
1310◯A  （3000）09  5700

お問い合わせ先

株式会社テクノ菱和　営業本部
電話：03-5978-2320

info@techno-ryowa.co.jp　
http://www.techno-ryowa.co.jp/

本社	 〒170-0005	東京都豊島区南大塚2-26-20	 TEL:	03-5978-2541
（登記上の本店	 〒107-0052	東京都港区芝大門2-12-8）
技術開発研究所	 〒224-0027	神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-2	 TEL:	045-595-0177
東京本店	 〒170-0005	東京都豊島区南大塚2-26-20	 TEL:	03-5978-2311
札幌営業所	 〒062-0931	北海道札幌市豊平区平岸一条3-2-39	 TEL:	011-816-0031
城東営業所	 〒135-0002	東京都江東区住吉1-16-13	 TEL:	03-5638-7060
港営業所	 〒105-0012	東京都港区芝大門2-12-8	 TEL:	03-3431-1163
西東京営業所	 〒190-0012	東京都立川市曙町1-18-2	 TEL:	042-529-1161
甲府営業所	 〒400-0047	山梨県甲府市徳行1-17-32	 TEL:	055-221-8790
御殿場営業所	 〒412-0042	静岡県御殿場市萩原518-1	 TEL:	0550-70-1621
茨城支店	 〒300-0823	茨城県土浦市小松1-3-33	 TEL:	029-824-6320
東海営業所	 〒319-1101	茨城県那珂郡東海村石神外宿2470-1	 TEL:	029-283-2380
千葉支店	 〒260-0834	千葉県千葉市中央区今井1-17-8	 TEL:	043-268-7411
鹿島営業所	 〒314-0145	茨城県神栖市平泉東1-64-13	 TEL:	0299-95-5026
北関東支店	 〒330-0802	埼玉県さいたま市大宮区宮町3-9-7	 TEL:	048-640-5775
宇都宮営業所	 〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷4-5-4	 TEL:	028-635-9571
群馬営業所	 〒371-0846	群馬県前橋市元総社町1-2-3	 TEL:	027-210-7025
熊谷営業所	 〒360-0832	埼玉県熊谷市大字小島529-1	 TEL:	048-533-5779
富山営業所	 〒930-0005	富山県富山市新桜町6-24	 TEL:	076-432-6620
名古屋支店	 〒456-0053	愛知県名古屋市熱田区一番2-1-43	 TEL:	052-655-0700
福井営業所	 〒910-0015	福井県福井市二の宮5-2-7	 TEL:	0776-24-7633
長野営業所	 〒390-0811	長野県松本市中央1-1-2	 TEL:	0263-33-9140
岐阜営業所	 〒500-8382	岐阜県岐阜市薮田東1-4-11	 TEL:	058-268-2244
東愛知営業所	 〒442-0069	愛知県豊川市諏訪西町2-8	 TEL:	0533-89-7738

三重営業所	 〒514-0803	三重県津市柳山津興301-1	 TEL:	059-224-0141
静岡支店	 〒422-8005	静岡県静岡市駿河区池田139-2	 TEL:	054-289-5120
浜松営業所　　　〒435-0053	静岡県浜松市東区上新屋町244-16	 TEL:	053-411-4112
大阪支店　　　　〒530-0043	大阪府大阪市北区天満2-7-3	 TEL:	06-6352-4881
滋賀営業所	 〒520-0835	滋賀県大津市別保1-15-4	 TEL:	077-537-7101
京都営業所	 〒604-0847	京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル	 TEL:	075-213-2146
	 																					秋野々町535	
奈良営業所	 〒630-8243	奈良県奈良市今辻子町24-1	 TEL:	0742-25-2245
和歌山営業所	 〒640-8212	和歌山県和歌山市杉ノ馬場2-81	 TEL:	073-435-0120
神戸営業所	 〒651-0088	兵庫県神戸市中央区小野柄通3-2-22	 TEL:	078-241-2178
姫路営業所	 〒670-0965	兵庫県姫路市東延末5-34-3	 TEL:	0792-89-0833
中国支店	 〒710-0821	岡山県倉敷市川西町10-2	 TEL:	086-427-4388
広島営業所	 〒731-0123	広島県広島市安佐南区古市2-1-1	 TEL:	082-870-0053
高松営業所	 〒760-0079	香川県高松市松縄町1117-5	 TEL:	087-864-5177
松山営業所	 〒790-0951	愛媛県松山市天山3-10-28	 TEL:	089-915-3351
東北支店	 〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1	 TEL:	022-222-5726
青森営業所	 〒030-0913	青森県青森市東造道3-11-35	 TEL:	017-736-2801
盛岡営業所	 〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ3-19-30	 TEL:	019-645-3535
郡山営業所	 〒963-0101	福島県郡山市安積町日出山2-75	 TEL:	024-956-3383
九州支店	 〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴2-1-10	 TEL:	092-751-3720
熊本営業所	 〒862-0954	熊本県熊本市中央区神水1-3-8	 TEL:	096-385-2743
沖縄営業所	 〒900-0021	沖縄県那覇市泉崎1-10-16	 TEL:	098-988-9388
横浜支店	 〒224-0027	神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-2	 TEL:	045-595-0171
厚木営業所	 〒243-0014	神奈川県厚木市旭町5-43-16	 TEL:	046-229-8313

　テクノ菱和サービスネットワーク

空気と水のテクノロジー

T E C H N O  R Y O W A   
E C O - S O L U T I O N S

省 エ ネ ル ギ ーと
効 果 的 な 設 備 運 用 を 実 現

環境ソリューション



TECHNO RYOWA  ECO-SOLUT IONS

設備に関わるすべてのサービスを
自社の専門スタッフが担当します。

施工部門とメンテナンス部門の連携で、
的確な運用サポートを行います。

テクノ菱和は

ライフサイクルを最適化し、
価値ある設備へ。
持続可能で豊かな暮らしを実現するため、「価値あるものを造って大切に長く使う社会」へという意識が高まっています。

このような社会では、建物・設備においてはそのライフサイクルを適切に管理することが求められます。テクノ菱和は

「環境のトータルエンジニアリング」企業として、最適な設備ライフサイクルを創造するワンストップサービスを提供。

新築、設備改善、メンテナンス等の技術・サービスの提供にあたって、機能性・経済性の追求はもちろん環境保全性

にまで充分に配慮いたします。

建築、空調・衛生、電気の一貫工事を通して設備の効率化を行い、お客様の保有施設の資産価値を高めてまいります。

設備の
ランニングコストがかさんで
経営を圧迫している…

省エネが
うまく進められない…

設備の運用管理が
うまくいっていない…

CO2 排出削減が進まない…
何がどれくらい

エネルギーを食っているのか
分からない…
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POINT 3

POINT 2テクノ菱和が「設備ライフサイクル一貫ソリューション」を
ワンストップで推進します。

お客様の省エネルギー推進活動を支援します。

テクノ菱和の「クラウド型設備運用支援サービス」は、お客様の

空調・熱源設備の計測データを監視し、データ解析を行い、設備の

消費エネルギーを 20％削減することを目的としたサービスです。

この安価で手軽なサービスは、エネルギー消費量の「見える化」

により隠れたエネルギーのムダを探し出し、プロの視点で省エネ

提案を行ない設備運用の効率化と省エネ・省コストを実現します。

設備の設計から施工、メンテナンスにいたるまで
全て自社の専門スタッフが対応いたします。

●	技術士

●	設備設計一級建築士

●	一級建築士

●	建築設備士

●	一級管工事施工管理技士

●	一級建築工事施工管理技士

●	一級電気工事施工管理技士

●	エネルギー管理士

●	中小企業診断士

●	ビル省エネ診断技術者

●	建築設備診断技術者

●	消防設備士

●	一級計装士

●	公害防止管理者

メンテナンス部門

35%その他
技術系社員

65%

■ 技術系社員構成比■ 主な専門スタッフ

10％ 70％ 20％
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なぜ「設備ライフサイクル一貫ソリューション」
なのでしょうか？

設備は、計画から廃棄に至るまで、さまざまな局面でエネルギーとコストを必要とします。設備の CO2 排出量を抑え、費用対効果に

おいて高いパフォーマンスを発揮するためには、ライフサイクル全体のマネジメントが欠かせません。特にCO2 排出量の大半を

占める「運用」段階のムダをなくし、効率改善を図ることが重要です。

設備ライフサイクル一貫ソリューション

グラフ
表示

計測ユニット

データ蓄積

取展象熱り取現

1949 年の創業以来、テクノ菱和はお客様とともに「環境」に正

面から向き合ってきました。65 年間に手がけてきた設備は多岐

にわたり、さまざまな現

場を経験。これまで蓄積

された豊富なノウハウを

活かし、お客様の多様な

環境ニーズにお応えする

ことができます。

65年にわたる豊富な経験と実績を随所に発揮します。

工場 商業施設 病院

効率的な設備投資で、
問題解決に取り組みます。
エネルギー使用量の把握や環境測定に基づき、省エネ効果や投資効率を調査・

分析。生産ライン、工程、作業環境など、多種多様な設備の利用条件に応じ

て最適な設備改善をご提案します。

設備改善

自社社員による、
きめ細かなサービスを提供します。
長期にわたり設備を効率的に使えるよう、自社技術系社員がきめ細かなアフ

ターメンテナンスを実施。全国ネットのメンテナンス体制を構築し、お客様の

身近な場所にメンテナンスサービスマンを配置しています。

アフター
メンテナンス

諸条件を詳細に調査し、
計画段階でのサポートを行います。
国や地方自治体が制定している環境法令や補助金について、専門的な立場か

らご提案。現場での経験とノウハウを活かし、コスト削減と CSR 実現をサ

ポートします。

コンサルティング

■ 建築物のライフサイクルにおける CO2 排出割合

学校

Internet

データ
送信

TOTAL SOLUT ION

拠点 サーバー 事務所

POINT 1

3   TECHNO RYOWA  ECO-SOLUTIONS TECHNO RYOWA  ECO-SOLUTIONS  4



設備ライ フサイクル
一貫ソリ ューション

運用フェーズ

設備導入フェーズ

コンサルティング

アフターメンテナンス

設備の導入からアフターメンテナンスまで、
様々なフェーズで最適なサービスを行います。

設備ライフサイクル一貫ソリューション

設備改善

ライフサイクルを見据えたご提案で、

設備の付加価値を高めます。

緊急対応

お客様の身近にサービスマンを配置

し、緊急コールに対応します。

保守・維持管理

設備運用の専門スタッフにより、運転

計画に沿って的確な管理を行います。

省エネ・運用提案

環境負荷の低減や設備のロングライフ化

を踏まえ、効果的な運用提案をします。

省エネ診断

エネルギー消費量の「見える化」により、
的確なエネルギ―使用量の把握、環境測
定を行います。

空調衛生設備工事
快適さと機能性を追及する環境づくりをポイン

トに独自の技術と的確な施工で取り組みます。

電気設備工事
確かな電力供給と省エネを図る電気設備の設

計・施工に対応します。

お客様のBCP 対策、エネルギー対策に
テクノ菱和は、建築・空調・衛生・電気等についても
ライフサイクルの視点に立った
ワンストップサービスを提供いたします。

コンサルティング

補助金・税制優遇の活用、設備導入に際して

の各種法令、課題についてサポート。

計画提案

省エネ・エネルギーの効率化をベース

に、最適な設備導入を提案します。

設計

多彩なノウハウを生かし、電気、空調、衛

生、各分野の設備設計・監理を手がけます。

施工

新築・増改築工事はもちろん、既存施設のリ

ニューアルまで高信頼の施工を行います。

TOTAL SOLUT ION

建築工事
産業設備関連から一般ビル関連まで多

様な分野の建築工事実績を有します。

デュポン	電子材料研究所 冷凍機械室全改修工事 日本インター	つくば事業所
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環境ソリューション事例

図またはイメージ写真

製造環境の省エネ提案

事務所・商業施設・居住空間の快適環境化
幅広い施設の空間づくりの実績が「快適空間」の創造を支えます。

　設備改善 　アフターメンテナンス

　コンサルティング

図またはイメージ写真

図またはイメージ写真

工場では、電気、ガス、蒸気、冷水など CO2 排出につながるさまざまなエネルギーが使用されています。製造現場の省エネは進んでいる

といわれますが、プロセス全体を見渡せば、まだ隠れたムダが少なくありません。テクノ菱和は、お客様の悩みやご要望を詳細に伺い、問

題点を明確化。製造現場におけるエネルギー使用状況を把握し、より生産プロセスに踏み込んだ設備改善をご提案します。

オフィスや商業施設、医療・福祉施設。これらの空間には人々が快適に活動できる空間が必要です。温度・湿度はもちろん、気流や室圧、音、

災害対策など使用目的に沿った要素をコントロールすることが不可欠となります。テクノ菱和の「環境ソリューション」は、多種、多様な施

工経験で培われた技術力とノウハウで総合的に対応しています。

CASE 

1 メンテナンスの充実による設備運用の最適化
設備にかかわるすべてのサービスを提供する全国ネットワーク

一般ビルをはじめ、工場、研究所、病院、商業施設等様々な建物の空間・環境を最大限に機能させ、

快適に保つためには設備の運転管理や、適切なメンテナンスが重要です。設備が常に最良の状態に保

たれるよう、全国 53 拠点にメンテナンス・サービスマンを配置しています。定期的な設備運用状況

の報告、改善計画の提案等も実施し、お客様の設備の予防保全や更新計画の立案に役立っています。

CASE 

1

資金活用面からのサポート

工場やオフィスの設備を更新したり改修する場合には補助金や優遇税制を利用することでイニシャルコストを低減することが可能です。テ

クノ菱和は、各種補助金や優遇税制、リースの活用に精通する営業マンを各事業所に配置し、お客様がリニューアル設備投資を予定される

場合には補助金申請時の計画書の作成からご協力し、資金調達面からのサポートを行っています。

CASE 

2

吸収式冷凍機　冷却水ポンプのインバータ制御化（工場、定格22kW× 3台）

イオンレイクタウン（埼玉県） 愛知芸術文化センター	（愛知県）

補助金の活用
エネルギー使用合理化事業者
支援事業

建築物省エネ改修推進事業

CASE 

1

メリーチョコレートカムパニー

DK五反田

優遇税制の活用
グリーン投資減税

CASE 

2 東和産業

愛知県がんセンター

リースの活用
CASE 

3

CASE STUDY
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smart	SOLAVICE
[スマートソラビス]

RECODRY
[レコドライ]

FORMACS
[ホルマックス]

TEC	BEAMS
[テックビームス]

高精度な制御システムと、設備の運用・管理を
支援する監視装置を融合させたシステム
さまざまなシステムに応じた制御方式と運用管理形態に応じた監視方式

をお客様のニーズに合わせてご提供いたします。BACnetやOPCなど

汎用ネットワークでのインターフェイスが可能で、信頼性およびコスト

パーフォーマンスの高いシステムです。

クラウド型設備運用支援サービス
『smartSOLAVICE（スマートソラビス）』は、
お客様の設備運用を強力に支援します。

環境ソリューション技術

　高機能設備エネルギー管理システム　クラウド型設備運用支援サービス

　回転ローター型除湿機省エネシステム

REAFS
[リーフス]

　ドラフトチャンバー省エネシステム

　解剖実習室ホルムアルデヒドクリアシステム

ドラフトチャンバーのサッシ開度と連動した
給排気量制御を高速で行うシステム
サッシ開口部面風速と室内の給排気バランスを維持し、高い安全性と省

エネルギー性を兼ね備えます。同様なシステムに比較してイニシャルコ

ストを50%以上削減します。ドラフトチャンバーに本システムを組み

込み、変風量システムに変更することが可能です。

回転ハニカムロータ型除湿装置の
加熱エネルギーを削減するシステム
従来の除湿システムに露点温度センサ、コントローラ、再生排気の戻り

用ダクトとモーターダンパを追加したものです。高温の再生排気を再生

ヒータ前に戻すことで加熱エネルギーを10～ 30％削減します。既存

の設備に容易に本システムを組み込むことが可能です。

気流制御で安全・快適な実習環境を
創造するシステム
解剖台上部からのダウンフローと解剖台外周部での均等な局所排気とを

組み合わせた気流制御により、作業者の呼吸域を含む解剖台周辺を清浄

空気で包み込み、ホルムアルデヒドガスが解剖台から室内へ拡散するの

を抑制します。

スマートソラビスサポートセンターで作成するエネルギーグラフや解析

グラフもsmartSOLAVICEサイトで閲覧することができるため、お客様

との情報共有ができ、省エネ活動の活性化でお役に立ちます。

リアルタイムシミュレーショングラフの例

設備ライフサイクル一貫ソリューションを推進するための一翼を担うの

がsmartSOLAVICEです。東京本店・名古屋支店・大阪支店にスマートソ

ラビスサポートセンターを開設し、設備各所に設置した計測器からの送信

データを解析。お客様の設備を見守り、以下のご報告を定期的に行います。

●負荷や消費エネルギー状況の報告

●設備の健全性の評価（潜在的な不具合の報告）

●省エネ運用のための提案（運転パラメータの変更提案）

R-Second	Sight
[アールセカンドサイト]

クラウド型『省エネ見える化』システムで
お客様の省エネ活動をバックアップします。

　省エネの最初の一歩は「見える化」から

省エネ・CO2排出量削減には、設備のエネルギー使用量の実態把握が重

要です。R-Second	Sightは、ピーク電力を抑えるためのデマンドグラフ

や月単位の使用量を予測するための期間予測グラフ、複数事業所のエネル

ギー量を一つのグラフに表示させる複数サイトグラフなど、多彩なグラフ

を標準で用意し、お客様の省エネ活動推進を支援します。

スマートソラビスサポートセンター

省エネシステム導入や熱源機器の更新の計画にあたり、現状の負荷や外気

などの条件で、どの程度のエネルギー削減効果を期待できるかを予測する

リアルタイムシミュレーション機能を搭載しています。付加価値の高いソ

リューションをご提供します。

デマンドグラフ（上）、	長期予想グラフ（下）

ECO-SOLUT ION TECHNOLOGY
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