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都内事業所における
賢い節電 & 省エネ対策
事例レポート（ 2011 年夏）
無理のない「省電」への地道な取り組みの継続が
非常事態への対応に活きる
株式会社東洋ボデー
代表取締役社長
中條守康氏
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大消費エネルギーとなる電力の削減を開始。2010 年

従来からの徹底した省エネへの取り組みのおかげ
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を社員食堂に貼り出して社員の意識を高めている。
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「地球温暖化対策ハンドブック」等を活用しながら最
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案の内容と採用結果のほか、社内の活動、社員の技能

契約電力低減で一石二鳥の効果
コストダウンに加えて、大口需要家でなくなった
ことで電力使用制限令の対象外に
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2010 年度に照明の間引きを実施
事前購入していた中古ボイラーが
A 重油ひっ迫時に活きる
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無理な「節電」ではなく無理のない
「省電」が大切
削減した経費を翌年の環境投資に回す

東洋ボデーの契約電力の推移 ( 赤色の線 ) と使用最大電力 ( 青色の折れ
線 )。2010 年 1 月に契 約電力を 550kW から 495kW に下げた。震 災
当時は 475kW だったため「大口需要家」ではなく、電力使用制限令の
対象外に。2012 年 3 月現在、さらに 425kW に下げている。
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