
エコモは電気使用量を 最大１５％削減 する節電ユニットです。

５％返金保証

１５年設計寿命

７％削減電気代
平均

CO2削減

7年保証



1.電力会社の現状と今後

燃料高により、ほぼすべての電力会社が赤字を発表。
大手電力会社が燃料費調整制度調整金の上限撤廃を随時発表している。

今後も電気代は上がり続けていくと予想される。



2.電気代高騰によるニュース一覧

・新潟県の遊園地サントピアワールドの電気代が現行1820万円⇒３５８０万円に
(R4/6/21)
https://bit.ly/3AC8Jjf

・電気代高騰に伴い三重県の鳥羽水族館、沖縄の美ら海水族館が値上げを発表

・東京電力ホールディングスが2022年9月の燃料調整額を公表。
これで13カ月連続での値上げ実施。 (R4/7/28)
https://s.nikkei.com/3ebNWvs

https://bit.ly/3AC8Jjf
https://s.nikkei.com/3ebNWvs


3.価格高騰の現実

2.98

-4.6８ ０．７２

３．３６

単価 5.4円UP

単価 ０．３８円UP

2021年3月 2022年2月

１，５４１，６８９円 2,395,767円

この1年間（２０２１/３～２０２２/２）でほぼ変わらない利用量だが、電気料金の高騰により 月額854,078円アップ！
2030年まではまだまだ電気料金は上昇していく見通し



4.価格高騰の現実（アップ）

2021年3月 2022年2月

項目 数量 単価 金額

燃料費調整制度調整金 96,758 -4.68 -452，827.44

項目 数量 単価 金額

再生可能エネルギーの
固定価格買取制度賦課金

96,758 2.98 288，338.00

項目 数量 単価 金額

燃料費調整制度調整金 116,832 0.72 84，119.04

項目 数量 単価 金額

再生可能エネルギーの
固定価格買取制度賦課金

116,832 3.36 392，555.00

この1年間（２０２１/３～２０２２/２）でほぼ変わらない利用量だが、電気料金の高騰により 月額854,078円アップ！
2030年まではまだまだ電気料金は上昇していく見通し

合 計 1,541,689 合 計 2,395,767



5.燃料費調整制度調整金の値上げ

7.80円

-4.68円

2021年3月から
2022年10月までの約1年
半で

１２.48円の値上がりに

なっており、現在も高騰中

0.72円



6.価格高騰の現実 １０月現在の想定値

2021年3月 2022年10月(想定値)

項目 数量 単価 金額

燃料費調整制度調整金 96,758 -4.68 -452，827.44

項目 数量 単価 金額

再生可能エネルギーの
固定価格買取制度賦課金

96,758 2.98 288，338.00

項目 数量 単価 金額

燃料費調整制度調整金 116,832 7.80 911,289.60

項目 数量 単価 金額

再生可能エネルギーの
固定価格買取制度賦課金

116,832 3.36 392，555.00

現在の燃料費調整制度調整金で計算すると、 月額約1,681,249円アップ！
利用状況が一緒でも8カ月前の2022年2月より 827,171円 増えてる見込みになります。

合 計 1,541,689 合 計 3,222,938



7．エコモとは

最大１５％削減実績 (導入平均実績７％)

3年程度で投資回収が可能です。

特許取得済み商品 （2018年取得）

「電力改善装置」の名称で、特許取得済みの商品です。
エネルギー管理指定工場を中心に９00か所以上の導入実績。2018年から2022年で６00か所の設置。

安心・安全・簡単設置 (設計寿命15年。7年の長期保証)

本体に電気が流れないため、故障のリスクがほぼありません。1時間程度で設置可能。 移設も簡単。

CO2排出量の大幅削減が可能

カーボンニュートラル，エコ・ファースト活動，SDGｓ



8．ecomo削減の仕組み

ecomoなら

➡

ノイズ除去で電気の流れを潤滑にする

電力供給量

９０
電力供給量

８０

※説明用に数値を簡略化して設定しています。
実際には異なる場合があります。

電力ロスを最大15％低減

変換のロス・送電のロス・使用のロス

電気料金平均7％削減➡

へ低減



電気の流れを良くする仕組み

※進相コンデンサ、デマンド制御装置等の節電装置との併用も可能!

トランス2次側S

要求
※電気量の供を要求する

負荷R 負荷S

RST

トランス２次側R

施設内のマシンやエアコン等

9．電気の流れをよくする仕組み

トランス
（2次側）

R TS 電子 電流

圧電効果により
トルマリンから「電子」
を作りだします。

活性化

「電子」が電気の流れを
改善し、電力ロスを軽
減します。

キュービクル



ecomoの構造

特殊
加工

10．ecomoの構造

［鉱物］

トルマリン
フェライト

鉱物 ナノ粉末状

トルマリン

別名：電気石

周囲に0.06mAの電気を帯びる性質のある特殊な鉱
石です。
岩盤浴や、肩こり解消ネックレスに使われている。

フェライト

別名：磁石

酸化鉄を主成分にコバルトやニッケルマンガンなどを
混合焼結した磁性体で磁石になる材料です。
電磁波除去、ノイズ除去の働きがある。



11．安心・安全・長寿命

・電子機器ではありません

・本体に電気は流れません

・コンデンサ、ＩＣチップ等劣化、
故障の原因となる電子パーツはありません

・エコモ内部をアクリル樹脂系の塗料で
保護し外装はキャストナイロンを使用し
ています。

・防水性に加え、耐衝撃・耐摩耗性・防錆・
耐薬品性にもすぐれたコーティング加工
で安心です。

そもそもecomoって？ より安心してお使いいただくため



12．電気料金の内訳

基本料金
契約容量によって決まる固定料金
（エコモ削減対象外）

電気料金

従量料金（エコモ削減対象）

基本料

再エネ賦課金
電力会社が太陽光などによって発電された

電気を購入するためにかかった費用

再エネ賦課金

燃料調整額
市場・為替などによって決まる電気料

燃料費調整額

電力量料金
使用量にあわせた従量料金

電力量料金



13．ecomoが取り組む環境問題

電力量 CO²排出係数 カバー率 CO²排出量

年間総量 2,044,624 kWh × 0.000441 = ９０１．７

Ecomo
使用削減分

kWh × 0.000441 × 0.96 = ６７．５

Ecomoを導入した企業の事例 （CASE：300kVA使用/電力削減率7.8％）

年間約 67.5ｔ ものCO²排出量削減効果!!!

SGDsとしての項目

14

樹齢４０年の杉の木 7,670本が
1年間に吸収出来るCO²排出量

CO２ ６７．５ｔ ＝

ecomo１００ｋVAあたりのCO²削減量2,557本 ＝
（樹齢40年の杉の木）



14．ecomoの歴史

企業名 ： D社 千葉サイト

業種 ： 化学工場

設置日 ： 2013年10月

設置容量 ： 1250kVA
（750+500kVA）

平均電力

削減成功

9.０％



15．導入事例１ （効果検証①）

圧倒的な検証効果が実現！

電力原単位
平均削減率：6.7％

平均電力量
平均削減率：9.0％

最大電力量
平均削減率：4.9％



※詳細は特許情報プラットフォームにて閲覧可能です。

【発行国】 日本国特許庁(JP) 

【公報種別】 公開特許公報(B2) 

【特許番号】 特許第6274523号

（P6274523) 

【登録日】 2018年1月19日

【有効期間】 ２０年間（20３8年まで）

【発行日】 2018年2月７日

【発明の名称】 電力改善装置

16．特許概要



１7．導入実績

企業名 ： D社 千葉サイト

業種 ： 化学工場

設置日 ： 2015年5月

設置容量 ： 750kVA

企業名 ： 株式会社●●パック

業種 ： パッケージ生産

設置日 ： 2016年6月

設置容量 ： 300kVA

平均電力

削減成功9.9％

企業名 ： 株式会社●●デリバ

業種 ： 馬肉専門加工

設置日 ： 201７年３月

設置容量 ： １50kVA

企業名 ： 大手自動車会社（H)

業種 ： 自動車会社

設置日 ： 2020年２月

設置容量 ： 300kVA

平均電力

削減成功１０.６％

平均電力

削減成功15.2％

平均電力

削減成功9.６％



設備関連会社(三重県)

30kVA導入 750kVA導入

病院(静岡県)

100kVA導入 750kVA導入

大手食肉加工会社(神奈川県)

150kVA導入

300kVA導入
※写真はイメージです。

１8．設置事例

コンサルティング会社（埼玉） 大手化学関連工場 製氷会社



19．トランス一覧

キュービクル内にあるトランス毎に
ecomoの負荷容量に合った内容を選定して
ご提案をさせていただいております。

温度耐性:-30～100度 耐熱:100度まで



3相一体型

実負荷に合わせた
機種選定

ecomo容量選定はトランス容量ではなく、
実際に稼働している負荷容量に合わせて
機種選定を行います。

3相個別型

ホーム＆ストア
エコモシリーズ

(5～30kVA)

Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

20．製品規格



21．ご用意いただく書類

必要書類

① 電気料金請求明細書 （1年分） ★必須

② 電気設置月次点検報告書 （1年分） ★必須

③ 単線結線図 （※ご用意をお願いする場合があります）

電気料金請求明細書 電気設置月次点検報告書 単線結線図



エコモ設置容量 ２００kVA

エコモ設置単価 1kVA =22,000円

エコモ設置コスト ４,400,000円

節電率（仮定） 算出根拠 （単月） 年間削減金額 ecomo回収期間

5％削減保証 2,207,724円 × ５％ = 110,386円 1,324,632円 （110,386円×12ヶ月） 3.7年 （44ヶ月回収）

7％の場合 2,207,724円 × 7％ = 154,541円 1,854.492円 （154,541円×12ヶ月） 2.6年 （31ヶ月回収）

10％の場合 2,207,724円 ×10％ = 220,772円 2,649,264円 （220,772円×12ヶ月） 1.8年 （22ヶ月回収）

平均節電率 ７％の場合 投資回収年数 年間削減電気量 年間削減CO²量 15年後のメリット

2．6年回収 119,371kWh 52.6t 22,977,380円

エコモ本機は2.6年で回収したのちに、15年間で22,977,380円の削減メリットを実現！！
（年間：1,853.014円）

22．シミュレーション結果 【２00kVAの場合】

導入結果

電気料金
基本料金
従量料金

エコモカバー率

3,478,455円
（ 695,691円）
（2,529,786円）

79.3%



5％未満の場合返金保証

初回導入後、5％（取り決めにより３％）以上の削減効果が見受けられない場合は、
そのエビデンス提出と製品を返品頂ければ、製品代金を全額返金致します。

※設置後、最低6カ月以上の効果検証必要。13か月程度までを検証期間とする。

(返品確認後、3カ月で返金実施)

弊社は、エコモの効果にご納得頂けた企業様への継続的な設置だけではなく、
そのグループ企業様や、ひいては業界全体へ発展するような、
さらに大きなエネルギー削減を目的としております。

エネルギー削減と向き合って頂ける企業様に対し、
その結果責任を負うことで、
この技術の普及を加速させたく信念をもって推進しております。

23．削減保証について

※一括購入に限る

※シミュレーションの結果、電灯トランスの割合が全体の３０％以上を占める場合は、
３％未満の場合に返金保証となります。

※リース契約の場合、リース会社との契約条件により返金保証対象となる場合があります。



本体販売総額 算出根拠（単月） ※１ 年間削減金額

4,400,000円 2,207,724円 × 7％ = 154,541円 1,854.492円 （154,541円×12ヶ月）

初期費用をかけずリース契約でも毎月のコストを削減することが可能

節電率７％の場合 （リース契約した場合）

月間電気削減料 （上記※１参照） 154,541円

リース料（消費税込） 92,928円

リース期間（回数） 5年間（60回）

月間純削減金額 ▲61,613円

年間純削減金額 ▲739,356円

削減率 ４０％

24．リース契約の場合 【２００kVAの場合】

導入結果

※ 下記リース料は参考値となります。リース会社によってリース料率は変動いたします。



工業会の証明書＝全額損金（資本金1億円以下対象）

減価償却＝8年

メーカーリース＝5年（料率1.92％）

25．減価償却について

○中小企業等経営強化法第１７条第３項に規定する経営力向上設備等のうち、
中小企 業等経営強化法施行規則第１６条における以下の要件（以下「生産性向上に係る要 件」といいます。）、

① 販売開始時期（設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること）
② 生産性向上指標（例：生産効率、精度、エネルギー効率等）に係る要件（年平 均１％以上向上）

を満たす設備であることの工業会証明書を取得し、中小企業等経営強化法の認定を 受けた場合で、且つ最低取得価額要件
などの税法上の要件を満たすものについては、 税制上の優遇措置の適用を受けられます。
工業会等では、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、
その旨を証する 「証明書」を発行することとしていますので、
税制上の優遇措置の適用を受けようとする法人又は事業主の方はご活用ください。



２6．工業会の証明書について

【THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA様】

【日本機械工業連合会 要件証明書①】 【日本機械工業連合会 要件証明書②】

下記内容をいただければメーカー側で
工業会の証明書の取得が可能です。
ご依頼から発行まで約2週間程度の
お時間をいただいております。

【必要な内容】

・法人名

・ご住所

・電話番号

・ご担当者様名

・ecomo容量

・納期

・設置完了日



分電盤
(動力1)
50kVA

分電盤
(動力3)
100kVA

分電盤
(動力2)
200kVA

分電盤
(動力4)
100kVA

27．簡単設置

オススメ

※ 全停電が必要（約1時間ほど）
平均削減率 7％

※ 平均削減率 4％



28．検証方法

電力会社より電力データを取り寄せし、
30分間隔の電気量推移をチェックします



29．ポスター無料作成サービス

当社では導入いただいた企業様に ecomoを導入する事で
どのくらいのCO2削減の告知ポスターを無料で作成しております。

右記は実際に導入をしている東京浅草のホテル

【THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA様】

で作成させていただきました。
環境問題についてアピールできると非常に好評を
いただいております。

【THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA様】

【店内掲示ポスター案】



30.削減効果の高い業種一覧

■工場（製造・食品加工・金属プレス加工）

■冷凍・冷蔵倉庫

■スーパーマーケット

■大型商業施設

■パチンコ店

■ホテル・リゾート施設

※対象 高圧電気利用企業様で月額電気料金1店舗50万円以上
テナント契約は導入不可 自社施設のみ



31.Q&A

Q1：ecomoを取り付けてもトランスやキュービクルは壊れないの？

A1：トランスの2次側に付けるのと電気を流さない為、故障のリスクが全く御座いません。

Q2：設置時間はどのくらい？

A2：トランスの数によりますが、１つ設置するのに約1時間いただいております。

Q3：設置するにあたり電力会社に申請が必要？

A3：電力会社への申請は不要となります。※電気主任技術者には事前にご相談をお願い致します。

Q4：電気代削減系は色々やりつくしているが削減が出るの？

A4：ecomoは電力ロスを減らして使用電気量の削減をする為
別のサービスに干渉しない部分の削減になりますので、やりつくしている企業様
でも十分削減効果が見込める内容となります。

Q5：過去導入企業でecomoの不具合はありましたか？

A5：2022年現在900拠点以上の導入をしておりますが1件も御座いません。

Q6：工事業者は自社で指定できるの？

A6：はい。当社でもご案内可能です。


