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空調・給湯・滅菌に氷蓄熱式空調システム、蓄熱式給湯システム、
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大幅な省エネを実現
有限会社ラポール・ケア米子 
いきいきケアホーム住吉

88

給湯熱源リニューアルに環境性・経済性に優れた
蓄熱式給湯システムを導入
社会福祉法人 しらゆり会 
軽費老人ホームケアハウス 夢楽の郷

89
へき地医療拠点病院として、地域に親しまれる病院を目指し、
業務用エコキュートを採用
岡山県高梁市 『高梁市国民健康保険成羽病院』

90
高齢者向け福祉施設への蓄熱システムの採用により、
大幅な省エネを実現
社会福祉法人愛寿会グループ

91
高齢者向け福祉施設への蓄熱システムの採用により、
大幅な省エネを実現
社会福祉法人瑞祥会

92

活かす

高効率大温度差蓄熱空調システムを導入し、
大幅な省エネ、ランニングコスト低減を達成
医療法人 幸和会 美咲メディカルコア
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環境に配慮した高効率ヒートポンプと蓄熱システムの導入により、
大幅な省エネを実現
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97
環境に配慮した高効率ヒートポンプと蓄熱システムの導入により、
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社会福祉法人博愛会 介護老人福祉施設 博愛苑
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環境性を重視した高効率ヒートポンプと蓄熱システムの導入により、
大幅な省エネを実現
社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院

99
建物リニューアルに伴い、環境に配慮した
業務用エコキュートを採用
黒川病院
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省エネルギーで快適・清潔な医療環境実現のため
ヒートポンプ・蓄熱システムを導入
医療法人太白会 シーサイド病院
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環境に配慮した高効率ヒートポンプと蓄熱式床暖房の導入により、
大幅な省エネを実現
社会福祉法人 萩市社会福祉事業団
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環境・省エネルギーを考慮し、
ホテル宴会場の空調設備に蓄熱式空調システムを採用
金谷商事株式会社 大曲エンパイヤホテル

105
ボイラ燃料の削減、環境保護の実現を目指し、
業務用エコキュートを採用
湖楽おんやど富士吟景
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活かす

建て替えに伴いエネルギーコスト・省エネ性を考慮し、
水蓄熱式空調システムを導入
株式会社パレスホテル

107
給湯の熱源リニューアルにおける
ハイブリッド給湯システムの導入
株式会社祥月 ホテルマイユクール祥月

108
空調を既設蓄熱槽を活用した
高効率ヒートポンプシステムにリニューアル
株式会社ニューサンピア敦賀

産　業
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環境性に配慮し、製品プロセス冷却リニューアルにおいて
ヒートポンプ・蓄熱システムを採用
雪印メグミルク株式会社 野田工場

111
貯酒タンク冷却および清酒パック詰め工程に、
氷蓄熱システムと冷温同時取出ヒートポンプを採用
白鶴酒造株式会社 灘魚崎工場
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豆腐製造の冷却工程において省エネ性を重視し、
品質向上に優れたエコ・アイスを導入
ホーム食品株式会社 第二工場

113
クリーンルームにおける蓄熱槽の最適活用により、
大幅な省エネルギーを達成
ルネサス エレクトロニクス株式会社 甲府事業所

114
環境に配慮した高効率ヒートポンプと蓄熱システムの導入により、
大幅な省エネを実現
三光合成株式会社 富山工場

育てる 拡める

活かす 特別感謝状

ヒートポンプ・蓄熱普及貢献賞
蓄熱システムをはじめ、蓄電池、高効率ヒートポンプなどに関する研
究・開発・設計・運転改良・普及啓発などへの先駆的な取り組みを通
じ、蓄熱ソリューションという観点から先進的なシステム・技術を育
み、その普及にご貢献いただいた企業・団体の皆さまです。

ヒートポンプ・蓄熱導入活用賞
設備の新設・リニューアルにあたり、省エネルギー性・経済性・信頼
性・メンテナンス性・操作性など各方面から、蓄熱システムをはじめ、
蓄電池、高効率ヒートポンプなどの優位性を評価され、導入・活用す
ることにより、蓄熱ソリューションという観点から省エネルギー・ピー
ク電力削減にご貢献いただいた企業・団体の皆さまです。

ヒートポンプ・蓄熱採用拡大賞
蓄熱システムをはじめ、蓄電池、高効率ヒートポンプなどの標準採用・
継続採用、新規分野・用途への採用や、システムの有効性の P R など
普及拡大に資するさまざまな取り組みを通じ、蓄熱ソリューションと
いう観点から、蓄熱の量的拡大・裾野拡大にご貢献いただいた企業・
団体の皆さまです。

東日本大震災以降、ピーク時間帯を中心に電力抑制が求められる状況
の中、既設の蓄熱システムを有効に活用してピーク電力などの削減に
ご貢献いただいた皆さまと、災害時に蓄熱槽を生活用水などとして有
効に活用された企業・団体です。
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