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「ゼロエネ予冷・再熱」の除湿給気ユニットによる
省エネ空調ソリューション
【製品】■除湿・加湿両用

ECOSALA-CH シリーズ

■除湿専用

三建設備工業株式会社

東京都中央区新川 1-17-21 茅場町ファーストビル
03-6280-2561

「ゼロエネ予冷・再熱」の除湿給気ユニットによる省エネ空調ソリューション

三建設備工業株式会社....................................................................................................................................... 31

奥行薄型大容量プラズマクラスター冷蔵庫

シャープ株式会社.............................................................................................................................................. 32

住宅向け省エネ情報提供サービス『スマートハイムナビ・スマートハイムＦＡＮ』

積水化学工業株式会社....................................................................................................................................... 33

二重反転プロペラファンを搭載した空気清浄機

象印マホービン株式会社..................................................................................................................................... 34

換気機能搭載 家庭用エアコン『うるさらX』

ECOSALA-C シリーズ

受賞概要
本ビジネスモデルは、低湿度環境の工場に加え、省エネ化されたオフィスにおいても必要となってきている冷却除湿・再熱型の空調を
提供するもので、
「ゼロエネ予冷・再熱」の除湿給気ユニットにより高度かつ容易に省エネができるソリューションである。特長は熱交換器
で取り込み外気を予め冷却（予冷）し、すでに冷却除湿された給気の再加熱（再熱）でエネルギーを相殺することでエネルギー使用を
抑える仕組みを活用している。製品構成は、主要な機器やセンサ、高度な制御と遠隔管理も構成できる制御盤など全てパッケージ化して
おり、現地施工を容易にし、建物用途ごとに異なる空調の要求（低い相対湿度など）にあわせ、既存空調設備とも一体でカスタマイズ
できる。年間低湿度要求がある食品工場に本設備を導入した事例では、夏期除湿にかかる一次エネルギー消費量とCO2排出量を78％
削減した。また、ランニングコストを82％削減し、投資回収年数が2.5年という経済性を実現した。
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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

住宅向け省エネ情報提供サービス
『スマートハイムナビ・スマートハイム FAN』

奥行薄型大容量プラズマクラスター冷蔵庫
【製品】■ SJ-MF46H-H/S

■ SJ-MW46H-H/S

■ SJ-FA46H-W

【ビジネスモデル】

シャープ株式会社

積水化学工業株式会社

大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号
06-6791-7301

32

東京都港区虎ノ門 2-10-4
03-6748-6408

受賞概要

受賞概要

本製品は、発泡ウレタンの流動性改善やテーパレス内箱の採用などにより、
「真空断熱材」のカバー率を極限まで高めた新型キャビネット
の開発に成功し、業界トップクラスの容積効率と省エネを実現した。内容は、大容量でも奥行630mmの省スペースであり、真空断熱材
のカバー率の飛躍的な向上や冷気回路の省スペース化、機械室の放熱機器設計の改善、
３WAYバルブ採用による冷凍サイクルの改善等
で断熱性能を30％、冷却効率を22％それぞれ改善している。同社独自の高効率冷却システムの搭載により、前年同等容量モデル
対比37％の省エネ ※1 、および2021年省エネ法基準値 ※2 をクリアし、冷蔵庫進化の長年の課題であった「省スペース大容量」と
「省エネ性向上」の両立に成功した。また、AI、IoTを組み合わせた機能や、プラズマクラスター除菌、鮮度保持などを有し、食品保存性
向上による「食ロス」にも配慮した優れた製品である。※1：2019年製SJ-F462E 420kWh/年との比較 ※2：2021年度省エネ達成基準率

本応募は、販売住宅の入居者に提供する独自の省エネ情報提供サービス「スマートハイム（HEMS）」及びスマートハイムFAN
（WEBサイト）によって、省エネの進化型「エネルギー自給自足住宅」の普及を目指すサービスである。同社の販売住宅は85％がZEHで
あるが、情報提供やコンサル等により入居者のさらなる省エネをサポートする。内容は、①売買電量に加え、発電量・蓄電池充放電量から
自給自足率（自家消費割合）を見える化、②建物・入居者の詳細情報（仕様・間取り・人数等）を、エネルギー情報と合わせて省エネに
関する高精度な分析・アドバイスを可能とする、③正確なデータ収集と安全・安心のため、HEMS・太陽光発電・蓄電池の稼働状況を監視
し、さらにナビによる７万棟以上のデータを活用し、分析・情報提供を行う、等。省エネ効果は、同情報サービスの活用により年間電力
使用量3.3％削減を実現している。
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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

二重反転プロペラファンを搭載した空気清浄機

換気機能搭載

【製品】■ PU-AA50

【製品】■ S40ZTRXP-W

家庭用エアコン『うるさら X』
■ AN40ZRP-W 他（全 97 機種）

象印マホービン株式会社

ダイキン工業株式会社

大阪府大東市中垣内１丁目２番１号
072-870-6564

34

大阪府大阪市北区中崎西二丁目 4 番 12 号 梅田センタービル
06-6373-4312

受賞概要

受賞概要

空気清浄機の清浄能力は空気を循環する量（風量）に比例する。しかし、実態としては消費電力や騒音などを気にして、定格能力
（最大風量）ではないモードが使用され、空気清浄機の効果が十分に発揮できていない状況が多々ある。この課題解決として開発した
のが本製品である。特徴は、空気清浄機のキーパーツであるファンに航空機や船舶等で使用される二重反転プロペラを応用した「二重
反転プロペラファン」を搭載し、フィルターには濾材面積をギリギリまで大きくした一般的な板状のフィルターの約２倍となる「大面積
フィルター」を搭載したことにより、圧力損失は２分の１以下に低減している。また、各部の効率を最大限高める設計としている。これに
より、リビングなどの大空間を清浄できる能力で運転した状態で、他社同等クラス品の約20%程度の低消費電力10Wと、運転音39dB
という静音性を実現させている。

本製品は、省エネ換気＋湿度対策＋電力抑制をコンセプトにした換気機能搭載のルームエアコンである。最大の特徴は室外機上部に換気

2021 年度省エネ大賞 受賞概要集

ユニットを搭載し、室内機と室外機をつなぐエアコンの構造を活かした最適な給排気機構としたことである。空調安定時に窓開け換気など
による温度や湿度の変動の大きい環境において効率のよい運転制御への見直しを行っている。これにより、例えば給気換気では暖房時の

５分間窓開け換気に比べ、約20％の省エネとし、夏場は排気・給気換気により約17％の省エネを達成する。また、除湿効率も現行機の

除湿に比べ10％向上する。これらを可能とした技術は給排気機構と電子膨張弁の開発による可変冷媒流量最適制御であり、さらに電力
需要逼迫時の抑制運転を可能とするパワーセレクト機能の搭載等、先進性のある製品となっている。
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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

【製品】■彩樹の家 LCCM × RESILIENCE

【ビジネスモデル】

彩樹の家 ZEH × RESILIENCE
～経済メリットを活かした ZEH 技術の全国工務店への普及～
■彩樹の家 ZEH × RESILIENCE

株式会社高砂建設 一般社団法人長寿命住宅普及協会

埼玉県蕨市中央 1-10-2
048-445-5000

36

株式会社 Looop

冷却塔方式
復水器冷却水系統最適制御システム

株式会社イエタス

株式会社中部プラントサービス

愛知県名古屋市熱田区五本松町 11-22
052-679-1200（代表）

受賞概要

受賞概要

本ビジネスモデルは、高気密高断熱住宅における長年の実績を持つ地域の工務店とZEH設計の知見を持つ設計事務所、太陽光利用の
専門事業者等が協力し、太陽光発電搭載量算出プログラムを開発し、ZEHの課題である設計手法の容易化と、施工技術の標準化および
技術サポート・ノウハウの提供、さらに蓄電池の標準装備を含めた太陽光発電設備の導入コストの施主負担をゼロとする仕組みを構築
したZEH普及化システムである。本システムで建設したUA値0.56（HEAT20 G1）の住宅で、小型室内機を備えたマルチシステムに
よる全館冷暖房を24時間常時運転を１年間継続したところ、通常の高断熱レベルである温熱等級４の住宅の概ね64％のエネルギーで
冷暖房が可能とした。なお、普及に当たっては高品質の住宅の普及と価値算定、価値評価を行っている協会と連携し、全国の会員工務店
への展開を図っており、今後のZEH普及が期待できる。

バイオマス発電所等にある冷却塔方式の復水器冷却システムは、大気の状態により冷却能力が大きく変化する。しかも、高温多湿の夏季
に合わせて設計するため、年間の大半が過冷却となり、動力の無駄が大きい。本システムはこの課題解決として、冷却塔方式の復水器
冷却水系統の補機（冷却塔ファンおよび循環水ポンプ）の回転数を最適に制御し、発電設備の所内動力を削減するとともに、売電量を
増加させる。具体的には、冷却塔ファンによる冷却風量と循環水ポンプによる冷却水流量の両方を制御して、冷却水の過冷却を防止し、
冷却塔ファンと循環水ポンプの合計動力を最小にするとともに、復水器真空を一定に制御する。本システムを導入した自社発電設備
では、動力削減量1,337MWh/年（原油換算337kL/年）、削減率52.2%と動力量を半分以下とした。また、復水器真空値も年間を
通して概ね一定に制御でき、タービン効率の向上に貢献する。
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省エネルギーセンター会長賞
省エネ フォークリフトクーラー

省エネルギーセンター会長賞

PureDrive-FL

【製品】■ ZEA193701

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町 1 番地
0565-28-2121

38

“クルマ”とつながる快適な ZEH
【製品】■シンセシリーズ SINCE Smart stage（シンセ・スマートステージ）、SINCE Piana（シンセ・ピアーナ）、SINCE HUGMI（シンセ・はぐみ）、SINCE feelas（シンセ・フィーラス）他（全 7 商品）

ブラザー工業株式会社 株式会社ブラザーエンタープライズ

名古屋市瑞穂区苗代町 15 番 1 号
052-824-2511

トヨタホーム株式会社

名古屋市瑞穂区苗代町 26-17
052-824-3281

愛知県名古屋市東区泉 1 丁目 23 番 22 号
052-952-3111（代表）

受賞概要

受賞概要

本製品は、夏季において熱中症リスクの高いフォークリフト作業者向けに、省エネかつ快適な作業環境を提供できるフォークリフト専用の
クーラーとして、
トヨタとブラザーが協業で開発した。内容はフロンレスのスポットクーラーで、さらに直接蒸発冷却と間接蒸発冷却とを
組み合わせたハイブリッド蒸発冷却方式に着目し、冷却ユニットを小型化させ、従来製品と比較し消費電力を220Wから60Wに削減して
いる。冷風機として，快適でありながらエネルギー消費量が最小限に抑えられている。また、フォークリフト特有の衝撃や振動にも耐える
強度も有している。さらに，開発過程においてトヨタ内の実際の現場での評価を通して，ユーザー目線で使用感を徹底的に改善している。
本製品導入により物流エリアの個別空調化が実現することで，
トヨタにおける空調の省エネに大きく寄与することが期待される。同方式に
より従来物流エリア比でエネルギー消費量を92％削減する。

本製品は、標準化されたZEH仕様の住宅にV2H（Vehicle to Home）を導入し、省エネとレジリエンスを両立させ、移動と住まいを

2021 年度省エネ大賞 受賞概要集

含めたトータルで低炭素かつ経済性が向上する暮らしを提案する。昼の太陽光発電をクルマに充電し、車両走行や夜間宅内負荷に利用

することでZEH達成のままCO2削減が可能となる。特長はV2HスタンドとHEMSを連携させることで過去の充電量や電力契約等の様々

な情報や翌日の気象情報をもとに余剰電力を予想しクルマの充電に有効活用できる「エネルギーマネジメント制御」や、
「ピークカット
制御」
「停電時の給電」である。省エネ効果は、H24年仕様の一次エネルギー使用量に対して、
ＺＥＨ仕様で33.3％削減を達成、
Ｖ２ＺＥＨ
仕様でCO2排出量53.4％削減を可能とした。
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省エネルギーセンター会長賞

電気の「見える化」「理解（わか）る化」を通じた
トータルソリューション

【製品】■主装置 ES SYSTEM

■ SMARTMETER ERIA

■ SMART CLOCK

日本テクノ株式会社

東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 53F
03-3349-1111

40

省エネルギーセンター会長賞
住宅用加湿機能付き全熱交換型換気システム
【製品】■ FY-180ZRR1JK

パナソニック エコシステムズ株式会社
愛知県春日井市鷹来町字下仲田 4017 番
0568-81-1511

株式会社一条工務店

東京都江東区木場 5-10-10
053-485-4561

受賞概要

受賞概要

本ソリューションは、高圧電力需要家全業種に対し、電気を①「見える化」する商品と、②電気の「理解（わか）る化」に必要な情報提供と
コンサルにより省エネ実現をトータルで支援する。①は、高圧受変電設備に設置した常時監視システム『ES SYSTEM』が電力使用情報を
収集し、これを管理モニターおよび電力の使用状況をLEDの光と音声で知らせる時計上で表現し、色や警告音などでも注意喚起する。
②は、顧客が自事業場の電力の使用状況をデータで確認できるサイト提供と、半年に1回顧客を訪問またはリモート等により直近の電力
使用状況を報告し、対処法を共に考えるコンサルティングを通じ、顧客の電気の「理解る化」をサポートし、省エネのPDCAサイクル成立を
アシストする。2021年４月時点で電力マネジメントシステムの導入顧客は約4万7,000件、このうち、事業の急拡大など電気の使用条件
に大きな変動の見られない19,209社の導入前と導入後の1年間のデータ比較で、デマンド値で6.98％、使用電力量で3.97％の改善
効果が見られている。

本製品は、住宅の高気密・高断熱化に伴う冬季の過剰乾燥対策として、省エネと快適性の両立を目指し開発された加湿機能付きの全熱
交換型換気システムである。特徴は、①エネルギー（温湿度）を逃がさない換気、②最小限のエネルギーによる加湿というコンセプト。
具体的には、①を実現するべく高効率な全熱交換素子（顕熱交換効率90％、潜熱交換効率82％）と同社独自のIAQ制御を搭載した
熱交換換気を開発、②を実現するべく同社独自の遠心水破砕技術に加え、破砕円盤を制御するアルゴリズムを開発し、加湿量のコントロール
性を向上、必要最低限の水使用量とわずか16Wの消費電力で全館加湿を実現した。年間１万棟以上のZEH住宅を提供する一条工務店の
住空間ノウハウと、加湿・熱交換換気技術を搭載した本製品により、年間消費電力は95％削減、8,687kWh削減（東京都の場合）を２社
共同で実現している。
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省エネルギーセンター会長賞

地熱利用エコナビ換気システム HEPA+ を搭載した
ZEH 住宅

【製品】■エコナビ搭載換気システム HEPA ＋の ZEH

省エネルギーセンター会長賞
北海道における寒冷地型 ZEB 普及促進事業
【ビジネスモデル】

パナソニックホームズ株式会社

北海道電力株式会社

大阪府豊中市新千里西町 1-1-4
06-6834-1463

42

北海道札幌市中央区大通東１丁目 2 番地
011-251-8072

受賞概要

受賞概要

本住宅は、地熱を活用する建築的工夫により、清潔な空気で住まう人の健康・くらしの質を高めながら、省エネ性を向上させた換気
システムを搭載するZEH住宅である。特徴であるエコナビ搭載換気システムHEPA+は、累計19,000棟で採用され、省エネ効果は約
5.7MW/年のソーラー発電量に匹敵する。
（省エネ効果は、第三種換気の一般住宅と本製品の一次エネルギー削減量が概ね３GJ/年・棟
とした場合、出荷物件のトータル一次エネルギー削減効果として太陽光パネルの発電量に換算）構成の特徴は、○高断熱躯体に加え、基礎
断熱の床下の地熱を活用して換気空気を導入する第一種換気方式を採用。
（外気を直接導入する三種換気と比べて、空調のエネルギー
消費を削減。一般的な熱交換換気の温熱メリットの同等以上）。○冬季には、内外温度差検知による風量制御で過換気を抑制し、快適性を
向上。○給気は床下の沈降効果に加え、HEPAフィルターの浄化により0.3μmの微粒子を99.97％除去できる。

本ビジネスモデルは、北海道において、新築・既設・業種を問わずZEBのコンサルを行い、寒冷地型ZEBの普及促進に大きく貢献する
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取り組み。同社は、全国の大手の電力・ガス会社で最も早くZEBプランナーに登録（2018年2月登録）し、電力事業の付加価値サービス

として先駆的にZEBコンサルを開始した。寒冷地建築物のZEB化に対して、システム提案から補助金申請のサポート、竣工後の運用に
至るまでの一貫したコンサルを行う。SIIにて登録されている北海道内ZEB16件のうち6件に関与（2021年12月20日時点）する

など、北海道で最多の実績を上げている。さらに、道内各地域で自治体・建築主にZEBをPRする各種セミナーや勉強会、ビジネス

イベント等を開催し、積極的に広報活動も展開する等、北海道の電力事業者トップランナーとして積雪寒冷地でのZEB普及を牽引する。
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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

省エネ型ＩＨロータリー式自動フライヤー

寒冷地向けハイブリッド冷暖房・給湯システム

【製品】■ MIFR-R096L

■ MIFR-R096R

【製品】■ヒートポンプユニット：RHP-R87／熱交換ユニット：RNKU-2314 ／ガス給湯暖房熱源機：RHBH-RM246AFF2-1／給湯暖房用リモコン：MBC-301VCK

株式会社マルゼン

東京都台東区根岸 2-19-18
03-5603-7111

44

リンナイ株式会社

愛知県名古屋市中川区福住町 2 番 26 号
052-361-8211

エア・ウォーター北海道株式会社
北海道札幌市中央区北 3 条西 3 丁目 1 番地
011-212-8227

株式会社コロナ

新潟県三条市東新保 7 番 7 号
0256-32-2111

受賞概要

受賞概要

本製品は、多品種少量調理に特化した、省エネ型IHロータリー式自動フライヤーである。特徴は、傾斜させた油槽内に複数の搬送羽根を
備え、それらが油槽底面と平行回転することで、投入された食材が搬送羽根によって自動で搬送，搬出される仕組みで、これによって、
調理工程の大幅な省力化と省エネを実現した。調理時間は、食材の投入位置によって決定されることから、調理ミスのリスクを低減する
とともに、食品ロスの削減にもつながる。また、IH加熱方式の採用により油槽をフラット構造とすることで、油量削減，清掃性の向上
を図った。同等の調理面積を有する通常の電気式やガス式のフライヤーと比較すると、油量を32%削減、立ち上がり時の消費電力量を
15.4%削減させた。さらに、ECOモードでは設定温度より20℃下げて温度制御し、2時間のアイドルタイムで16.9%の消費電力量の
削減効果がある。

本製品は、家中の給湯、暖房、冷房を1台のシステムで賄うことができる業界初の寒冷地向けハイブリッド冷暖房・給湯システムである。
特徴は、ヒートポンプ（HP)性能が最大限に発揮できるようガス熱源機との接続を直列とし、ガス熱源機によるハイパワー暖房（速暖性や
低外気でも高出力）と電気HPの高効率性（経済性、省エネ性）を最適にハイブリッド化することで、快適性、省エネ性、経済性、環境性を
高いレベルで実現した。HP式は外気温度が低い場合に出力や効率を低下させてしまう課題があり、ガス潜熱回収式は外気温度が低く
ても能力や効率を低下させないものの原理的に効率100％を超えない課題があるが、ハイブリッドにすることで、両技術の長所・特性を
活かしている。さらに、寒冷地における近年の冷房需要増加に対応するため、HPでつくられた冷水をガス熱源機や暖房端末へ循環しない
直列システムを構築している。一次エネルギー消費量は、冷暖房で従来機比18％、最新型26畳用寒冷地エアコン比で11％削減する。
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審査委員会特別賞

受賞製品等の型番

『ＲＯ膜水処理設備』省エネソリューションサービス
【.オルスマートＲＯ.】
.

頁

オルガノ株式会社

受賞概要

サイドフロー型ビル用マルチ「フレックスマルチ -mini モジュール」／日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

8

人に寄り添う美肌うるおいシステム『給水フリー加湿＆新ナノイーＸ』搭載エアコン／パナソニック株式会社.空調冷熱ソリューションズ事業部

18

各分野で普及しているＲＯ膜（逆浸透膜）水処理設備は、膜障害の一つであるファウリング発生が原因となりポンプ電力が増加する。
本ビジネスモデルは、この課題を解決する省エネソリューションサービスである。①ＲＯ膜水処理薬品シリーズ、②ファウリング管理と薬品

注入制御、③遠隔管理システムの３つの独自開発技術によりサービス提供を行う。具体的には、新開発した殺菌成分【安定化次亜臭素酸】

を主成分とする新スライムコントロール剤を新たに加えたＲＯ膜専用薬品シリーズによって、顧客状況に合わせた最適処理を可能にし、
同時に、ファウリング管理と薬品注入制御を高セキュリティの遠隔管理システムを用いて行うことにより、確実なファウリング抑制による

製品名／社名／型番

6

【製品】■オルスマート RO

東京都江東区新砂 1 丁目 2 番 8 号
03-5635-5214

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。

20

RAS-AP224SSM,.RAS-AP280SSM,.RAS-AP335SSM,.RAS-AP400SSM,.RAS-AP450SSM,.RAS-AP500SSM,.
RAS-AP560SSM,.RAS-AP615SSM,.RAS-AP670SSM,.RAS-AP730SSM,.RAS-AP775SSM,.RAS-AP850SSM,.
RAS-AP900SSM,.RAS-AP950SSM,.RAS-AP1000SSM,.RAS-AP1060SSM,.RAS-AP1120SSM,.RAS-AP1180SSM,.
RAS-AP1220SSM,.RAS-AP1280SSM,.RAS-AP1360SSM,.RAS-AP1400SSM,.RAS-AP1450SSM,.RAS-AP1500SSM
CS-LX402D2,.CS-LX562D2,.CS-LX632D2,.CS-LX712D2,.CS-LX802D2,.CS-LX902D2,.CS-402DLX2,.
CS-562DLX2,.CS-632DLX2,.CS-712DLX2,.CS-802DLX2,.CS-902DLX2

空冷ヒートポンプ式熱源機 「EDGE32 シリーズ」 ／東芝キヤリア株式会社

（熱源機）RUAGP331（C,H,L,N,R,V,MC）,.RUAGP421（C,H,L,N,R,V,MC）,.RUAGP511（C,H,L,N,R,V,MC）,.
RUAGP511F（L,N,R,V,MC）,.RUAGP561（C,H,L,N,R,V,MC）,.全288機種,.
（エリアコントローラ）RBP-HV001-UM
（エアハンコントローラ）RBP-HV001-U

第２世代トヨタフューエルセルシステムを搭載した FCEV「MIRAI」／トヨタ自動車株式会社、株式会社デンソー
ZBA-JPD20-CEDSS,.ZBA-JPD20-CEDSS（A）,.ZBA-JPD20-CEDSS（E）,.ZBA-JPD20-CEDHS,.
ZBA-JPD20-CEDHS（E）,.ZBA-JPD20-CEDHS（T）,.ZBA-JPD20-CEDHS（M）

24

オフィスビルの LED 化を促進させる LED 交換キット／アイリスオーヤマ株式会社

35

換気機能搭載

ポンプ消費電力の削減を実現する。ソリューション事例では、ポンプ消費電力を29.5%削減した。

39

LD40S・D/20/32SL,.LD40S・N/20/33SL,.LD40S・W/20/32SL,.LD40S・WW/20/31SL,.LD40S・D/15/24SL,.
LD40S・N/15/25SL,.LD40S・W/15/24SL,.LD40S・WW/15/23SL,.LD40S・D/12/19SL,.LD40S・N/12/20SL,.
LD40S・W/12/19SL,.LD40S・WW/12/19SL,.LD20S・D/7/9SL,.LD20S・N/7/10SL,.LD20S・W/7/9SL,.
LD20S・WW/7/9SL,.GSRK-HL-601,.GSRK-HL-601L,.GSRK-HL-601-D,.GSRK-HL-601L-D,.GSRK-HL-601-LI,.
GSRK-HL-601L-LI,.GSRK-LL-601,.GSRK-LL-601L,.GSRK-LL-601-D,.GSRK-LL-601L-D,.GSRK-LL-601-LI,.
GSRK-LL-601L-LI,.GSRK-HL-602,.GSRK-HL-602L,.GSRK-HL-602-D,.GSRK-HL-602L-D,.GSRK-HL-602-LI,.
GSRK-HL-602L-LI,.GSRK-LL-602,.GSRK-LL-602L,.GSRK-LL-602-D,.GSRK-LL-602L-D,.GSRK-LL-602-LI,.
GSRK-LL-602L-LI,.GSRK-LL-601L-D-ST

家庭用エアコン『うるさらＸ』／ダイキン工業株式会社

S22ZTRXS-W,.S25ZTRXS-W,.S28ZTRXS-W,.S36ZTRXS-W,.S40ZTRXS-W,.S40ZTRXP-W,.S40ZTRXV-W,.
S56ZTRXP-W,.S56ZTRXV-W,.S63ZTRXP-W,.S63ZTRXV-W,.S71ZTRXP-W,.S71ZTRXV-W,.S80ZTRXP-W,.
S80ZTRXV-W,.S22ZTRXS-C,.S25ZTRXS-C,.S28ZTRXS-C,.S36ZTRXS-C,.S40ZTRXS-C,.S40ZTRXP-C,.
S40ZTRXV-C,.S56ZTRXP-C,.S56ZTRXV-C,.S63ZTRXP-C,.S63ZTRXV-C,.S71ZTRXP-C,.S71ZTRXV-C,.
S80ZTRXP-C,.S80ZTRXV-C,.S22ZTRXS-WE,.S25ZTRXS-WE,.S28ZTRXS-WE,.S36ZTRXS-WE,.S40ZTRXS-WE,.
S40ZTRXP-WE,.S40ZTRXV-WE,.S56ZTRXP-WE,.S56ZTRXV-WE,.S63ZTRXP-WE,.S63ZTRXV-WE,.S71ZTRXP-WE,.
S71ZTRXV-WE,.S80ZTRXP-WE,.S80ZTRXV-WE,.S22ZTRXS-CE,.S25ZTRXS-CE,.S28ZTRXS-CE,.S36ZTRXS-CE,.
S40ZTRXS-CE,.S40ZTRXP-CE,.S40ZTRXV-CE,.S56ZTRXP-CE,.S56ZTRXV-CE,.S63ZTRXP-CE,.S63ZTRXV-CE,.
S71ZTRXP-CE,.S71ZTRXV-CE,.S80ZTRXP-CE,.S80ZTRXV-CE,.AN22ZRS-W,.AN25ZRS-W,.AN28ZRS-W,.
AN36ZRS-W,.AN40ZRS-W,.AN40ZRP-W,.AN56ZRP-W,.AN63ZRP-W,.AN71ZRP-W,.AN80ZRP-W,.ATR22ZSE1-W,.
ATR25ZSE1-W,.ATR28ZSE1-W,.ATR36ZSE1-W,.ATR40ZPE1-W,.ATR56ZPE1-W,.ATR63ZPE1-W,.ATR71ZPE1-W,.
ATR80ZPE1-W,.AN22ZRBKS-W,.AN25ZRBKS-W,.AN28ZRBKS-W,.AN36ZRBKS-W,.AN40ZRBKP-W,.AN56ZRBKP-W,.
AN63ZRBKP-W,.AN71ZRBKP-W,.AN80ZRBKP-W,.AN22ZRSK-W,.AN25ZRSK-W,.AN28ZRSK-W,.AN36ZRSK-W,.
AN40ZRPK-W,.AN56ZRPK-W,.AN63ZRPK-W,.AN71ZRPK-W,.AN80ZRPK-W

“クルマ”とつながる快適な ZEH ／トヨタホーム株式会社

シンセシリーズ SINCE.Smart.stage（シンセ・スマートステージ）、SINCE.Piana（シンセ・ピアーナ）、
SINCE.HUGMI（シンセ・はぐみ）、SINCE.feelas（シンセ・フィーラス）、SINCE.VIETROIS（シンセ・ヴィトロワ）、
SINCE.Cada（シンセ・カーダ）、SINCE.i-rashiku（シンセ・アイラシク）

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。

（令和3年度）

省エネ事例部門

全応募事例集
主催

ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE

2021年度

省エネ大賞

Product Category & Business Model Category

Best Practice Category

なお、省エネ事例部門の応募につきましては、「2021 年度（令和 3 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、あわせてご参照
ください。

ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE

本冊子は、2021 年度（令和 3 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 28 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。

2021 年度（令和 3 年度）
省エネ大賞
全応募事例集

後援
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■本部

〒 108-0023
東京都港区芝浦 2-11-5 五十嵐ビルディング

T EL 03-5439-9732
FAX 03-5439-9738

■北海道支部

〒 060-0001
T EL 011-271-4028
札幌市中央区北一条西 2-2 北海道経済センタービル 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

T EL 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

T EL 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

T EL 076-442-2256
FAX 076-442-2257

■近畿支部

〒 550-0013
大阪市西区新町 1-13-3 四ツ橋 KF ビル

T EL 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

T EL 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

T EL 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

T EL 092-431-6402
FAX 092-431-6405
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