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東芝エレベータの
ビルファシリティー事業の歩み
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東芝エレベータのSDGsの取り組み

当社は､

環境への配慮･省エネルギーを促進して､

SDGs達成につながる取り組みを行っています。

今回のESCO事業を通じて

社会に貢献していくという信念は､

持続可能な社会を目指す

SDGsの方向性につながります。

当社グループの総合力で創る

エネルギー戦略によって、

さらなる社会課題の解決に挑み続けます。

当社グループでは､SDGs全17の目標のうち､ファシリティ

ソリューションの取り組みを含むすべての事業活動を通じて､

推進可能な11項目を抽出して取り組んでいます。

Facility Solution
当社グループの総合力で創る

エネルギー戦略
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当社概要

■商 号 東芝エレベータ株式会社
（Toshiba Elevator and Building Systems Corporation）

■代表者 代表取締役社長 柳瀬悟郎

■資本金 ２１４億７７２万８千円

■従業員数 ５，９００名

（内、ESCO事業を担当するビルファシリティー事業部１３７名）

■営業拠点
…北海道、東北、新潟、北関東、東京、西東京、東関東、神奈川、静岡、
北陸、中部、関西、兵庫、中国、四国、九州の各支社店等全国約250の拠点

■製造拠点…府中工場（東京）、上野原事業所（山梨）、姫路事業所（兵庫）

■設立年月 昭和42（1967）年2月18日
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ビルファシリティー部の事業領域と役割

昇降機と密接な ビル遠隔監視、ビル・マンション管理事業

(同業他社対抗・独立系対策）から、保守契約先を対象とした、

中小規模ビル向けファシリティー事業（グループ商材重ね売り）へ

官公庁をターゲットとした ＥＳＣＯ事業（省エネ・地球環境への貢献）へ変革

3年間のグラフをお願いします
20年～22年は見込みで良いと思います
後半で商品説明を入れているので

売上は商品内訳が分かるグラフが良いです。

東芝ｸﾞﾙｰﾌﾟ

・東芝ｷﾔﾘｱ

・東芝ﾗｲﾃｯｸ

・東芝ITｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼｽﾃﾑｽﾞ

・東芝ｴﾙｲｰ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ

・みずほ東芝ﾘｰｽ

連携
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□遠隔管理 □省エネサービス □セキュリティー

□運営管理 □診断・修繕

ビルファシリティー部の商材
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遠隔監視サービス

遠隔ビル監視（ビルコマンド）

ビル・マンションの設備機器と当社サービスセンターを

電話回線で結び、２４時間３６５日遠隔監視を行う。

遠隔ビル管理サービス（BUILNET-i）

節電から設備機器の故障対応まで価値ある

ビルファシリティサービスを行う。

全国を網羅する営業拠点と連携し

２４時間３６５日体制のサポート
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省エネルギーサービス

スーパー節電プラン

お客さまのエネルギーマネジメントに

スーパー節電プランで対応。ニーズに

合わせて多彩なソリューションで提案

空調システム

コスト削減からｅｃｏ促進まで

快適なビルの環境保全を

プロデュース。

ＬＥＤ照明システム

省エネ・ＥＣＯにもやさしい

ＬＥＤ照明化の推進。

蓄電池システム（iＰＣＳ＆ＳＣｉＢ）

節電対策だけでなく、非常時の緊急

電源としても活用できる蓄電池シス

テム。エネルギーマネジメントの

新しいカタチを提案する。

太陽光発電システム

電気は使うだけでなく、創って蓄めて

上手に活用！太陽光発電と蓄電池

システムを通じたエネルギーの有効

利用を提案する。
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セキュリティーサービス

安心パックＭＡＸ

突然の故障や破損など・・・防犯カメラの

システムトラブルにしっかり対応する安心

なパックである。

防犯カメラシステム

見守る、記録する、最新の「眼」がビルと

マンションに「安心」をもたらす。

オートロックシステム

電話回線を使用するので各居室への配線

工事が不要！低コスト、短工期で既存の

ドアをオートロックドアに変更する。

入退室管理システム

ニーズに合わせて様々なシステム人の

出入りを管理する。

セキュリティ設備診断

セキュリティの強化は物件価値を高める。

ビルやその周辺の状況をチェックして、

防犯強化のためのプランを紹介する。
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ビルファシリティー部の事業変遷

1966年～ 東芝昇降機事業開始

1967年～ 東芝昇降機サービス設立

1985年～ ビル遠隔監視装置開発・販売開始、ビルコマンド第1号機を西栄ビルに納入

1987年～ ビルシステム部新設、遠隔監視メンテナンス業務開始、ビル総合管理事業開始

1990年～ ビルコマンド受注500件達成、昇降機保守契約先へ販売拡大

1995年～ ビル診断業務開始・防犯カメラ販売開始、昇降機保守契約先との連携を強化

2010年～ BUILNET-i(BEMS）の発売開始、省エネサービス・見える化を推進

2011年～ ビルファシリティー事業部へ改称、BEMSアグリゲータ登録（経済産業省）

2013年～ 防犯灯ESCO事業を横浜市より初受注

2015年～ エネマネ事業者登録（経済産業省）エネルギー合理化補助金対応拡大
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2016年～ 施設ESCO事業を大阪府より初受注

大阪府立泉北府民センターESCO事業で施設ESCO初受注

新・大阪府ESCOアクションプラン参画 以後、施設ESCO推進

2017年～ 東日本地区自治体から施設ESCO事業を受注

川崎市麻生区スポーツセンター、同市産業振興会館ESCO事業受注

2018年～ 街路灯ESCO事業を中部地区へ拡大

湖西市防犯灯、富山市道路照明灯、大府市道路灯ESCO事業受注

公園灯に特化したESCO事業を初受注

神戸市公園灯LED化ESCO事業を同市より受注

2019年～ 街路灯ESCO事業を西日本地区へ拡大

広島市道路照明灯、福岡市道路照明灯、大分市道路照明灯SCO事業受注

2021年～ 神戸市立学校園ESCO事業(約300校)を同市より交渉権獲得

全国初の市内すべての公立学校園（小中学校の他、高等学校、
幼稚園、特別支援学校を含む）を対象としたESCO事業。

ビルファシリティー部の事業変遷
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東芝エレベータの
ＥＳＣＯ事業実績

２
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神奈川県川崎市
麻生区スポーツセンター
川崎市産業振興会館
中原区役所

東芝エレベータの実績［施設ESCO］

【官公庁ESCO事業施工実績（2013年～2020年度）】

施設ESCO

35件（全国シェア2位）※入札情報サービスNJSSより集計

［2021年4月事業開始］

千葉県木更津市
公共施設LED
［2021年4月事業開始］

東京都小平市
小中学校26校LED
［2021年4月事業開始］

千葉県佐倉市
西志津ふれあいセンター

茨城県つくば市
庁舎・地域交流センター

埼玉県
さいたま市・東松山市

［2023年4月事業開始］

小中学校25校LED
市立病院

［2021年4月事業開始］

茨城県常総市
公共施設マネジメント

［2021年4月事業開始］

大阪府･兵庫県

大阪府民センター：3施設
大阪府警：10署
大阪府立高校：6校
大阪府立狭山池博物館
大阪府立近つ飛鳥博物館
和泉市文化施設:２施設

大阪府営緑地公園：8施設
大阪府社会福祉会館
八尾市文化施設：3施設
枚方市文化施設：2施設
大阪市老健施設：1施設

［2021年4月事業開始］

大阪府営緑地公園：9施設
高槻市総合センター
神戸市区役所：4施設
藤井寺市役所他：5施設

［2022年４月以降事業開始予定］

大阪府教育センター
大阪市区役所：3施設
池田市五月山体育館
神戸市市民交流センター
守口市庁舎

堺市東区役所
和泉市文化施設：2施設
河内長野市役所

※施設ESCOでは庁舎、文化施設、公園、警察署、医療・福祉施設等が対象施設になり、

空調・熱源・受変電設備・照明・BEMS等が対象設備になります。
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東芝エレベータの実績［街路灯・防犯灯ESCO］

福岡県福岡市

［2021年4月事業開始予定］

20,000灯約

【官公庁ESCO事業施工実績（2013年～2020年度）】

街路灯・防犯灯ESCO

18件（全国シェア1位）※入札情報サービスNJSSより集計

大分県大分市

［2021年4月事業開始予定］

3,000灯約 愛知県東海市

［2021年4月事業開始］

9,000灯約

愛知県蒲郡市

8,000灯約

愛知県大府市

1,500灯約

静岡県湖西市
［2014年10月事業開始］5,000灯約

富山県富山市

［2019年9月事業開始］

65,000灯約

福井県福井市

［2021年4月事業開始予定］

1,300灯約

兵庫県神戸市
［2019年7月事業開始］10,300灯約

広島県広島市

［2020年6月事業開始］

20,000灯約

神奈川県小田原市
［2014年10月事業開始］14,000灯約

神奈川県相模原市
［2016年4月事業開始］50,000灯約

（2018年道路灯3,900灯納入）

神奈川県横浜市
［2015年4月事業開始］118,000灯約

神奈川県川崎市
［2020年4月事業開始］15,000灯約

宮城県仙台市
［2017年8月事業開始］80,000灯約

東京都府中市
［2018年8月事業開始］20,000灯約

埼玉県朝霞市

［2021年4月事業開始］

3,700灯約

岡山県岡山市
［2022年4月事業開始予定］7,600灯約
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東芝エレベータのESCO導入状況［大阪、兵庫］

神戸市
神戸市公園灯
東灘区役所
灘区役所
長田区役所
垂水区役所
福祉交流センター

堺市
泉北府民センター
大泉緑地
南堺警察署

黒山警察署
浜寺公園
東区役所

岬町
せんなん里海公園 和泉市

和泉シティプラザ
和泉市コミュニティセンター
いずみ霊園
北部コミュニティセンター
まなびのプラザ

河内長野市
長野公園 市庁舎本館・別館

貝塚市
二色の浜公園

豊中市
服部緑地
豊中南警察署

池田市
五月山体育館

箕面市
箕面公園
箕面警察署

大阪狭山市
狭山池博物館

富田林市
錦織公園
富田林中学･高校
富田林警察署
南河内府民センター

大阪市
住之江公園
住吉公園
城東工科高校
大淀警察署
東成警察署
阿倍野警察署

教育センター
おとしよりすこやかセンター西部館
平野区役所
生野区役所
浪速区役所 藤井寺市

藤井寺市役所
市民総合会館本館
同会館別館
生涯学習センター
保健センター

東大阪市 枚岡警察署

八尾市
久宝寺緑地
社会福祉会館
山本コミュニティセンター
生涯学習センター

泉佐野市
りんくう公園
日根野高校

佐野工科高校

四条畷市 四条畷高校

枚方市
輝きプラザきらら
市立中央図書館

山田池公園

守口市 市庁舎

高槻市 大冠高校 高槻市役所総合センター

摂津市 摂津警察署茨木市
三島府民センター

寝屋川市 寝屋川公園

大東市 深北緑地

羽曳野市
石川河川公園河南町

近つ飛鳥博物館



16

目次

大阪府発注 ESCO導入状況

大阪市
（37施設）

1 咲洲庁舎

2 府庁新別館

3 国際会議場

4 中央卸売市場

5 なにわ北府税事務所

6 夕陽丘高等専門技術校

7 住之江公園

8 住吉公園

9 北野高校

10 大手前高校

11 清水谷高校

12 高津高校

13 夕陽丘高校

14 港高校

15 天王寺高校

16 今宮高校

17 桃谷高校

18 城東工科高校

19 生野視聴覚支援学校

20 大淀警察署

21 都島警察署

22 此花警察署

23 東警察署

24 南警察署

25 大正警察署

26 天王寺警察署

27 浪速警察署

28 東淀川警察署

29 東成警察署

30 旭警察署

31 鶴見警察署

32 阿倍野警察署

大阪市
（37施設）

33 住之江警察署

34 住吉警察署

35 西成警察署

36 教育センター

37 本庁舎別館

池田市（１施設） 1 池田・府市合同庁舎

堺市
（10施設）

1 泉北府民センター

2 泉北府税事務所

3 大泉緑地

4 三国丘高校

5 堺警察署

6 南堺警察署

7 黒山警察署

8 障がい者交流促進センター

9 大型児童館ビッグバン

10 浜寺公園

高石市（2施設）
1 臨海スポーツセンター

2 高石警察署

岸和田市（2施設）
1 岸和田高校

2 泉南府民センター

泉佐野市
（6施設）

1 りんくうタウン駅ビル

2 りんくう公園

3 日根野高校

4 佐野工科高校

5 泉佐野警察署

6 家畜保健衛生所

田尻町（1施設） 1 関西空港警察署

阪南市（1施設） 1 泉南警察署

岬町（1施設） 1 せんなん里海公園

貝塚市（1施設） 1 二色の浜公園

和泉市（1施設） 1 南大阪高等職業技術専門校

河内長野市（1施設） 1 長野公園

大阪狭山市（1施設） 1 狭山池博物館

富田林市
（4施設）

1 錦織公園

2 富田林高校

3 富田林警察署

4 南河内府民センター

河南町（1施設） 1 近つ飛鳥博物館

羽曳野市
（3施設）

1 石川河川公園

2 羽曳野支援学校

3 羽曳野警察署

柏原市（1施設） 1 柏原警察署

八尾市
（3施設）

1 久宝寺緑地

2 山本高校

3 八尾高校

東大阪市
（4施設）

1 中央図書館

2 枚岡警察署

3 中河内救命救急センター

4 東大阪高等職業技術専門校

大東市（1施設） 1 深北緑地

四条畷市（1施設） 1 四条畷高校

門真市（1施設） 1 スポーツセンター

寝屋川市（2施設）
1 寝屋川公園

2 寝屋川警察署

守口市（1施設） 1 守口支援学校

吹田市（1施設） 1 吹田支援学校

豊中市（2施設）
1 服部緑地

2 豊中南警察署

茨木市（3施設）
1 春日丘高校

2 茨木高校

3 三島府民センター

枚方市（2施設）
1 山田池公園

2 枚方津田高校

高槻市（1施設） 1 大冠高校

摂津市（1施設） 1 摂津警察署

箕面市（2施設）
1 箕面公園

2 箕面警察署

能勢町（1施設） 1 豊能警察署

当社施工サービス：37施設黄色

※2021年2月現在

※大阪府新ESCOプランを参考

32市町村
（100施設）
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大阪府内市町村 ESCO導入状況

大阪市
（81施設）

1 総合医療センター

2 大阪プール

3 瓜破斎場

4 真田山プール・天王寺スポーツセンター

5 環境科学研究所

6 社会福祉センター

7 北部環境事業センター

8 教育センター

9 市立中央図書館

10 中央卸売市場本場（業務管理棟）

11 城北環境事業センター

12 東洋陶磁美術館

13 東南環境事業センター

14 北区役所

15 天王寺動物園

16～18 おとしよりすこやかセンター（南部館他2施設）

19 中央卸売市場本場（市場東棟他4棟）

20 中央卸売市場東部市場（仲卸売場棟他4棟）

21～59 都島区役所等の39施設（照明LED化）

60 おとしよりすこやかセンター西部館

61～77 中央図書館外16施設

78 中部環境事業センター

79 平野区役所

80 生野区役所

81 浪速区役所

岸和田市
（7施設）

1 本庁舎

2 別館

3 図書館

4 競輪場

5 市民病院

6 牛滝温泉せせらぎ荘

7 文化会館

堺市（2施設）
1 北区役所

2 東区役所

泉大津市（1施設） 1 市立病院内コージェネレーション設備

和泉市
（５施設）

1 和泉シティプラザ

2 和泉市コミュニティセンター

3 いずみ霊園

4 北部コミュニティセンター

5 まなびのプラザ

貝塚市（1施設） 1 市民福祉センター

河内長野市（1施設） 1 市庁舎本館・別館

千早赤坂村
（6施設）

1 くすのきホール

2 郷土資料館

3 保健センター

4 給食センター

5 海洋センター

6 いきいきサロンくすのき

河南町（1施設） 1 町役場庁舎

太子町（1施設） 1 町役場庁舎・分署

藤井寺市
（５施設）

1 藤井寺市役所

2 市民総合会館本館

3 同会館別館

4 生涯学習センター

5 保健センター

八尾市
（３施設）

1 社会福祉会館

2 山本コミュニティセンター

3 生涯学習センター

守口市（1施設） 1 市庁舎

摂津市（1施設） 1 市庁舎

枚方市（2施設）
1 輝きプラザきらら

2 市立中央図書館

豊中市（1施設） 1 第一庁舎・第二庁舎

吹田市（1施設） 1 市役所本庁舎

箕面市（1施設） 1 市役所本庁舎

池田市（2施設）
1 池田・府市合同庁舎

2 五月山体育館

高槻市（1施設） 1 高槻市総合センター

2021年度当社施工予定：3市5施設黄色
20市町村

※2021年2月時点

当社施工サービス中 ： 8市19施設青色
（124施設）
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目次

導入事例 その①

大阪府立狭山池博物館ESCO事業 (シェヤードセイビングスESCO 12年契約)

【平成29年度経済産業省エネルギー合理化補助金事業 採択】

ESCOサービス開始後の削減結果(開始後3年経過)

・平成30年度：達成率 104.7%
・平成31年度：達成率 101.3％
・令和 2年度：達成率 102.3％

※3ヶ年連続達成、計測検証業務完了
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目次

導入事例 その②

枚方市輝きプラザきらら･中央図書館ESCO事業
(ギャランティードESCO 5年契約)

【平成29年度環境省地方公共団体カーボンマネジメント強化事業 採択】

ESCOサービス開始後の削減結果(開始後3年経過)

・平成30年度：達成率 101.0%
・平成31年度：達成率 101.9％
・令和 2年度：達成率 107.1％

※3ヶ年連続達成、計測検証業務完了(予定)
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目次

導入事例 その③

大阪府社会福祉会館ESCO事業
(ギャランティードESCO 15年契約)

【平成29年度国土交通省既存建築物省エネ化推進事業 採択】

ESCOサービス開始後の削減結果(開始後3年経過)

・平成30年度：達成率 100.6%
・平成31年度：達成率 100.4％
・令和 2年度：達成率 107.1％

※3ヶ年連続達成、計測検証業務継続
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目次

導入事例 その③

神戸市公園灯ＬＥＤ化ESCO事業 (シェヤードセイビングスESCO 10年契約)

【補助金活用無し】

ESCOサービス開始後の削減結果(開始後2年経過)

・平成31年度：達成率 102.5％
・令和 2年度：達成率 105.3％

※2ヶ年連続達成、計測検証業務継続
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東芝エレベータの
ＥＳＣＯ事業の取組み

3
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目次

その１：ＥＳＣＯ事業で解決したい問題は？

当社では各自治体様でＥＳＣＯ事業公募が開始された時

まず、検討する事は？

・その事業化にどんな目的があるのか？

・その自治体の掲げる目標は何か？

・その施設はどんな位置付けなのか？

↓

・募集要項、審査基準の分析

・各自治体のＨＰ、市の政策

・地球温暖化対策への取組み

・その他地域性等々・・・

どんな背景と想いを読取る！
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目次

その２：どんな提案が最適なのか？

ESCO事業化の対象となる施設、建物には

どんな提案が最適なのか？

・施設にある現状の問題点、解決目標は？

・既存設備機器とエネルギー使用量は？

・運用上にある不満や使用上の問題点は？

↓

・図面読込み、エネルギー使用分析

・ウォークスルー時の情報収集

・どんな運用ができると最適なのか？

・稼働状況、運転時間の分析
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目次その３：ハードとソフトの両面から
省エネルギーが検討できているか？

設備機器を更新するだけの単純更新の

事業メニューになっていないか？

・更新対象機器は現状にマッチしているのか？

・更新後に施設運営に沿った最適な機器なのか？

・それが本当に解決策になっているか？

↓

・自動制御、ソフト的な改善検討

・現地の稼働にあった運用策を立案

・ハードとソフトの相乗効果が得られる

設計思想通りの省エネ試算を実現
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目次その４：自社の強みを生かした提案が
出来ているか？自己満足ではないか？

この事業内容、提案内容がベストなのか？

自治体さんにとって最適なのか？

・東芝の強みは出せているか？

・自己満足提案になっていないか？

・過去の事案と比較してベストな内容か？

↓

・最善、最高の機器仕様の選択

・２案以上を作成し、徹底比較

・競合他社のプランを推察し、

審査要項に沿って

採点シュミレーション

最高の提案
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目次その５：優先交渉権者選定後 → 契約締結まで
この期間に、最良の調整と協議が重要

優先交渉権者選定後から契約締結までの期間が最も重要

ここで事業の全てが決まる！

・ウォークスルーでは調査しきれない

・提案は事業者からの一方通行

・本当の姿が見れるのは選定後

どれだけ担当者や現地スタッフの

意見や要望を収集し、

事業計画に反映できるか

・補助金、工期、施設への影響を

充分検討、共有が重要

(過去、他自治体事例が有効)
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目次その６：ＥＳＣＯサービス開始後に
客先⇔ビル管⇔当社の相互関係は良好か？

全ての結果がでるのは、ESCOサービス開始後

・予定通りの省エネルギーが得られる？

・予定通りの稼働に則した運用でできる？

・ビル管さんとは仲良くできている？

↓

・維持管理業務は、ほぼ当社サービスマンが対応

・営業担当は提案→契約→サービス後まで

ずっと同じ担当で対応(ワンストップ対応)

・自治体さんのコンサル位置付けで相談OK

・ESCO以外の設備もお任せください！
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目次その７：ＥＳＣＯサービス開始後に
削減保証額は達成できるのか？

全ての結果がでるのは、ESCOサービス開始後

・予定通りの省エネルギーが得られる？

・予定通りの光熱水費削減ができているか？

・なぜ上手くいく？なぜ上手くいかない？

↓

・提案時と稼働後の省エネルギーは

どんな差異があるのか分析

・ＢＥＭＳ装置の計測＆現地点検を

の両面から、ＰＤＣＡサイクル

を駆使して良い点も悪い点

も検証を継続する
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東芝エレベータの
環境活動・普及活動への取組み

4
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目次

本事業におけるSDGsへの貢献

ESCO事業への参画は、環境への配慮･省

エネルギーを促進するSDGsへの取り組

みそのものです。

最新の熱源機器・LED照明器具は、省エ

ネ性アップによるCO2削減だけでなく、

水銀フリーのため環境に配慮しており、

SDGsに向けて貢献します。

当社は､SDGsの目標達成と持続可能な社会の実現に向け､

あらゆる事業を通じて社会の課題解決に取り組んでいます｡
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目次

ＥＳＣＯ事業の普及活動

「環境人づくり企業大賞2020」優秀賞を受賞
～環境省と環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）主催～

～東芝エレベータ社外広報誌～

～東芝エレベータ導入事例集
～

～自治体向けESCO啓蒙パネル～
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ＥＳＣＯ事業の今後を考える5
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目次

その１：補助金問題

数年前までは、ESCO＝経済産業省補助金の

エネ合＋エネマネ＝１／２補助金であったが・・・

他の補助金も中々適合しない世の中に・・・

↓

・今後、補助金がほぼ見込めない中で

そもそも、ESCO事業が成立するのか？

・ギャランティードESCOを活用する

自治体も増加傾向、

・補助金の活用意義を検討する時代・・・

補助金に縛られて本来の目的が解決できない

・ＥＳＣＯ事業的には大変な世の中に
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目次

その２：最近の自治体ＥＳＣＯ事業傾向

最近の自治体ＥＳＣＯ事業公募傾向

①完全成立シェヤードセイビングスESCO事業

提案書は補助金(有)・(無)版を提出

→補助金採択結果で事業メニューの変更あり

ESCOサービス料の上限なし

→光熱水費削減額までESCOサービス料OK

②上乗せ型(設備更新型)シェヤードセイビングスESCO事業

提案書は補助金(有)・(無)版を提出

→採択結果で事業メニューの変更ない場合多い

ESCOサービス料の上限あり、更新機器の指定有り

③ギャランティードESCO事業

提案書は提案書は(有)版のみを提出

工事金額上限あり、維持管理費上限あり、指定更新機器あり

最近は②③の、省エネ＋長寿命化工事のパターンが多い
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目次

その３：削減保証額と請求金額

ＥＳＣＯ事業の根幹である削減保証額は

事業開始前の直近３ヶ年平均光熱水費データ

↓

・削減保証額は直近３ヶ年の光熱水費単価

将来の光熱水費単価が変更しても

契約上は 契約単価×削減量＝削減保証額

社会情勢により光熱水費単価に大きく変動が

あった時には

削減保証額＜請求金額でも

各自治体さんは本当に大丈夫？

指定管理者さんは本当に大丈夫？
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目次

その４：刷新的な技術

この１０年位のＥＳＣＯ事業は

ＬＥＤ照明化の省エネルギー効率＋補助金の

恩恵をうけて事業成立ができていた！

↓

・一般的にＬＥＤ照明器具が普及してしまった

あとは、どんな省エネルギーメニューで

光熱水費削減を稼ぐことができるのか？

・何か刷新的な省エネルギー

技術が無ければ・・・

何か画期的な補助金が無ければ・・・

今後のＥＳＣＯ事業はどうなるのか？
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まとめ8
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目次

東芝エレベータの将来像
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目次

まとめ

当社では、ＥＳＣＯ事業を通じて、

・環境への配慮･省エネルギーを促進

・地方自治体の地球温暖化対策貢献

・市民サービス快適環境の提供

・確実な光熱水費削減保証

・設備の長寿命化

・最適設備運用の実現

・持続可能な社会への挑戦

の目標を掲げており、

自治体様の課題の解決に微力ながら貢献できる

事業を継続して提供し続けます！

自治体さんと
二人三脚で
頑張ります！
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終わり

ご清聴ありがとうございました


