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Case Study 工場施設 01

事例紹介 不二輸送機工業株式会社 様

1台からでも設置可能で拡張性も高い―

最小限の導入から、現在120機以上が稼働。
1台からでも設置可能で拡張性も高い―

最小限の導入から、現在120機以上が稼働。

様々な条件で空調機器を比較検討。
一番のポイントは増設が容易なこと。
業界で高いシェアを誇るパレタイジングロボットや、垂直搬送機
などの物流機器を製造・販売する不二輸送機工業（株）は、採用
強化や従業員の満足度向上のために施設内の環境改善に取り
組んでいます。特に夏場、施設内の温度が40℃近くになっていた
環境を改善し、快適な作業場を従業員に提供することは最重要
の課題でした。生産技術部 新川部長は空調機器を扱う数社に
問合せ、比較検討。最終的にAREA空調機の導入を決定し、
これまでに120機以上の導入となっています。

空調温度データについて説明する
不二輸送機工業（株）生産技術部 新川部長

導入のポイントを新川部長にまとめていただいたところ、
「室内機がコンパクトであること、大風量であること。」
「室外機がコンパクトなので設置場所を選ばないこと。」
「室内外機が1対のため配管コストが抑えられること。」 
「デモ機を持ち込んで風量のイメージが掴めること。」
そして「レイアウトがしやすく、能力不足の場合にも増設
が容易なため、最小限の導入で済み、初期費用を抑えら
れること。」などをあげられ、他社製品と比較する中で
AREA空調機の仕様、価格、工事費、拡張性など、多くの点を
評価していただきました。
導入後も空調機管理とともに、温度分布、空調温度比較、
風速分布図など、より良い環境づくりのために様々な
ツールを駆使して検証を行っており、次の改善目標を
尋ねると、「各施設内の環境を統一すること。」と、話さ
れた時の目の輝きがとても印象的でした。
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■温度分布図（冷房時） ■風速分布図（冷房時）



Case Study
事例紹介 株式会社 清水製作所 宮崎 様

採用強化、従業員満足度の向上のために―

AREA空調機は環境改善の第一歩。
採用強化、従業員満足度の向上のために―

AREA空調機は環境改善の第一歩。

従業員により良い環境を
提供するため、空調設備を導入。

高圧ホース用継手ではトップクラスのシェアを持つ清
水製作所。宮崎県にある都城工場では、それまで真夏
で工場内が熱くなっても窓を開け、扇風機しか使って
いなかったということですが、働き方改革など社会的
に職場の環境や従業員の満足度向上が重要視されて
きたのを受けて、空調設備の導入を決め、昨年二度に
分けてAREA空調機6台を設置しました。

工場の環境改善の一環として空調設備の導入を考え
はじめた頃は、一般的なエアコンも候補に上がって
いたようですが、工場内全体を冷やす必要があり、相
当なコストがかかることが分かりました。そこでネッ
トで見かけたAREA空調機のデモ機を工場内に持ち
込んで試したところ、大風量で狙ったところをスポッ
ト的に冷やしてくれることを確認。また、暖房機能が
あり冬期でも使えることも実感したそうです。
導入後1年経った後の取材に「（AREA空調機を）取り
付けていなかった時のことが考えられません。」と
（株）清水製作所 宮崎の森木社長は笑いながら話して
くれました。
今後も防熱対策として屋根を二重にするなど、さらなる
環境改善を図っていく予定の中、先ずはAREA空調機
の導入がその第一歩となったようです。
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エアコンで全体を冷やすか、
大風量でエリアだけ冷やすか。

高圧ホース用継手ではトップクラスのシェアを持つ清
水製作所。宮崎県にある都城工場では、それまで真夏
で工場内が熱くなっても窓を開け、扇風機しか使って
いなかったということですが、働き方改革など社会的
に職場の環境や従業員の満足度向上が重要視されて
きたのを受けて、空調設備の導入を決め、昨年二度に
分けてAREA空調機6台を設置しました。

工場の環境改善の一環として空調設備の導入を考え
はじめた頃は、一般的なエアコンも候補に上がって
いたようですが、工場内全体を冷やす必要があり、相
当なコストがかかることが分かりました。そこでネッ
トで見かけたAREA空調機のデモ機を工場内に持ち
込んで試したところ、大風量で狙ったところをスポッ
ト的に冷やしてくれることを確認。また、暖房機能が
あり冬期でも使えることも実感したそうです。
導入後1年経った後の取材に「（AREA空調機を）取り
付けていなかった時のことが考えられません。」と
（株）清水製作所 宮崎の森木社長は笑いながら話して
くれました。
今後も防熱対策として屋根を二重にするなど、さらなる
環境改善を図っていく予定の中、先ずはAREA空調機
の導入がその第一歩となったようです。

施設内の空きスペースを利用して設置できる
天吊タイプを採用。配線・配管もスッキリ。

都城工場は主に炉中ロウ付け継手製品を製造しています。



Case Study
事例紹介 その他工場施設
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施設内で一方向の気流をつくり、
熱気を留めない循環をつくる

TYPE
2

フレキダクト取付で
スポットクーラーのように狙ったエリアへ

TYPE
3

広い施設内全体に
気流を送り、低い温度を維持する

TYPE
1

下記のような用途の他、お客様のニーズに合わせた対応が可能です。

さまざまな施設の形状、用途に対応可能です。



Case Study 学校関連施設

事例紹介 板橋区教育委員会 新しい学校づくり課 様

熱中症予防のため、体育施設の温度・湿度環境を改善―

区内5つの体育館にAREA空調機を導入。
熱中症予防のため、体育施設の温度・湿度環境を改善―

区内5つの体育館にAREA空調機を導入。

設置場所はキャットウォーク。
体育館内の空調の効果検証でも効果を実証。
「明らかに導入前より温度と湿度が下がったことを実感しています。」と実際
に使用された感想をいただいたのは、板橋区教育委員会 新しい学校づくり課
で体育館内の熱中症予防対策を担当されていた香川様。
もともとAREA空調機は20m先まで届く大風量を出力可能な空調機として、
工場・作業場・倉庫など施設内の暑熱対策に評価を得ていました。
今回、体育館のような設置スペースが限られた施設でも、室内機がうす型の
ため、キャットウォークやギャラリーなど狭いスペースでの設置が容易で、
安全性も高いと評価をいただいています。

室内機と室外機が別のセパレートタイプです。
排水・排気ダクト周りもスッキリとしています。

板橋区立中台中学校
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《室外機》 KBHP-ZP280

《室内ユニット》 ZI-P280

当社では風量を確認いただけるよう、デモ機を用意しております。詳細は窓口担当者か、右記QRコードもしくは
URLからホームページにアクセスし、お問い合わせください。

デモ機お貸しいたします。

■背面■右側面■正面 ■左側面

1,500mm 1,000mm

1,
96
2m
m



AREA空調機デモ機設置容量について
1. 梱包に使用しているバンドやビニール袋はデモ機返却時に再利用していただくため、
捨てずに保管しておいてください。
2. 現地分電盤の三相200Vの50A以上のブレーカにエリア空調機の配線を接続してくだ
さい。
※4芯線はR=S=TEに対して、赤・白・黒・緑の色で対応しています。
このうち緑はアース線となりますので必ずアースを取ってください。

3. 付属のフレキダクトは接続カラーの先端に取り付けてご使用ください。
4. 冷房時、室内機のドレンホースよりドレン水が出ますので、付属のポリタンクをご使用
ください。温湿度環境によっては、短時間でポリタンクいっぱいに水が溜まりますので、
様子を見つつ運転を行ってください。

■エリア空調機 デモ機についてのお問合せ
https://www.kubota-airconditioner.co.jp/contact/

フレキダクト
接続用カラー 1個

その他 付属品
・フレキダクト 1本
・ドレン排水用ポリタンク 1缶

デモ機重量：約270kg
   室内機 : 78kg
   室外機 : 125kg

リモコン

ドレンホース

電気配線30m
（線種:14mm²×4芯線）

現地分電盤
ブレーカ容量
50A以上を使用

ドレン口
（ホース取付済み）

末端：丸端子処理済
（線種：14mm²×4芯線）

付属配線30m

接続用カラー



■本カタログの内容は改良のため予告なく変更される場合があります。 20.11. 作成. KES.SUN.3

URL : https://www.kubota-airconditioner.co.jp/

本 社
営 業 部 門

　（東京）
　（大阪）
　（中部）
　（九州）

メンテナンス部門
　（東京）
　（大阪）

栃 木 工 場
品 質 保 証 部
研 究 開 発 部

〒104-8307

〒104-8307
〒556-8601
〒450-0002
〒812-0011

〒104-8307
〒556-8601
〒321-0905
〒321-0905
〒321-0905

東京都中央区京橋2-1-3（京橋トラストタワー）

東京都中央区京橋2-1-3（京橋トラストタワー）
大阪市浪速区敷津東1-2-47
名古屋市中村区名駅3-22-8（大東海ビル）
福岡市博多区博多駅前3-2-8（住友生命ビル）

東京都中央区京橋2-1-3（京橋トラストタワー）
大阪市浪速区敷津東1-2-47
栃木県宇都宮市平出工業団地28-1
栃木県宇都宮市平出工業団地28-1
栃木県宇都宮市平出工業団地28-1

TEL.03-3245-3130

TEL.03-3245-3118
TEL.06-6648-3153
TEL.052-564-5081
TEL.092-473-2551

TEL.03-3245-3126
TEL.06-6648-3175
TEL.028-661-3100
TEL.028-661-3103
TEL.028-661-3106

営業連絡先

■印刷の都合上、製品の色・素材等実物と異なる場合があります。
■カタログの写真・イラスト等の無断掲載・転用を禁じます。
■本カタログの内容は改良のため予告なく変更される場合があります。




