
省エネ（節電）省 ネ（節電）
事 例 集

食品環境対策室



○冷蔵庫の冷却冷凍機を更新する際に省エネ型自然冷媒冷凍装置を導入。
◆ ネ ギ 効率 良 ク 冷凍機と集中制御 運転 効率化

冷凍・冷蔵庫の更新
菓子製造工場

年間電力使用量：

◆エネルギー効率の良いスクリュー冷凍機と集中制御で運転の効率化。
◆冷却した液化ＣＯ２の循環により冷却効果を向上。
※設備動力を１７６ｋｗ→１３５ｋｗに引き下げ。

年間電力使用量：
５２９千ｋｗｈ→３２４千ｋｗｈ
（▲２０４千ｋｗｈ ▲３９％）

※初期投資：６，５００万円
※電力コスト：３００万円／年 削減

冷菓製造工場

※電力コスト：３００万円／年 削減
※ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ：３０万円／年
※耐用年数：２０年

注：電力量及び金額はおおよその数値である。以下同じ。

○冷凍庫を手動温度設定式から、各館別に制御可能な小型省エネタイプ
（密閉型スクリュー冷凍機）に更新。
◆エネルギー効率の良いスクリュー冷凍機と集中制御で運転の効率化。
◆エネルギー効率の高い代替フロン（R４０４Ａ）を冷媒に使用。

年間電力使用量：
前年対比 １，２１８千ｋｗｈ削減

（▲５０％）
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※初期投資：５，３００万円
※電力コスト：１，８００万円／年 削減
※ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ：２５万円／年
※耐用年数：６年



○常に定格運転している冷却システムの循環ポンプについて、インバー
ターを導入し、負荷に応じて出力調整。
◆インバーター導入で 出力１１ｋｗの循環ポンプを５０Hzから３０Hzで

製菓製造工場インバーターの導入

年間電力使用量：
５２千ｋ ｈ

◆インバ タ 導入で、出力１１ｋｗの循環ポンプを５０Hzから３０Hzで
運転。電流値が３０Aから６Aに削減。
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ー 当初設置した時の製品品目が

変わり、冷凍機の稼働が減っ
たが、循環ポンプの出力は変
わらなかった。これにイン
バーターを入れて負荷に合わ
せて出力を落とした。
2系統分実施した。

※初期投資：２５万円
※電力コスト：５０万円／年 削減

飲料製造工場

C

C
系統分 。

○衛生 品質管理のための空調設備について 室圧を ントロ ルする

※電力コスト：５０万円／年 削減

○衛生・品質管理のための空調設備について、室圧をコントロールする
給気・排気ユニット原動機をインバーター化（室間の差圧でファン回転
数を制御。）。

ＦＦ ＦＦ
年間電力使用量

INV盤INV盤 充填室 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室

ＦＦ

ﾌｨﾙﾀｰﾌｨﾙﾀｰ

INV盤INV盤

年間電力使用量：
２８１万ｋｗｈ

→１９７万ｋｗｈ

２

差圧計
※初期投資：２，４００万円
※電力コスト：８００万円／年削減



○ガスコージェネレーションを導入。天然ガスで発電するとともに、廃熱を
ボイラ蒸気、空調、給湯等に利用。
◆需用電力量の約５０％を賄う。

コージェネレーションの導入 セントラルキッチン

年間電力使用量：
３１５万ｋｗｈ

◆需用電力量の約５０％を賄う。
◆残った排ガスは生ゴミ処理の熱源にも利用。
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給水 

コージェネシステム工事 配管フロー図 
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※初期投資：１３，６５０万円
※電力コスト：２，２５０万円／年

削減

工 場 へ工 場 へ 現工場 
蒸気ﾍｯﾀﾞ 蒸気系統

排ガス系統

給水系統

ハム製造工場

○ボイラ燃料をＡ重油から都市ガスに転換するとともに、都市ガスコージェ
ネ を導 自家発電 生 た廃熱を蒸気ボ 等 有効活ネレーションを導入。自家発電で生じた廃熱を蒸気ボイラ等に有効活用。
◆商用電力（買電力）を低減。

ボイラー 

蒸気 都市ガス

コージェネ

温水貯槽 

コージェネ排熱 

発電電力 

都市ガス

コージェネレーション25kW×一基

年間電力使用量：

３

※初期投資：４，１１６万円
※電力コスト：約２００万円／年 削減

レーション

買電力

年間電力使用量：
１１９千ｋｗｈ削減



コージェネレーション等の導入 外食店舗

○LPGから都市ガスへ燃料転換し都市ガスマイクロコージェネレーショ
ン（発電能力５ｋｗ）を導入。店内電力に使用。（１６店舗）
※制御可能な電気を系統ごとに自動計測するｴﾈﾙｷﾞｰﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
も導入（システム運営会社）しムダを改善。「見える化」１００店舗以上。

都市ガス ※都市ガス用に調整（ノズル等）

厨 房機器

空調（一部店舗）

年間電力使用量：
450万ｋｗｈ→423万ｋｗｈ(ｺｼﾞｪﾈ)

（見える化によるムダ削減で
※都市ガス用に変更

給湯器 給 湯

マイクロコージェネレーション

（見える化によるムダ削減で
▲５６万ｋｗｈ：外数）

※初期投資：４，６７８万円（コジェネ）
５，９５３万円（見える化）

※電力コスト：約４２０万円／年 削減（ｺｼﾞｪﾈ）
約５６０万円／年 削減(見える化)

※ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ：
電力（一部） ※約８％

ジャム製造工場

○新製品の製造に当たり、冷却能力を増強する必要があったが、チラー装

※ﾗﾝﾆﾝｸ ｺｽﾄ：
８０万円／年（ｺｼﾞｪﾈ）
１７万円/年/店舗（ｻｰﾋﾞｽ手数料)(見える化) 系統電力 店内電力

置の増設は電力量が増加するので、地中熱（年間を通じて１８～２０℃）を
使用するシステムを導入。

◆最大で約２５１Ｋｗの熱量が得られる。
◆既設の冷却システムに容易に組込める。
◆本体は樹脂パイプで長寿命。動力はポンプ運転（５．５ｋｗ）のみ。

年間電力使用量：
７５千ｋｗｈ
→１１千ｋｗｈ

４

※初期投資：４，０００万円
※電力コスト：７０万円／年 削減
※ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ：１３万円／年



○電力モニタリングサービスを利用して、ＦＣ本部において各店舗の照明・
空調 換気 係る電力使 状況を把握

電力使用量の見える化
外食店舗

年間電力使用量：
３３０千ｋｗｈ削減

空調・換気に係る電力使用状況を把握。
◆電力使用量の多い店舗への改善を徹底。

モニタ

モニタ

モニタ

（▲２．５％） 分電盤

温度センサ 本部 

ESP
モニタデータ 

見える化サービス 
店舗 

※初期投資：２，２００万円
※電力コスト：４００万円／年 削減

・ ・ ・ ESP

食品企業オフィス

※電力コスト：４００万円／年 削減
※ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ：４３６万円／年

○オフィスのエリア別電力使用量を把握できるシステムを導入し、節電目
標と効果測定を実施。
◆エコロジー委員会を設置し省エネを推進。
◆従業員への掲示、報告会を通じ意識向上。

電力使用量の推移※実測値を基に検証 改善 電力使用量の推移

1,200

1,070

1 020

※実測値を基に検証・改善
・全館空調→個別空調見直し
・一部に省エネ型冷暖房機導入
・窓への遮光フィルム貼付

５

年間電力使用量 １５％削減
1,020



○太陽光で発電した電気を工場内の既設分電盤で合流し、工場内で使用。

太陽光発電の導入
製粉工場

太陽光 発電 電気を 場 既設分電 合流 、 場 使用。
◆発電状況をモニターで記録・管理し見える化。（日、月、年毎に把握。）

年間電力使用量：１６千ｋｗｈ削減

弁当製造販売店舗

※初期投資：１，７００万円
※電力コスト：１４万円／年 削減
※耐用年数：２０年

○太陽光で発電した電気を店舗内での調理に利用。また、配達用の電
気自動車の充電にも利用。

◆通常の電気使用量と太陽光による発電量をディスプレイで見える化。

年間電力使用量：
前年対比 ３．１千ｋｗｈ削減

○電気使用量： ４，４００ｋｗｈ

○太陽光による発電量：６２０ｋｗｈ

○太陽光利用率：１４％

６

○太陽光利用率：１４％

※ディスプレイ表示（5/15～6/30累積）

※初期投資：２４０万円
※電力コスト：４万円／年 削減
※耐用年数：２０年



○照明用の水銀灯を、LED及び高効率反射板を利用した水銀灯（光束量

照明器具の交換等
乳業工場

照明用 水銀灯を、 及 高効率反射板を利用 水銀灯（光束
の高いタイプ）に変更。

◆冷蔵庫のLEDでは、発熱量の減少で庫内の温度上昇負荷も改善。

年間電力使用量：
４３９千ｋｗｈ削減

・２５０w水銀灯（冷蔵庫用）
→７２w LED

・４００w水銀灯
→１５０w or １８０w水銀灯
＋高効率反射板

※初期投資：１，４８０万円
※電力コスト：５７０万円／年 削減

５２基

＋高効率反射板

コンビニ店舗

※電力コスト：５７０万円／年 削減
※ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ：３９０万円／年(ﾘｰｽ料金＋交換)
※耐用年数：５年 １８５基

○建物構造、資材の変更による総合的な電力の削減。

◆照 明 ： LED導入 →   ７，１０７ｋｗｈ
◆看 板 ： LED導入 →   ２，４５３ｋｗｈ
◆室外機 水散水シ ム

基準店舗との電力削減量

◆室外機 ： 雨水散水システム →   ４，００５ｋｗｈ
◆屋根・外壁： 高性能断熱パネル採用 →          ９０ｋｗｈ
◆屋 根 ： 太陽光発電システム →１１，３３４ｋｗｈ

※その他、スケルトン天井、光ファイバー
集光・散光ライト等設置

７

集光・散光ライト等設置



照明器具の交換等 レトルト・冷凍食品製造工場

○Hf（高周波）蛍光灯及びLEDの導入。また、太陽光発電設備を設置し、
電力使用量を削減。電力使用量を削減。

◆４０ｗ型蛍光灯の変更 → Hf３２ｗ型蛍光灯（２００台）

年間２万ｋｗｈ削減 ※初期投資：３００万円
※電力コスト：３０万円／年 削減

◆水銀灯（外壁照明） の変更 → LED照明
効果未算定 ※初期投資：１００万円

◆太陽光発電設備の設置

年間発電電力：１９，５００ｋｗｈ

メンテナンスの徹底

※初期投資：２，０００万円
※電力コスト：３０万円／年相当

○空調機のフィルターを毎日清掃（自動清掃機能）すると節電効果が高い。

年間電力使用量：
最大▲１０％最大▲１０％
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