
低ＣＯ2川崎ブランド ’14 認定及び認定結果の発表会について

１ 低ＣＯ２川崎ブランド事業の概要

低ＣＯ 川崎ブランドは、原料の調達から廃棄等までのライフサイクル全体でＣＯ を削

減できる市内事業者の製品・技術等をブランドとして認定し、広く発信することで、製品・

技術等の普及を促進して、地球温暖化防止を図る川崎独自の認定事業です。 

なお、事業を開始した平成 21 年度から、昨年度までで５回認定を行っており、延べ 47

件の製品・技術等を認定しています。 

２ 低ＣＯ２川崎ブランド’14 認定製品･技術等一覧 

今年度は８件の製品・技術等について認定し、認定したものの中で特に優れたものを大賞

に選定いたしました。（詳細は、別紙参照） 

【大賞】 

部門 製品・技術等名称 企業名

製品・技術
HyGeia（ハイジェイア）シリーズ  

小型オンサイト水素製造装置 
三菱化工機株式会社 

【認定一覧】

部門 製品・技術等名称 企業名

製品・技術 造船、橋梁向け環境負荷低減鋼板「ＬＰ鋼板」 
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所
（京浜地区） 

製品・技術 フェーズドアレイ気象レーダ 株式会社東芝小向事業所 

製品・技術
新幹線自動改札機  ＥＧ－７０００ 

【川崎メカニズム同時申請】 
株式会社東芝小向事業所 

製品・技術 モバイルシフォンタンク 日本原料株式会社 

製品・技術 メーク用有機ＥＬ照明 「OLE-B01」 パイオニア株式会社 

製品・技術 
新冷媒 R32 採用ルームエアコン 

「 nocria  」X シリーズ 
株式会社富士通ゼネラル 

製品・技術 
新冷媒 R32 採用ルームエアコン  

「 nocria  」Z シリーズ 
株式会社富士通ゼネラル 

製品・技術 

HyGeia（ハイジェイア）シリーズ 

小型オンサイト水素製造装置 

【川崎メカニズム同時申請】 

三菱化工機株式会社 

３ 認定結果発表会

 今年度認定した製品・技術、サービスについて、次のとおり認定結果の発表を行います。

(1) 日程  平成２７年２月５日（木） １３時１５分～１３時５５分 

(2) 場所  川崎国際環境技術展 センターステージ（とどろきアリーナ）

(3) 内容  ① 低ＣＯ2川崎ブランド’14 の大賞表彰状、認定証、賞品授与

  ② 認定結果講評

平成２７年１月２０日

市 長 記 者 会 見 資 料

川崎市環境局地球環境推進室

電話  ０４４－２００－２３６４

ＦＡＸ ０４４－２００－３９２１



■ 製品・技術等の概要 

 １３Ａ都市ガスやＬＰガス等を原料として高純度
の水素（99.999vol.％以上）を製造する新型高性能
小型オンサイト水素製造装置 

低ＣＯ２川崎ブランド’１４ 認定製品・技術、サービス一覧 

別 紙 

ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所（京浜地区） 

造船、橋梁向け環境負荷低減鋼板「ＬＰ鋼板」 

■ 製品・技術等の概要 

設計強度の変化に対応して、鋼板長手方向の板厚を
連続的に変化させることを可能とした高機能厚鋼板 

■ 先進性・独自性等 

鋼材使用量の低減により、鋼材輸送時、建造時及び廃棄時のＣＯ２削減に貢献
するほか、船舶においては燃費改善に寄与 

フェーズドアレイ気象レーダ

■ 製品・技術等の概要 

ゲリラ豪雨などの気象災害への早期対応に適応す
る高速・高密度観測が可能な国内初のとなるフェ
ーズドアレイ型気象レーダ 

■ 先進性・独自性等 

従来型機の２０倍の情報取得能力を有しているため、同じ機能を得るためには、
従来型機２０台が必要となる 

㈱東芝小向事業所 三菱化工機㈱ 

HyGeia シリーズ 小型オンサイト水素製造装置 

製品技術部門

■ 先進性・独自性等 

世界屈指の改質効率を有し、原料ガス使用量の２０％
以上の削減とコンパクト化（設置面積１／２）により、
ＣＯ２削減に貢献 

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

同社旧製品と比較して、ライフサイクルの段階すべてにおいてＣＯ２排出量を
削減し、全体で約３０％の削減を達成 

製品技術部門

製品技術部門

原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

一般的な鋼板と比較して、算定対象としたライフサイクルの段階すべてにおい
てＣＯ２排出量を削減し、全体で約０．１％の削減を達成 

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

従来型機２０台による稼動と比較して、ライフサイクルの段階すべてにおいて
ＣＯ２排出量を削減し、全体で約９０％の削減を達成 

原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル

大 賞 

：減少 ：増加 ：増減なし ：算定対象外

原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル

■ 製品・技術等の概要 

複数枚のきっぷ（乗車券、特急券、指定席券等）
とＩＣカード等を同時に処理することができ、新
幹線ＩＣカード利用により、チケットレスでの乗
車が可能な新型新幹線自動改札機 

新幹線自動改札機 ＥＧ－７０００ 
㈱東芝小向事業所 製品技術部門

■ 先進性・独自性等 

待機時消費電力の低減（現行機から－３０％）と軽量化（現行機から－１２％）
を実現し、ＣＯ２削減に貢献 

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

同社旧製品と比較して、ライフサイクルの段階すべてにおいてＣＯ２排出量を
削減し、全体で約３０％の削減を達成 

原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル

外寸：5.3×3.3×3.4ｍ 



■ 先進性・独自性等 

ＬＥＤや蛍光灯に比べ太陽光に近い自然な発色性の新世代照明「有機ＥＬ照
明」は、白熱灯に比べ消費電力を低減し、ＣＯ２削減に貢献 

低ＣＯ２川崎ブランド’１４ 認定製品・技術、サービス一覧 

■ 製品・技術等の概要 

 小規模水道施設としての利用を始め、災害復旧活動
用や現場の排水処理としても利用できる移動式砂ろ
過浄水装置 

パイオニア㈱  ※本製品は資生堂向け専用モデルです。 

メーク用有機ＥＬ照明「ＯＬＥ－Ｂ０１」 

■ 製品・技術等の概要 

目に優しく、発色性、視認性に優れ、反射が少なく誤
認を減らせるなど、有機ＥＬ照明の特徴を活かしたメ
ーク用照明 

新冷媒Ｒ３２採用ルームエアコン「 nocria  」Ｘシリーズ 

㈱富士通ゼネラル 

新冷媒Ｒ３２採用ルームエアコン「 nocria  」Ｚシリーズ

■ 製品・技術等の概要 

快適・エコをハイレベルで両立し、高い省エネ性
と暖房能力No.1を実現した新冷媒Ｒ３２採用家庭
用エアコン 

■ 先進性・独自性等 

従来の冷媒Ｒ４１０Ａに比べ地球温暖化係数が約１／３の新冷媒Ｒ３２を採用す
るとともに、圧縮機などの基幹部品を新たに開発し高効率化を実現することで、
ＣＯ２削減に貢献 

㈱富士通ゼネラル 

日本原料㈱ 

モバイルシフォンタンク 製品技術部門

■ 先進性・独自性等 

独自のろ過材（フィルター）洗浄技術により、ろ過材交換が不要となるほか、
ろ過材の逆流洗浄時間の半減を実現し、ＣＯ２削減に貢献 

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

一般的な砂ろ過浄水装置と比較して、主に使用・維持管理段階においてＣＯ２

排出量を削減し、全体で約１５％の削減を達成 

製品技術部門

製品技術部門

製品技術部門

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

白熱灯と比較して、主に使用・維持管理段階においてＣＯ２排出量を削減し、
全体で約１０％の削減を達成 

■ 製品・技術等の概要 

サイド気流とセンター気流の２種類の気流による
世界初の気流制御技術で省エネ性と上質な快適さ
を両立した新冷媒Ｒ３２採用家庭用エアコン 

■ 先進性・独自性等 

従来の冷媒Ｒ４１０Ａに比べ地球温暖化係数が約１／３の新冷媒Ｒ３２を採
用するとともに、圧縮機などの基幹部品を新たに開発し高効率化を実現するこ
とで、ＣＯ２削減に貢献 

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

｢nocria ｣Z シリーズ（2013 年モデル）と比較して、主に使用・維持管理段階に
おいてＣＯ２排出量を削減し、全体で約５％の削減を達成 

原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル

原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル 原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル

■ ライフサイクルでのＣＯ２削減 

｢nocria ｣X シリーズ（2013 年モデル）と比較して、主に使用・維持管理段階に
おいてＣＯ２排出量を削減し、全体で約５％の削減を達成 

原材料 
生産

流通・ 使用・ 廃棄・

調達 販売 維持管理 リサイクル


