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エアコンの使用電力削減

エネセーブシステムのご提案

快適な室内環境を実現しながら、エアコンの
消費エネルギーを削減するシステムです。



エアコンの使用電力削減の提案

『エネセーブシステム』は、室内の快適性を損ねることなくエアコンの
空調負荷を15％～20％低減させる省エネシステムです

室内の熱損失の大きな原因は窓からの熱損失です。
『エコフィックス』で窓からの日射の侵入や熱損失を抑えエアコンの消費電力を抑え、室内を採光
することで照明電力も削減します。

『ADD-CRシステム』で空調室外機のデマンドコントロールでエアコンの消費電力を低減させます。

エコフィックス
太陽光を取り入れ照明電力削減
日射の遮蔽でエアコン電力削減
高い保温性でエアコン電力削減

サイクリック（間欠運転）や
スケジュール管理などでエアコン
電力を15％～20％削減します。

◆エアコンの省エネを検討中の企業や
◆ ZEB Orientedを目指す企業です

ターゲットは

ADD-CR

〓

ZEB Oriented



エネセーブシステム概要

サイクリック（間欠運転）やスケジュール管理などで
エアコン電力を削減します。

採光

遮熱

保温

日差しを和らげ

約7度 遮熱

冷気を遮断し

約3度 保温

光を採り入れながら

UVをカット

温度と熱を制御する省エネファブリック

エコフィックス

『ADD CR』は、エアコンの省エネを目的とした
デマドコントローラーです

空調機省エネの仕方

３０分に１回、コンプレッサー
を送風状態にします。

夏場の室温上昇抑制効果

▲1.2℃～▲1.7℃
夏場の室内温度上下幅

＋ ▲ 1.0℃

『ADD-CRシステム』を使用すると、
設定温度より1℃程度温度上下します。

晴れた日は電気を
つけなくても明るい

照明電力の削減

断熱効果で冷気を遮断

空調負荷の低減

省エネ効果機能と効果

遮熱効果で日射熱の低減

空調負荷の低減

デマンドコントローラー

ADD-CR

15％~20％

エアコン電力
の削減

エネセーブシステム

冬場の室温の保温効果
+ 3.0℃

『ADD CRシステム』の温度上昇は、
エコフィックスの室温上昇抑制効果で相殺し、省エネしながら快適体感



夏場の室温上昇抑制効果 ▲1.2℃～▲1.7℃

3

冬場の室温保温効果 +3℃

3mmフロートガラス

12mmペアガラス

エコフィックスPROⅡ
※1

16mmLOW-Eガラス

0.80

日射熱遮蔽性能の比較「日射熱取得率

夏の暑さは「遮熱」が重要

0.56

0.36

0.88

日射熱取得率が小さいほど

遮熱効果が高くなります。

断熱性能の比較【熱貫流率（W/㎡・K）】

6.0

3.4

3.34

2.5

冬の寒さは「断熱」が重要

3mmフロートガラス

12mmペアガラス

エコフィックスPROⅡ
※1

16mmLOW-Eガラス

熱貫流率が小さいほど

断熱効果が高くなります。

※1：3mmフロートガラスに装着した数値



付加価値 経済性

エコフィックスの特徴

夏は遮熱
冬は保温

基本的な性能

商品単価が低い
施工が簡単

高い採光性
ＵＶカット
制菌加工

物焼けしない
多目的に活用できる

重量が軽く加工性に優れる

導入コストが低い
照明電力削減
空調負荷の低減

オフィス 店舗 病院/介護施設

均一室内で快適空間
省エネ

ＣＯ2削減が可能

学校 スポーツクラブ レストラン

様々な施設で活用できます

エコフィックスは
高機能省エネ素材です

洗濯できます
※ロールスクリーン
を除く

制菌加工は繊維上の菌の増殖を
抑制しますので、医療機関のメデ
ィカルケア環境のでも使用可能。

機能性

ＵＶ
ＣＵＴ
９３％

赤外線

ＣＵＴ
６３％



エアコンの消費電力の約９０％は、室外機内部にある
コンプレッサーの稼働により占められています。

ADD-CRは、
エアコンのコンプレッサーの稼働をサイクリック（間欠運転）
やスケジュール管理などでコントロール。

ターゲットは、「空調の使用電力」

ADD-CRの効果

ADD-CRは
屋外の空調用圧縮機に装着する節電機器です。

空調機省エネの仕方 サイリック運転

３０分に１回、コンプレッサーを送風状態にします。

非常にシンプルな設計になっております。

（３分～５分間）

結
果

エアコンの

使用電力を

「ADD-CR」１台で
□ 空調機４台まで制御できます。

□ 各系統ごとに細かな制御設定が可能です。
□ ４台同時制御ではなく各系統個別制御する事で
大幅なランニングコストダウンが可能です。

□ 空調機を４台制御することによって初期設備投資
も大幅ダウンできます。

パッケージエアコン
圧縮比合計12KW以上が対象
（使用条件：365日×24時間）

水冷、空冷チラー

ガスヒートポンプエアコン
GHPは使用不可の機種も多い為、
必ずメーカー機種名の確認が必要。

吸収式・ターボタイプチラーは対象外

対象機器

ADD-CR導入後
空調機負荷

導入前
空調機負荷



①：１０％～５０％まで
「１％」刻みでの細かな設定が可能。

（制御率１％⇒１８秒の停止）

②：快適な省エネのために室内環境が
整うまで省エネを開始しません。

細かな省エネ設定が可能となっておりますので、
室内環境保護を最大限考慮した快適設計です。

快適な空間を作り出してから省エネを開始しますので、
快適空間を維持したまま使用電力量の削減を図ります。

③：３６５日を６サイクルに
日時別に制御率が変更できます。

４系統毎に季節変動による気温の変化にも対応した設計。

調 整 調 整ベスト設定

快適！

長時間停止 稼動 制御 稼動

長時間停止 稼動 制御 稼動非制御

室内が十分に冷えていない⇒クレームの原因

室内環境整備後⇒快適な省エネ

ADD-CR の機能について

不快！ 不快！

④：最大１８０日分の省電力データを記録します。

ADD-CR内臓メモリに、最大１８０日分の電力・温度データ
を記録、設備１台毎のグラフ展開も可能になりました。

これまではっきりしなかった省エネ効果を報告書にて出力でき、
見える省エネが実現しました。

※オプションでメモリ容量
を３６０日に増設可能

日付



ADD-CR
メインサーバー

直 結

『ADD-CR 』 計測機能にリンク！

ADD-CRで計測した電力データ
を元に明確な削減効果検証

が可能です。

●

● ●

●

●●

●

●

サイクリック
制御

ユーザー管理PC

＊エコフィックスで
熱と光を制御

遮熱・保温効果で室内が均一温度
になり空調負荷が低減します。

ADD-CR装着

室内の窓に
エコフィックスを装着

採光

遮熱

保温

エコフィックス PROⅡ
の効果

空調の室内外機にADD-CRを装着

遮熱効果で日射熱の低減

空調負荷の低減

断熱効果で冷気を遮断

空調負荷の低減

晴れた日は電気を
つけなくても明るい

照明電力の削減

スケジュール
管理

※計測電力データソフトはオプションです

エネセーブシステムのイメージ



夏場・・・室温の上昇を抑制
冬場・・・室温を保温
制菌加工で安心安全エコフィックス装着

ロールスク
リーン

シャープ
シェード

カーテン

部屋のシーンに合わせてさまざまなタイプを製作可能。

ADD-CR装着

３０分に１回、コンプレッサー
を送風状態にします。

室外機４系統毎に季節変動に
よる気温の変化にも対応。

ユーザー管理PC

・サイクリック運転
・スケジュール運転で

エアコン使用電力を削減

エネセーブシステムのイメージ

日付



●

●

●● ●

●

＊エコフィックスで
熱と光を制御

保温効果で結露防止が可能です。

室内の窓に
エコフィックスを装着

エコフィックス PROⅡの効果

健康空間を提案する換気システム

換気扇各部屋

給気 排気

既存換気スイッチとして設置。

ウィルスなどの汚染物質を排気
カビ対策・結露防止対策

換気扇自動コントロールナチュレーヌの換気効果

現在使用している換気扇に装着するだけ

排出

気がつかないほどの湿気や温度の変化に
反応して、四季を通じて室内の余剰湿気を
繰り返し屋外へ排出します。

換気扇が止まっている状態でも、絶対湿度
が増えると自動的にスイッチＯＮとなり換
気扇が回ります。

暖房を停止した後に気温が低下し、サッシや壁
の表面に結露します。
ナチュレーヌは湿気の多い室内の空気と湿気
の少ない外気を入れ換えますので、結露やカビ
の発生を防止します。

【必要なときだけ自動換気（24時間、常時監視）】

【結露やカビに有効】

数分ごとに湿度・温度を測定して熱損失が
最少になるよう換気扇を自動運転しますの
で、冬季も寒さを感じることはありません。

【エネルギーロスを最小限に】

空気を吸い込み

調温し室内に戻す

エアコンで換気はできません

細菌・ウィルス・一酸化炭素・ホルムア
ルデヒドなどの汚染物質や防カビ剤、
建材、塗料の臭いや有毒ガスを換気
することで健康障害対策として有効で
す。


