック株式会社エコソリューションズ社 /高砂熱学工業株式会社 

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 

三菱重工サーマルシステムズ株式会社 /関西電力株式会社 /東京電力ホールディングス株式会社 /中部電力株式会社 

株式会社日進産業 
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受賞製品等概要

　スケール付着の防止、除去が可能な独自ポリマーにより、ボイラから

発生する廃水の活用を促すビジネスモデルである。ボイラの水管理にお

いて、スケール付着は多大なエネルギー・ロスに繋がる。しかしボイラ

から発生する復水には硬度成分や酸化鉄が混入しているため、スケール

付着による効率低下を回避すべく復水回収を断念しているケースが多

い。そこで、スケール付着防止性能と従来品の 4 倍の除去性能を併せ持

つ本製品が開発された。鉄に対する腐食性が無いため常時添加も可能で

あり、ボイラの用途・ユーザニーズにより他の素材と混ぜて使用できる。

これにより、硬度を含む復水の廃熱回収が可能となり、燃料使用量低減

に大きく寄与できる。国内の全事業所に同ポリマーを適用し、復水回収

事業所を30%から70%に拡大し、平均復水回収率を50%増とした

場合、325万 t-CO2/ 年の削減効果が見込まれる。

省エネルギーセンター会長賞

ボイラの廃熱ロスを削減する
新開発「ドリームポリマー」

栗田工業株式会社

　発光密度が高く、かつ大面積（49.8 ㎠）のCOB（※）光源基板の開発に

より、大光量、高演色、省エネを実現した LED高天井照明と投光器であ

る。独自開発の光源基板は、ＬＥＤチップ間に境目がなく、熱伝導率の高

い基板や長期安定性に優れた無機材料の反射板を使用しており、さらに

筐体内部の放熱問題も独自構造のヒートシンクの採用によって、均一な

強い光を遠くまで照射できる。単一面光源のためにマルチシャドウ（多

重影）がなく、耐候性にも優れ、-20℃～＋70℃の環境下での連続点灯が

可能であり、構造上輝度ムラが出易いマルチ LED光源方式と異なり、ス

ポーツシーンでの活躍が期待できる。省エネ効果としては、既存照明（メ

タルハライド灯 1ｋＷなど）と比較し、高天井照明は 66%、投光器は

56%の省エネルギーを実現している。　（※）Chip on Board

省エネルギーセンター会長賞

高出力単一面光源のLED照明
MIRACH－LED

四国計測工業株式会社

　これまで透析治療後に廃棄していた加熱された透析液排水等の熱を

有効活用して省エネを実現する透析熱回収ヒートポンプシステムであ

る。透析治療で消費される電力エネルギーの多くは、透析液を加熱する

電気ヒーターや、RO装置（逆浸透膜純水装置）によるものであり、この透

析排水（約33℃）やRO水製造時の凝縮水の熱（27℃）をヒートポンプ

で回収することによって電力料金を年間平均約 74% 削減できる。排水

熱交換器、ヒートポンプ、原水タンクをコンパクトにユニット化してい

るため屋内外での設置が可能であり、また「間接熱交換方式」を用いるこ

とによって回収できる熱量が多くなると共に、排液と原水が混ざり合う

危険がなく、衛生面でも優れている。導入した全国 10 か所の病院の実

データによる省エネ率は約78～90%を実現している。

省エネルギーセンター会長賞

透析熱回収ヒートポンプシステム
Smart  E  System

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社／

株式会社ウォーターテクノカサイ／日機装株式会社

　機器単体での性能向上に加え、システム制御によってシステム全体の

省エネ性能を高めた高効率モジュールチラーである。機器の性能向上と

して、左右非対称の空気熱交換器を最適配置した独自の F型構造や、チ

ラーに特化したインジェクション冷媒量の最適制御を行う新開発スク

ロール圧縮機等の採用により、冷却COP 3.39、加熱COP 3.45、期間

成績係数 IPLV 5.6 と高い省エネ性能を実現した（50馬力機）。かかる

単体性能の向上と、使用状況に応じた最適送水温度をコントロールする

送水温度可変制御との相乗効果によって、年間消費電力を約14%削減

し、さらにビルマルとチラーの負荷の最適化を行う協調制御によって期

間積算消費電力約12%削減（システムCOP15%改善）も実現した。

省エネルギーセンター会長賞

高効率と省スペースを両立したF型構造
モジュールチラー「ヘキサゴンフォース」

ダイキン工業株式会社
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　本ビジネスモデルは、設置済みの空調機・給湯機に対して、配線、配管

等の既設パーツを流用しながら熱源ユニットを丸ごと交換することに

より、短工事期間、低コストで高い省エネ性を得られるビジネスモデル

である。H28年度省エネ大賞受賞の「レトロフィットメンテナンス」と

異なり、本サービスは、ビル用マルチエアコンの場合は室内機や配管は

既設のままで、室外機をユニット丸ごと交換するもので、これによって

空調工事業者による設置が可能になり、工事対応力が増し、省エネ機導

入が促進されることが期待できる。家庭用給湯機も同様で、貯湯ユニッ

トはそのままに、熱源ユニット（室外機）を丸ごと交換する。低コストか

つ短期間の工事でユーザー負担を軽減しながら、手軽に省エネ性向上で

きることが特長で、業務用エアコンの場合は 25%、家庭用給湯機では

23%の消費電力量削減が可能になる。

設置済み機器の熱源リプレースによる
省エネ推進ビジネスモデル

ダイキン工業株式会社

　IoT の活用により、エネルギー管理者不在のロードサイド店など大型

店舗の空調機制御を遠隔コントロールで行うビジネスモデルである。空

調制御デバイス（メーカー不問）すべてに通信モジュールを搭載し、空調

機全体をネットワーク化。各種センサで収集した室内温度や空調運用状

況をもとに、施設全体の空調機を最適運転する制御を算出し、遠隔制御

するもので、すべて自動で行われるため各施設担当者への負担は無い。

空調機器の稼働率を向上させることで快適性を損なわずに電力消費量

を削減でき、効果報告や空調関連のコンサルティングを定期的に実施す

ることによって、ユーザの継続的な省エネ取り組みを後押しする。2 店

舗における実証実験により、空調消費電力量削減効果は20～30%（年

平均）、空調のデマンド抑止効果は20～30%を実現している。

IoT を活用した小売電気事業者が
提供する省エネルギーサービス
テプコカスタマーサービス株式会社／

株式会社協和エクシオ

　独自のツイン冷却方式を進化させ、冷蔵室、冷凍室それぞれの最適制

御を行うことにより高い省エネ性能を実現した冷凍冷蔵庫である。ツイ

ン冷却の場合、霜取りヒーターは冷蔵室用冷却器には不要であり、また

冷凍室用冷却器はコンパクトなためにヒーターの消費電力も小さくで

き、制御法の見直しにより他社製品（シングル冷却）に比べて霜取りヒー

ターの消費電力が約半分になった。さらに、冷蔵室側・冷凍室側それぞ

れに効果的な冷気を流すようシミュレーションを行って冷気開口位置

や向きの設計見直しを行った他、真空断熱材も素材の見直しにより熱伝

導率を約 13% 改善している。これらの見直しによって高い省エネ性能

を実現し、685mm 幅・定格内容積 601L で、年間消費電力量

269kWh/ 年（同社昨年機種比9.4％削減）、2021年度省エネ基準達

成率115％を達成した。

省エネ冷凍冷蔵庫
「マジック大容量 新 VEGETAシリーズ」

東芝ライフスタイル株式会社

　本製品は、独自の最適設計により世界最高水準の高効率発電を実現し

た、省エネ性と環境性を兼ね備えた燃料電池フォークリフトである。快

適な走行・荷役性能を示すとともに、最適なエネルギーマネジメント制

御によって、効率的な作業性と高燃費性能を実現した。また、IoT 技術に

よるデータ収集および遠隔モニターシステムを標準搭載しており、クラ

ウドを介してフォークリフトの稼働状況、FC ユニット内部状態の確認

と異常検知・解析等を行うことができる。今後、これらのビッグデータ

を活用した車両の安全かつ効率的な運用やオペレーターの最適配置等

のサービス提供も可能であり、一層の省エネルギー化にもつなげられ

る。省エネ性能としては欧米で販売されている同等の製品と比較し、1.4

倍（同社調べ）の優れた水素燃費性能を実現した。CO2年間排出量は、エ

ンジンタイプと比べて52%減、電動タイプと比べても17%減（同社

調べ）を達成している。

燃料電池フォークリフト

株式会社豊田自動織機

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

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

※省エネルギーセンター会長賞は応募者の五十音順に記載
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受賞製品等概要

　通常のハイブリッド車とは異なり、エンジンを発電専用にした、モー

ター駆動の新たなハイブリッドシステムである。駆動系とエンジンが完

全に独立していることにより、発電用のエンジンは走行状態に依らず自

由に回転数とトルクの設定が可能となるため、動力、振動、排気、熱、ブ

レーキ負圧など様々な条件下で、最も効率の良い回転数・トルクでエン

ジンを動かせるよう制御でき、高い頻度で最良燃費点（2400rpm、

70Nm付近）の駆動が可能になる。街中では90%程度がアクセルペダ

ル操作のみで走行可能であり、電気自動車のような運転感覚と静粛性を

有し、かつガソリン車のような長距離走行を可能とした新カテゴリー車

であり、同等の出力のガソリンエンジンに比して約30%の燃費消費率

の向上を達成し、平成 27 年度燃費基準を 97％上回る。燃費は JC08

モードで34.0km/L。

CO2 排出量削減に寄与する
e-POWER技術

日産自動車株式会社

　潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）の利便性とヒートポンプの省

エネルギー性を併せ持つ「ハイブリッド給湯・暖房システム」である。学

習制御の進化により給湯時間や使用量から貯湯タイミング・量を予測

し、最も省エネ（効率大・放熱小）となる時刻と貯湯量を導き出して自動

運転を行う。また、貯湯ユニットのレイアウトの工夫により、貯湯量を増

量したにもかかわらず設置自由度が向上し、マンションベランダ設置用

モデルも新たに発売した。新凝縮器開発や冷凍サイクル制御の最適化に

よる沸き上げ性能の向上により、給湯・保温一次エネルギー消費量は

14.1GJ（従来機より約13.5%削減）を達成。エネルギー消費性能計算

プログラム（住宅版）Ver.2.2.1 において、最も一次エネルギー消費量が

少ない給湯機であるとの認定を受けている。

家庭用ハイブリッド
給湯・暖房システム

株式会社ノーリツ

　本製品は、発生頻度の高い低負荷時の運転効率を徹底的に改善し、省

エネ性能を高めた店舗・オフィス用エアコンである。室外機について圧

縮機・膨張弁・熱交換器の改良、室内機について熱交換器と送風系を改

善することで、最大能力を確保しつつ低負荷運転効率の最大化を実現し

ている。また、室内機の3つのセンサー（人感、湿度、床温）により、大空間

の快適性と省エネ性を両立する省エネモードを開発した。さらに、ス

マートフォンによって「本日の消費電力量」や「日・週・月の消費電力推

移グラフ」を容易に取得できるシステムを構築し、ユーザーの省エネ意

識・行動の促進につなげている。冷房能力 3.6 ～ 14.0kW の機種で

APFを 0.4 ～ 0.6 向上させ、7.1kWクラスでAPF7.2 を達成するな

ど、業界トップクラスの省エネ性を実現した。

省エネ性、快適性、サービス性を追求した
「店舗・オフィス用エアコン 

XEPHY6シリーズ」
パナソニック株式会社

　本製品は、冷却水ポンプの消費電力量を大幅に削減することで、高い

省エネ性能を実現したナチュラルチラー（吸収式冷凍機）である。冷却水

ポンプはナチュラルチラーの消費電力量の60%を占めており、それを

極限まで低減するため、冷却水流量自体を最小化するという、本質まで

踏み込んだ開発に着手。熱交換器の高性能化および冷却水流路の多様化

により、定格冷却水流量の35%削減を可能とした。さらに、部分負荷運

転時には、ナチュラルチラーの運転状態に応じて冷却水流量を制御する

「先進予測制御」により冷却水流量の削減を実現した。これらの開発によ

り、夏季の冷却水ポンプの消費電力量について、従来比約80%の削減

を達成した。

吸収式冷凍機
「節電型ナチュラルチラーPR型」

パナソニック株式会社 /

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

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

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



　エネルギー分析担当者が不在の施設でも、専門家が現地に赴くことな

く遠隔地からデータ分析を行い、データ共有によって省エネ取り組みを

サポートするためのツール提供を行うビジネスモデルである。各施設で

は中央監視装置からエネルギー使用量や空調設備等の運転データをク

ラウド上のデータベースにメール送信するだけで良い。専門分析者が遠

隔地から多数の施設の運用データを直感的に操作でき、効率良く分析、

グラフ化できるプログラムとデータ共有のクラウド環境が提供される。

現場と専門家が協力して、容易で安価に省エネに取り組むことが可能に

なり、例えば大型複合ビルにて 2015 年度に 2003 年の竣工時比

23.4%減（原単位2,598MJ/ ㎡⇒1,991MJ/ ㎡）を達成するなど、延

べ 41 施設で平均 10% の省エネ効果が期待できることが実証されて

いる。

クラウド型分析ツール提供サービス
による省エネの支援

パナソニック株式会社エコソリューションズ社 /

高砂熱学工業株式会社

　本製品は、エアコン内部を清潔に保つことによって高い省エネ性を維

持する家庭用ルームエアコンである。エアコンの熱交換器の清掃機能は

従来からあるが、汚れを流す水の量が少なく、油汚れも落ちにくい。そこ

で、熱交換器を急冷却して表面に大量の霜を発生させ、これを一気に溶

かすことで熱交換器を洗浄する「凍結洗浄」機能を新たに開発。清潔さが

保てるだけでなく、空調性能の維持を実現した。また、カメラで部屋の状

況を認識し、エアコン室内機内部の汚れ具合を予測して洗浄頻度の調整

も行う。これによって 5 年後の期間消費電力量を 1.7% 抑制できると

試算している（4.0KWにおいて）。機器の省エネ性能も、スクロール圧縮

機の吐出カバー形状の最適化や室外機ファンの翼断面形状改善等によ

り、冷房定格能力 3.6～9.0KW において同社従来機より APF を 1.3

～ 5.9%向上させ、高い省エネ性能を実現している。

ルームエアコン
「ステンレス・クリーン 白くまくん」

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

　空気熱源ヒートポンプとして日本最高の 90℃の熱風を生成可能な高

効率製品を核としたビジネスモデルである。機器本体は R134a 冷媒の

採用に加えて圧縮機 2 台を直列に配置した二段圧縮の採用によって

90℃の熱風供給を実現し、加熱能力30kW・80℃熱風条件でのエネル

ギー消費効率 (COP) は年間平均で 3.0 以上、熱源空気温度が 25℃の

排熱利用環境下であれば COP3.5 以上の性能を達成した。実際の導入

事例で、都市ガス蒸気ボイラーと比べエネルギー使用量、ランニングコ

スト約5割の削減効果を得ており、使用条件により異なるが、高い削減

効果が認められる。熱風乾燥工程や大空間暖房など適用先に合わせた導

入システム設計を行うだけではなく、「24時間遠隔監視システム」や「保

守点検プラン」によって導入から運用に至るまで包括的なビジネスモデ

ルを構築している。

空気の熱から90℃の熱風をつくりだす
高効率熱風ヒートポンプ「熱Pu-ton」
三菱重工サーマルシステムズ株式会社 /関西電力株式会社 /

東京電力ホールディングス株式会社 /中部電力株式会社

　本製品は、中空のセラミックを混入した塗材である。密度の高い複数

の金属をセラミック成分に加えて発泡させることにより、中空でφ50

μm 以下の微細なセラミックビーズを生成する。塗装によりセラミック

ビーズが基材表面に積層され、熱浸透率が低く、放射率が高い不燃性塗

膜を形成することができる。塗面の反射率は近赤外線領域で高く、遠赤

外線領域では低くし、屋外塗装時の日射反射による夏季省エネ（遮熱）だ

けでなく、室内塗装時には、遠赤外線効果による体感温度への影響も期

待できる製品となっている。一般の水性塗料と同様の取り扱いが可能で

あり、内外装をそれぞれ同塗材、一般塗料で仕上げた住宅で冷暖房を稼

動する実験の結果、消費電力削減効果は夏季で23.4%、冬季で21.6%

を達成。また、屋根面への同塗材塗布前後で消費電力量約20%/年の削

減を実証している。

審査委員会特別賞

遠赤外線放射・吸収効果の高い
セラミック塗材

株式会社日進産業

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

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は応募者の五十音順に記載
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ボイラの廃熱ロスを削減する新開発
「ドリームポリマー」

栗田工業株式会社
東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト

ＫＣＲセンター：0120-40-7474

省エネルギーセンター会長賞
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高出力単一面光源のLED照明
MIRACH－LED 四国計測工業株式会社

計器・産業事業部　産業システム部

香川県仲多度郡多度津町南鴨200番地1

0877-33-2220■MCC1030N-L10/P00_IP54　他全52機種

省エネルギーセンター会長賞
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透析熱回収ヒートポンプシステム　Smart  E  System
ゼネラルヒートポンプ工業株式会社

本社統括営業本部

名古屋市中村区名駅2-45-14　東進名駅ビル7Ｆ

http://www.zeneral.co.jp  TEL: 052-589-9010

株式会社ウォーターテクノカサイ
東京都小金井市本町2-20-9－205

TEL: 050-3676-3015

日機装株式会社
メディカル事業本部　営業統括部

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー22F

https://www.nikkiso.co.jp/  TEL:03-3443-3751

■ZQD-60S
■ZQD-60N
■ZQD-100S
■ZQD-100N

省エネルギーセンター会長賞
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高効率と省スペースを両立したF型構造
モジュールチラー「ヘキサゴンフォース」 ダイキン工業株式会社

空調営業本部

東京都港区港南2-18-1　JR品川イーストビル

03-6716-0317■UWXY1800F　他全104機種

省エネルギーセンター会長賞
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設置済み機器の熱源リプレースによる
省エネ推進ビジネスモデル ダイキン工業株式会社

空調営業本部

大阪市北区中崎西二丁目４番１２号梅田センタービル

06-6377-4395

■ビル用マルチ /RQYP250DA　他全150機種
■エコキュート /RQWZ60TV　他全4機種

省エネルギーセンター会長賞
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IoT を活用した小売電気事業者が提供する省エネルギーサービス

省エネルギーセンター会長賞

テプコカスタマーサービス株式会社
技術サービス部　ソリューショングループ

東京都台東区西浅草2-27-7　浅草ＴＦビル3階

03-6372-6088

株式会社協和エクシオ
技術サービス部　ソリューショングループ

東京都台東区西浅草2-27-7　浅草ＴＦビル3階

03-6372-6088
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省エネ冷凍冷蔵庫「マジック大容量 新 VEGETAシリーズ」
東芝ライフスタイル株式会社

神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

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■GR-M600FWX　他全10機種

省エネルギーセンター会長賞
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燃料電池フォークリフト
株式会社豊田自動織機

技術・開発本部開発第二部

愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地

0566-22-2511（代■7FB25 燃料電池仕様

省エネルギーセンター会長賞
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CO2 排出量削減に寄与するe-POWER技術
日産自動車株式会社

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■DAA-HE12

省エネルギーセンター会長賞
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家庭用ハイブリッド給湯・暖房システム
株式会社ノーリツ

兵庫県神戸市中央区江戸町93番地（栄光ビル）

お問合せ先：お客さま相談センター（株式会社ノーリツ　コンタクトセンター）

フリーダイアル：0120-911-026

受付時間　※年末年始を除く　9：00～18：00（月～金）、9：00～17：00（土・日・祝）

■貯湯ユニット
SH-GTHC2410AD
SH-GTC2410A
SH-GTHC2410AD-MS
SH-GTC2410A-MS

■ヒートポンプユニット
HP-2201

省エネルギーセンター会長賞
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省エネ性、快適性、サービス性を追求した
「店舗・オフィス用エアコン XEPHY6シリーズ」 パナソニック株式会社

アプライアンス社　エアコンカンパニー　大型空調ＢＵ

群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号

0276-61-8113

■（四方向カセット室内機）CS-P80U6 他全 10機種　（室内機パネル）CZ-160KPEU5
　（G6室外機）CU-P80G6(S)　　　　 他全9機種　（datanavi 用リモコン）CZ-10RT4C

省エネルギーセンター会長賞
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吸収式冷凍機「節電型ナチュラルチラーPR型」
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
エンジニアリング本部　エンジニアリング技術開発プロジェクト部

東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビル

03-6452-8430■QCW-PR360FG2　他全74機種

省エネルギーセンター会長賞

パナソニック株式会社
アプライアンス社　エアコンカンパニー　大型空調ＢＵ

群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号

0276-61-8101
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クラウド型分析ツール提供サービスによる省エネの支援

省エネルギーセンター会長賞

高砂熱学工業株式会社
FM・PM事業推進部 カスタマーセンター

東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア12階

03-6369-8201

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
電材営業統括部 電材・法人営業企画部 エネルギーソリューション部

東京都港区東新橋1-5-1

03-6218-1483
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ルームエアコン　「ステンレス・クリーン 白くまくん」
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

東京都港区海岸1-16-1

お客様相談センター　0120-3121-11

受付時間 :9:00～ 17:30( 月～土 )、9:00～ 17:00( 日・祝日 )( 年末年始を除く )■RAS-X40H2　他全33機種

省エネルギーセンター会長賞
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空気の熱から90℃の熱風をつくりだす
高効率熱風ヒートポンプ「熱Pu-ton」

三菱重工サーマルシステムズ株式会社
営業部　ヒートポンプ営業課

東京都港区港南2-16-5

03-6716-4880

　関西電力株式会社
　東京電力ホールディングス株式会社

　中部電力株式会社■EHA30( 室内機 )、EHC30( 室外機 )

省エネルギーセンター会長賞
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遠赤外線放射・吸収効果の高いセラミック塗材

株式会社日進産業
東京都板橋区坂下2-15-7

03-5916-4451■断熱セラミック「GAINA」～ガイナ～

審査委員会特別賞



受賞製品等の型番

頁 型番テーマ名　受賞者

6
家庭用エアコン
「霧ヶ峰　FZシリーズ」
三菱電機株式会社

12

IE３レベルに対応した高圧＆防爆モータ
東芝三菱電機産業システム株式会社

14

革新的技術により実現したＧaN
パワーデバイス搭載LED電球および
高出力LED投光器
東芝ライテック株式会社

16

ユニバーサルスマートＸ　EDGEseries
東芝キヤリア株式会社 /東北電力株式会社

22

高効率LED照明 ECOHiLUX
「メタルサーキットシリーズ」
アイリスオーヤマ株式会社

33

高出力単一面光源のLED照明　
MIRACH-LED
四国計測工業株式会社
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IDF-CHKEXD11、IDF-BHKEXD11、IDF-CVKEXD11、IDF-BVKEXD11、
IDF-CHKEXE11、IDF-BHKEXE11、IDF-CVKEXE11、IDF-BVKEXE11、
IDF-CHKEWXD11、IDF-BHKEWXD11、IDF-CVKEWXD11、IDF-BVKEWXD11、
IDF-CHKEWXE11、IDF-BHKEWXE11、IDF-CVKEWXE11、IDF-BVKEWXE11、
IDF-CHKENXD11、IDF-BHKENXD11、IDF-CVKENXD11、IDF-BVKENXD11、
IDF-CHKENXE11、IDF-BHKENXE11、IDF-CVKENXE11、IDF-BVKENXE11、
IDF-CHKENWXD11、IDF-BHKENWXD11、IDF-CVKENWXD11、
IDF-BVKENWXD11、IDF-CHKENWXE11、IDF-BHKENWXE11、
IDF-CVKENWXE11、IDF-BVKENWXE11、IDF-CHKE11、IDF-BHKE11、
IDF-CVKE11、IDF-BVKE11、IDF-CHKEW11、IDF-BHKEW11、IDF-CVKEW11、
IDF-BVKEW11、IDF-CHKEN11、IDF-BHKEN11、IDF-CVKEN11、IDF-BVKEN11、
IDF-CHKENW11、IDF-BHKENW11、IDF-CVKENW11、IDF-BVKENW11

RUA-UP51(1～９）(H,N,L,V)、RUA-UP51(1～９）HF(N,L,V)、
RUA-UP56(1～９）(H,N,L,V)

＜LEDシーリングライト＞
CL6D-MC、CL8D-MC、CL12D-MC、CL6DL-MC、CL8DL-MC、CL12DL-MC、
CL8D-MM、CL12D-MM、CL8DL-MM、CL12DL-MM、CL8D-MU、CL12D-MU、
CL8DL-MU、CL12DL-MU、CL8D-MFM、CL12D-MFM、CL8DL-MFM、
CL12DL-MFM、CL8D-MFU、CL12D-MFU、CL8DL-MFU、CL12DL-MFU、CL8N-MFE、
CL12N-MFE
＜丸形 LEDランプ＞
LDCL3030SS/Ｄ/23-Ｃ、LDCL3030SS/Ｄ/23-Ｐ、LDCL3032SS/Ｄ/27-Ｃ、
LDCL3032SS/Ｄ/27-Ｐ、LDCL3040SS/Ｄ/29-Ｃ、LDCL3040SS/Ｄ/29-Ｐ、
LDCL3240SS/Ｄ/32-Ｃ、LDCL3240SS/Ｄ/32-Ｐ、LDCL3030SS/N/23-Ｃ、
LDCL3030SS/N/23-Ｐ、LDCL3032SS/N/27-Ｃ、LDCL3032SS/N/27-Ｐ、
LDCL3040SS/N/29-Ｃ、LDCL3040SS/N/29-Ｐ、LDCL3240SS/N/32-Ｃ、
LDCL3240SS/N/32-Ｐ、LDCL3030SS/L/23-Ｃ、LDCL3030SS/L/23-Ｐ、
LDCL3032SS/L/27-Ｃ、LDCL3032SS/L/27-Ｐ、LDCL3040SS/L/29-Ｃ、
LDCL3040SS/L/29-Ｐ、LDCL3240SS/L/32-Ｃ、LDCL3240SS/L/32-Ｐ
＜HID 代替 LEDランプ＞
LDTS22Ｄ-Ｇ/Ｃ、LDTS22Ｄ-Ｇ/Ｆ、LDTS22Ｎ-Ｇ/Ｃ、LDTS22Ｎ-Ｇ/Ｆ、
LDTS22Ｗ-Ｇ/Ｃ、LDTS22Ｗ-Ｇ/Ｆ、LDTS22Ｌ-Ｇ/Ｃ、LDTS22Ｌ-Ｇ/Ｆ、
LDTS33Ｄ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、LDTS33Ｄ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ、LDTS33Ｎ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、
LDTS33Ｎ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ、LDTS33Ｗ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、LDTS33Ｗ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ、
LDTS33Ｌ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、LDTS33Ｌ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ、LDTS44Ｄ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、
LDTS44Ｄ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ、LDTS44Ｎ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、LDTS44Ｎ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ、
LDTS44Ｗ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、LDTS44Ｗ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ、LDTS44Ｌ-Ｇ-Ｅ39/Ｃ、
LDTS44Ｌ-Ｇ-Ｅ39/Ｆ

＜LED電球＞
LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDR7L-M-E11/D 、
LDR7L-W-E11/D
＜LED投光器＞
LEDS-12503NN（電源：LEK-3H8P039A01）、
LEDS-12503NM（電源：LEK-3H8P039A01）、
LEDS-12503NW（電源：LEK-3H8P039A01）

MSZ-FZ4018S、MSZ-FZ5618S、MSZ-FZ6318S、MSZ-FZ7118S、
MSZ-FZ8018S、MSZ-FZ9018S、MSZ-FZV4018S、MSZ-FZV5618S、
MSZ-FZV6318S、MSZ-FZV7118S、MSZ-FZV8018S、MSZ-FZV9018S

MCC1030N- L10/P00_IP54、L07/LP00_IP54、L10/P00_IP65、L06/LP00_IP65、
 L03/LP00_IP65
MDC1030N- L13/LP00_IP54、L15/P00_IP54、L06/LP00_IP65、L12/LP00_IP65、
 L15/P00_IP65
MAC1030N- L10/P00_IP54、L07/LP00_IP54、L10/P00_IP65、L06/LP00_IP65、
 L03/LP00_IP65
MBC1030N- L13/LP00_IP54、L15/LP00_IP54、L03/P00_IP65、L05/P00_IP65、
 L09/P00_IP65、L15/P00_IP65、L06/LP00_IP65、L12/LP00_IP65、
MAC1030N- L10/P01_IP54、L07/LP01_IP54、L10/P01_IP65、L06/LP01_IP65、
 L03/LP01_IP65
MBC1030N-L13/LP02_IP54、L15/P02_IP54、L03/P02_IP65、L05/P02_IP65、
 L09/P02_IP65、L15/P02_IP65、L06/LP02_IP65、L12/LP02_IP65、
MAC1060N- L10/P10_IP54、L07/LP10_IP54、L10/P10_IP65、L06/LP10_IP65、
 L03/LP10_IP65
MBC1060N- L03/P10_IP65、L05/P10_IP65、L09/P10_IP65、
MAC1060N- L10/P11_IP54、L07/LP11_IP54、L10/P11_IP65、L06/LP11_IP65、
 L03/LP11_IP65
MBC1060N- L03/P12_IP65、L05/P12_IP65、L09/P12_IP65



受賞製品等詳細では、受賞製品等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。全型番は下表の通りです。

頁 型番テーマ名　受賞者

設置済み機器の熱源リプレースによる
省エネ推進ビジネスモデル
ダイキン工業株式会社

36

42

省エネ性、快適性、サービス性を追求した
「店舗・オフィス用エアコン XEPHY６シリーズ」
パナソニック株式会社

43

吸収式冷凍機『節電型ナチュラルチラーPR型』
パナソニック株式会社
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

38 省エネ冷凍冷蔵庫「マジック大容量 新 VEGETAシリーズ」
東芝ライフスタイル株式会社

注）この他、商品の色柄等、省エネルギー性能等の基本性能に直接関係しない仕様の違いを示す記号等が型番等に付加されることがあります。
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35

高効率と省スペースを両立した
F型構造　モジュールチラー
「ヘキサゴンフォース」
ダイキン工業株式会社

UWXY850F、UWXY1180F、UWXY1500F、UWXY1800F、UWXY850FL、UWXY1180FL、
UWXY1500FL、UWXY1800FL、UWXY850FE、UWXY1180FE、UWXY1500FE、UWXY1800FE、
UWXY850FLE、UWXY1180FLE、UWXY1500FLE、UWXY1800FLE、UWXY850FH、UWXY1180FH、
UWXY1500FH、UWXY1800FH、UWXY850FLH、UWXY1180FLH、UWXY1500FLH、UWXY1800FLH、
UWXY850FC、UWXY1180FC、UWXY1500FC、UWXY1800FC、UWXY850FLC、UWXY1180FLC、
UWXY1500FLC、UWXY1800FLC、UWXY850FY、UWXY1180FY、UWXY1500FY、UWXY1800FY、
UWXY850FLY、UWXY1180FLY、UWXY1500FLY、UWXY1800FLY、UWXY850FT、UWXY1180FT、
UWXY1500FT、UWXY1800FT、UWXY850FLT、UWXY1180FLT、UWXY1500FLT、UWXY1800FLT、
UWXY850FV、UWXY1180FV、UWXY1500FV、UWXY1800FV、UWXA850F、UWXA1180F、
UWXA1500F、UWXA1800F、UWXA850FL、UWXA1180FL、UWXA1500FL、UWXA1800FL、
UWXA850FE、UWXA1180FE、UWXA1500FE、UWXA1800FE、UWXA850FLE、UWXA1180FLE、
UWXA1500FLE、UWXA1800FLE、UWXA850FH、UWXA1180FH、UWXA1500FH、UWXA1800FH、
UWXA850FLH、UWXA1180FLH、UWXA1500FLH、UWXA1800FLH、UWXA850FC、UWXA1180FC、
UWXA1500FC、UWXA1800FC、UWXA850FLC、UWXA1180FLC、UWXA1500FLC、UWXA1800FLC、
UWXA850FY、UWXA1180FY、UWXA1500FY、UWXA1800FY、UWXA850FLY、UWXA1180FLY、
UWXA1500FLY、UWXA1800FLY、UWXA850FT、UWXA1180FT、UWXA1500FT、UWXA1800FT、
UWXA850FLT、UWXA1180FLT、UWXA1500FLT、UWXA1800FLT、UWXA850FV、UWXA1180FV、
UWXA1500FV、UWXA1800FV

RQUP224D,RQUP280DA,RQUP335DA,RQUP400DA,RQUP450DA,RQUP500DA,
RQUP560DA,RQUP615DA,RQUP670DA,RQUP730DA,RQUP775DA,RQUP850DA,
RQUP900DA,RQUP950DA,RQUP1000DA,RQUP224DAE,RQUP280DAE,RQUP335DAE,
RQUP400DAE,RQUP450DAE,RQUP500DAE,RQUP560DAE,RQUP615DAE,RQUP670DAE,
RQUP730DAE,RQUP775DAE,RQUP850DAE,RQUP900DAE,RQUP950DAE,RQUP1000DAE,
RQUP224DAH,RQUP280DAH,RQUP335DAH,RQUP400DAH,RQUP450DAH,RQUP500DAH,
RQUP560DAH,RQUP615DAH,RQUP670DAH,RQUP730DAH,RQUP775DAH,RQUP850DAH,
RQUP900DAH,RQUP950DAH,RQUP1000DAH,RQYP140DA,RQYP160DA,RQYP224DA,
RQYP280DA,RQYP335DA,RQYP400DA,RQYP450DA,RQYP500DA,RQYP560DA,
RQYP615DA,RQYP670DA,RQYP730DA,RQYP775DA,RQYP850DA,RQYP900DA,
RQYP950DA,RQYP1000DA,RQYP1060DA,RQYP1120DA,RQYP1180DA,RQYP140DAE,
RQYP160DAE,RQYP224DAE,RQYP280DAE,RQYP335DAE,RQYP400DAE,RQYP450DAE,
RQYP500DAE,RQYP560DAE,RQYP615DAE,RQYP670DAE,RQYP730DAE,RQYP775DAE,
RQYP850DAE,RQYP900DAE,RQYP950DAE,RQYP1000DAE,RQYP1060DAE,
RQYP1120DAE,RQYP1180DAE,RQYP140DAH,RQYP160DAH,RQYP224DAH,
RQYP280DAH,RQYP335DAH,RQYP400DAH,RQYP450DAH,RQYP500DAH,RQYP560DAH,
RQYP615DAH,RQYP670DAH,RQYP730DAH,RQYP775DAH,RQYP850DAH,RQYP900DAH,
RQYP950DAH,RQYP1000DAH,RQYP1060DAH,RQYP1120DAH,RQYP1180DAH,
RQSP224D,RQSP280D,RQSP335D,RQSP400D,RQSP450D,RQSP500D,RQSP560D,
RQSP615D,RQSP670D,RQSP730D,RQSP775D,RQSP850D,RQSP900D,RQSP950D,
RQSP1000D,RQSP224DE,RQSP280DE,RQSP335DE,RQSP400DE,RQSP450DE,
RQSP500DE,RQSP560DE,RQSP615DE,RQSP670DE,RQSP730DE,RQSP775DE,
RQSP850DE,RQSP900DE,RQSP950DE,RQSP1000DE,RQSP224DH,RQSP280DH,
RQSP335DH,RQSP400DH,RQSP450DH,RQSP500DH,RQSP560DH,RQSP615DH,
RQSP670DH,RQSP730DH,RQSP775DH,RQSP850DH,RQSP900DH,RQSP950DH,
RQSP1000DH,RQWZ45TV,RQWZ60TV,RQWZ45TVH,RQWZ60TVH

GR-M600FWX,GR-M600FW,GR-M550FWX,GR-M550FW,GR-M510FWX,
GR-M510FW,GR-M510FD,GR-M460FWX,GR-M460FW,GR-M460FD

（四方向カセット室内機）
CS-P40U6、CS-P45U6、CS-P50U6、CS-P56U6、CS-P63U6、CS-P71U6、
CS-P80U6、CS-P112U6、CS-P140U6、CS-P160U6
（G6室外機）
CU-P40G6(S)、CU-P45G6(S)、CU-P50G6(S)、CU-P56G6(S)、CU-P63G6(S)、
CU-P80G6(S)、CU-P112G6、CU-P140G6、CU-P160G6　※（）は単相機種

QPW-PR70FG(1,2,3)、QPW-PR80FG(1,2,3)、QAW-PR100FG(1,2,3)、QAW-PR120FG(1,2,3)、
QAW-PR150FG(1,2,3)、QAW-PR180FG(1,2,3)、QBW-PR210FG(1,2,3)、QBW-PR240FG(1,2,3)、
QBW-PR280FG(1,2,3)、QBW-PR320FG(1,2,3)、QCW-PR360FG(1,2,3)、QCW-PR400FG(1,2,3)、
QDW-PR450FG(1,2,3)、QDW-PR500FG(1,2,3)、QEW-PR560FG(1,2,3)、QEW-PR630FG(1,2,3)、
QEW-PR700FG(1,2,3)、QFW-PR800FG(1,2)、QFW-PR900FG(1)、QFW-PR10XFG
※(　　）内は加熱能力増加仕様を示す

45

ルームエアコン
「ステンレス・クリーン 白くまくん」
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

RAS-X22H、RAS-X25H、RAS-X28H、RAS-X36H、RAS-X36H2、RAS-X40H2、
RAS-X56H2、RAS-X63H2、RAS-X71H2、RAS-X80H2、RAS-X90H2、RAS-XC22H、
RAS-XC25H、RAS-XC28H、RAS-XC36H、RAS-XC36H2、RAS-XC40H2、
RAS-XC56H2、RAS-XC63H2、RAS-XC71H2、RAS-XC80H2、RAS-XC90H2、
RAS-XJ22H、RAS-XJ25H、RAS-XJ28H、RAS-XJ36H、RAS-XJ36H2、RAS-XJ40H2、
RAS-XJ56H2、RAS-XJ63H2、RAS-XJ71H2、RAS-XJ80H2、RAS-XJ90H2



本部
〒108-0023　東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング TEL.03-5439-9773　FAX.03-5439-9777
北海道支部
〒060-0001　札幌市中央区北1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
〒530-0013　大阪市西区新町1-13-3 四ツ橋KFビル TEL.06-6539-7515　FAX.06-6539-7370
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
〒760-0023　高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル8階 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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