
エンドユーザ（略称） 地域 業種（ユーザ） 時期 導入効果
Mドラッグ 東京 ドラッグストア 2011年5月 デマンド61KW削減（空調制御）
W社（4店舗） 東京 アミューズメント 2011年6月 デマンド119KW削減（空調制御）
K社 茨城 スーパー 2011年8月 デマンド87KW削減（空調制御）
A管理 東京 テナントビル 2012年1月 デマンド監視
P社（Ｐ店）① 関東 アミューズメント 2012年2月 デマンド42KW削減（空調制御）
P社（Ｐ店）② 関東 アミューズメント 2012年3月 デマンド21KW削減（空調制御）
P社（Ｐ店）③ 関東 アミューズメント 2012年4月 デマンド24KW削減（空調制御）
P社（Ｐ店）④ 関東 アミューズメント 2012年5月 デマンド32KW削減（空調制御）
P社（Ｐ店）⑤ 関東 アミューズメント 2012年8月 デマンド34KW削減（空調制御）
F工業 東京 安定器メーカー（オフィス） 2012年8月 照明45％削減（調光制御）
N社関連会社 東京 大手IT関連（オフィス） 2012年9月 照明50％削減（調光制御）
W環境研究所 東京 テナントオフィス 2012年10月 空調20％削減
G社 東京 テナントオフィス 2012年12月 空調20％削減
G社 群馬 アパレル工場 2013年9月 デマンド監視・個別電力監視
N工場 栃木 縫製工場 2014年3月 太陽光発電電力監視
N栃木工場 栃木 自動車工場 2014年5月 インバーター制御による工場設備35％削減
N電工 広島 包装材料・半導体関連 2014年5月 空調電力監視
S社 埼玉 印刷・製本（工場） 2014年5月 空調電力監視
S社 山形 食品工場 2014年6月 空調電力監視

K社 埼玉
スポーツクラブ
（インドアテニス）

2014年6月 空調電力監視

K社 大阪 産業機械（工場） 2014年7月 空調電力監視
R社 茨城 半導体工場 2014年7月 空調電力監視
S化学 福岡 インフラ・管材・住宅（工場） 2014年7月 空調電力監視
K社 茨城 製薬工場 2014年8月 空調電力監視
H社 埼玉 製パン（工場） 2014年8月 空調電力監視
I社 埼玉 製パン・製菓（工場） 2014年8月 空調電力監視
T社 神奈川 大手電機機器（工場） 2014年9月 空調電力監視
F社

海外（中
国）

電子機器工場 2014年9月 空調電力監視
K乳業 茨城 大手乳製品（工場） 2014年9月 空調電力監視
Iハム 茨城 大手肉製品（工場） 2014年10月 空調電力監視
N社 福島 大手部品（工場） 2014年11月 空調電力監視
M社 神奈川 大手製菓工場 2014年11月 空調電力監視
N社 兵庫 大手繊維製品（工場） 2014年12月 空調電力監視
I旅館 宮城 宿泊施設 2014年7月 セントラル空調47％削減
K社 宮城 老健施設 2014年8月 空調22%削減
O乳業 山形 乳製品メーカー（工場） 2014年9月 空調25%削減
K興産 鹿児島 植物工場 2014年10月 空調20%削減

Kグループ 宮城 アミューズメント 2015年4月 空調15%削減

S社① 宮城 老健施設 2015年4月 空調19%削減
S社② 宮城 老健施設 2015年4月 空調18%削減
S社 宮城 ロジスティックセンター 2015年4月 空調15%削減
M食品 宮城 食品工場 2015年7月 冷凍・空調18%削減
M社 宮城 食肉工場 2015年9月 冷凍20%削減
A商会 秋田 食肉工場 2015年9月 冷凍20%削減
S社 宮城 老健施設 2015年10月 空調15%削減

K社（Ｐ店）① 宮城 アミューズメント 2015年11月 空調15%削減

K社（Ｐ店）② 宮城 アミューズメント 2015年11月 空調15%削減

S商会 岩手 食肉工場 2015年12月 冷凍14%削減
S商会 山形 食肉工場 2015年12月 冷凍16%削減
S商会 福島 食肉工場 2015年12月 冷凍21%削減
S商会 栃木 食肉工場 2015年12月 冷凍20%削減
M社 岩手 ロジスティックセンター 2015年12月 冷凍13%削減
D社 東京 オフィス 2016年3月 空調15%削減
A社 東京 食品工場 2016年4月 冷凍・冷蔵・空調20%削減
M社① 北海道 リサイクルショップ 2016年4月 空調15%削減
M社② 北海道 リサイクルショップ 2016年4月 空調15%削減
T食品 山形 食品工場 2016年5月 冷凍・冷蔵15%削減
T製氷① 山形 製氷工場 2016年7月 冷凍18%削減
T製氷② 山形 製氷工場 2016年7月 冷凍18%削減
T製氷③ 山形 製氷工場 2016年7月 冷凍18%削減
T製氷④ 山形 製氷工場 2016年7月 冷凍18%削減
K社 岩手 冷凍倉庫 2016年7月 冷凍15%削減
Hフーズ 北海道 食品工場 2016年7月 冷凍15%削減
Oホテル 山形 ホテル 2016年10月 セントラル空調65%削減
Kストア 岩手 スーパー 2016年12月 空調20%削減、照明３０％削減
Kストア 岩手 スーパー 2016年12月 空調18%削減、照明３４％削減

ＥＭＳ導入実績



D社 岩手 スーパー 2016年12月 空調18%削減、照明３４％削減

M法人 茨城 老健施設 2016年12月 空調18%削減

T施設 栃木 老健施設 2017年1月 冷凍25%削減
S社 京都 研究所 2017年1月 冷凍17%削減
S病院 福岡 病院 2017年2月 冷凍20%削減
A商会 北海道 食品工場 2017年2月 冷凍17%削減
A商会 北海道 食品工場 2017年2月 冷凍17%削減
A商会 北海道 食品工場 2017年4月 冷凍17%削減

M社 神奈川 ロジスティックセンター 2017年4月 冷凍17%削減

M社 静岡 ロジスティックセンター 2017年4月 冷凍18%削減

K協同組合 北海道 冷凍食品加工工場 2017年6月 冷凍21%削減
A商店 宮城 水産工場 2017年6月 冷凍23%削減
Y社 山形 スーパー 2017年6月 冷凍15%削減
Y病院 熊本 病院 2017年7月 空調20%削減
H病院 熊本 病院 2017年7月 空調22%削減
L施設 大阪 老健施設 2017年7月 空調15%削減
Y病院 熊本 病院 2017年9月 空調19%削減


