
 ｢ イチ押し ｣ コーナーOffice Solution

法人事業部

お問い合わせ先 　掲載商品に関するお問い合わせは、各法人営業所もしくは （株）ヤマダ電機法人事業部まで  TEL.027-345-8857 ／ FAX.027-345-8824 
（受付：AM10:00 〜 PM6:00）

「ダブル冷却 のび太くん」
●電気を使わない冷媒凝縮促進装置  ●既存室外機への追設だけで電気代15～25％削減
●上場企業を中心に250社以上が導入  ●投資コストは約3年間で回収可能（※1）
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跳ね返るエネルギーの
衝撃波で泡を細分化

（特許第3218289号）搭載

※1）1日12時間使用の場合。機種や台数によって多少異なる。

■図1 「ダブル冷却 のび太くん」の仕組み

 エアコンの電気代をいかに引き

下げるか－－。企業や法人にとっ

ては、省エネルギーの観点からも、

コスト圧縮の観点からも重要なテ

ーマだろう。

　「ダブル冷却 のび太くん」は、こ

の課題をクリアする有望な機器。

今年、ヤマダ電機法人事業部がイ

チ押ししている注目アイテムなの

である。

　既存のエアコンに追設するだ

けで、冷房能力の向上と消費電力

量の低減を可能にするスグレモノ

である。

　冷却効果は約1.2～1.6倍にアッ

プし、設定温度が同じであれば消

費電力量を約15～25％カットで

きる。

 暖房の場合でも約5％の消費電

力を削減でき、しかも、エアコン本

体の長寿命化も実現する。

あらゆる冷却機器に対応
　図1はのび太くんの仕組みを示

したもの。エアコン室内機の役割

は、液化した冷媒を蒸発させ、冷

気として室内に吹き出すこと。そ

して熱を奪って気体になった冷媒

を、室外機へ送り込むことだ。室外

機は内部のコンプレッサーで冷媒

ガスを圧縮し、コンデンサーで冷

やして再び液化する。そして室内

機へ送り戻す役割となっている。

　ところがコンプレッサーの能力

低下やコンデンサーの老朽化等

により、完全には液化できず、内部

に気泡が残るケースが多い。残っ

た気泡は冷房効率を悪化させる

要因である。

　そこで、のび太くんが第2の室

外機となって、冷媒を完全液化さ

せるのである。

　秘密はのび太くんの吸入部に
装着された「凝縮促進装置」だ。
これが不完全な液化冷媒に衝撃
波を与え、気泡を細かく分解する。
細分化した気泡は表面積が増え
るため、追設コンデンサーで再
度冷却することにより効率よく
放熱。完全に液化させる仕組み
である。
　完全液化した冷媒ガスは、熱
を奪う能力がアップするため冷
房能力が向上する。また、ガス圧
が下がるためにコンプレッサー
の負担が軽減され、消費電力量
を抑制できる。
　電気を使わないシンプル構造
ということもあって導入実績は
ウナギ登りにアップ。大手自動車
メーカーや著名食品メーカーな
ど上場企業を中心に250社以上、
8000台以上のエアコンに設置
済みである。しかも、ショーケース
や冷凍・冷蔵庫、冷凍車など冷却
に関わるあらゆる機器に対応可
能というフレキシビリティを合
わせ持っている。
　ヤマダ電機では「のび太くん」の、
レンタルにもリースにも対応し
ており、初期コストがゼロでの導
入も可能だ。
　電気代削減効果の試算も行
なっているので、まずはお近くの
ヤマダ電機法人コーナーまで、気
軽に問い合わせてみてほしい。

エアコンの電気代を
最大25％カット！
エアコンの電気代を
最大25％カット！
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 　　　　　　LED 照明Office Solution

法人事業部

SHANIMU #37

長期5年保証

あかり安心パックあかり安心パック
20本以上から承ります。日本全国基本工事費込み!!

長寿命長寿命

環境配慮の設計環境配慮の設計

省エネ省エネ

少紫外線少紫外線

電気代 80％～50％削減！！80％～50％削減！！

※脚立で作業できる範囲内（天高3.5m以内）となります。高所や特別な養生が必要な場合は追加料金が発生します。※一部離島及び移動困難地域を除きます。

50,000時間以上の設計寿命（照度減光70％）

ご契約までの
主な流れ

ヤマダだから安心・安全!!今だからこそ「明るい省エネ」を!!

最寄のヤマダ電機
法人営業所にお電話ください

営業スタッフが
現状確認

審査完了後に
ご契約 最新のLED照明を設置審　査

ガラス不使用・水銀不使用→特定産業廃棄物
ではなく、再生・リユースが可能。

※使用中の蛍光灯40Wタイプの場合、安定器の消費電力を加えると使用ランプにより差はありますが、器具全体で約40～50W前後の電力を消費しています。

蛍光灯・水銀灯等に比べて1/2以下に省電力化
→CO2排出量も半分以下に抑えられる。

LED照明の光は熱線を含まないため、
夏場の空調の負荷を下げられる。

※画像はイメージです。
※100Vタイプ、200Vタイプがあります。

5年
保証

寿命
50,000時間

5年
保証

寿命
50,000時間

タイプ
消費電力
発光効率
色温度

1m直下照度
電源
重量

40W標準タイプ
18W

122lm/W
5,500K
555lx
内蔵
320g

2,200ルーメン

円/月円/月1
本120120（税別）（税別）

※画像はイメージです。
※100Vタイプ、200Vタイプがあります。

タイプ
消費電力
発光効率
色温度

1m直下照度
電源
重量

40W高輝度タイプ
22W

118lm/W
5,500K
630lx
内蔵
320g

2,600ルーメン

円/月円/月1
本140140（税別）（税別）

40Wタイプ

※画像はイメージです。
※100Vタイプ、200Vタイプがあります。

タイプ
消費電力
発光効率
色温度

1m直下照度
電源
重量

110W標準タイプ
36W

122lm/W
5,500K
620lx
内蔵
630g

4,400ルーメン

円/月円/月1
本250250（税別）（税別）

※画像はイメージです。
※100Vタイプ、200Vタイプがあります。

タイプ
消費電力
発光効率
色温度

1m直下照度
電源
重量

110W高輝度タイプ
44W

118lm/W
5,500K
695lx
内蔵
630g

5,200ルーメン

円/月円/月1
本280280（税別）（税別）

110Wタイプ
業界トップクラス！ 発光効率122lm/Wを実現！！月々支払（60回）

LED照明の特徴LED照明の特徴

業界初！5年の長期安心保証！ 全国一律取付けサービス！ お支払いは1本100円より！

20Wタイプ（税別100円/月）もご用意しています！
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 　　　　　　LED 照明 企業のさまざまなニーズにお応えいたします！どんなことでもご相談ください！！

お問い合わせ先 　掲載商品に関するお問い合わせは、各法人営業所もしくは （株）ヤマダ電機法人事業部まで  TEL.027-345-8857 ／ FAX.027-345-8824 
（受付：AM10:00 〜 PM6:00）

5台以上から承ります。基本工事費込み！！

お問い合わせは全国のヤマダ電機各店法人窓口または本社法人事業部まで

※特殊取付金具及び高所作業車が必要な場合には、別途料金が必要となります。

houjin_honbu@yamada-denki.jp

電気代78％削減！！

水銀灯代替

99W

長寿命

90,000時間
長寿命

90,000時間 5年保証キャノピー灯キャノピー灯
WS99A4-G1-GWS99A4-G1-G

円/月額円/月額1
灯1,3001,300（税別）（税別）

1000, 台限定全
国

■水銀灯400W相当の代替品
■4面発光（側面発光）
■省エネ設計（70～99W変更可）
■ガソリンスタンド・物流センター・工場多数実績あり！

月々支払（84回）

消費電力 99W AC100-240V

405×405×Ｈ206mm10,000lm全光束

入力電圧

外形寸法
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Office Solution

SHANIMU #37

法人事業部

中古PC
導入で
コスト削減

中古PC
導入で
コスト削減

Windows 

Office Personal 2007

WindowsXPインストール済の中古パ
ソコンがお買い得です。新品と比べて
も格段にお安くなっています。中古は
保証が心配というお客様も安心の3ヶ
月保証付です！

Microsoft

マイクロソフトOffice、キングソフト
Office プレインストール可能。いつも
使うソフトがインストール済なのです
ぐにお使いいただけます。

導入のご相談、お見積もり､1台から承ります！導入のご相談、お見積もり､1台から承ります！

■ ■ヤマダ電機がお手伝い致します！！ ヤマダ電機の中古パソコンは安心です
●中古パソコンによる機器導入支援

●機種統一でのお見積

●使わなくなったパソコンの買取・
　回収・処分からデータ消去・解体
　証明書の発行等を承ります。

●全品セキュリティソフトがインストールされて
　いるので安心です。

●全品ウィルススキャンを実施しています。

●マイクロソフト社のOffice2007/2010
　（2年間正規ライセンス版）
　キングソフトOfficeプレインストール可能

※ご購入後セキュリティソフトのアップデートをお勧めします。

※工場出荷時です。

XP

2年間ライセンス版

WindowsXP
再生パソコン

セキュリティソフト
インストール済

ウィルススキャン
実施済み

マイクロソフトOffice
キングソフトOffice
プレインストール可能

お近くのヤマダ電機法人事業部窓口まで

大好評！！
インターネットで【ヤマダパソコン教室】を検索!

※開催店舗は限定されております。詳しくは「ヤマダパソコン教室」で検索の上、ご確認ください。

中学生以下のお子様
駒の動かし方がわかるレベルから5級まで
※付き添いの方は見学できます

対 象 者

ご予約はパソコン教室 または 法人カウンターまで受講予約

店舗によって異なります
将棋教室の開校予定表を店舗へ確認して下さい

開校・開校時間

棋力（将棋の実力）を認定し小型の
「級位認定証」を無料で差し上げます

特 　 典

1回（50分）750円（税込）
詳しくは講師におたずねください

受 講 料 見学は無料

日本将棋連盟 ☎03-3408-6161㈹
（平日10：30～17：30）土日祝日は休み

問い合せ先

日本将棋連盟公認の将棋教室です

大好大好大好大好評評！！！！
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企業のさまざまなニーズにお応えいたします！どんなことでもご相談ください！！

お問い合わせ先 　掲載商品に関するお問い合わせは、各法人営業所もしくは （株）ヤマダ電機法人事業部まで  TEL.027-345-8857 ／ FAX.027-345-8824 
（受付：AM10:00 〜 PM6:00）

　ヤマダ電機グループではジットとの協業により、「使用済みインクカートリ
ッジの回収キャンペーン」を展開中です。回収した使用済みインクカートリッ
ジ1個につき10円をボランティア団体に寄付しています（※1）。
　さらなる支援強化のためには、広く皆様方のご協力が不可欠と考え、弊社
の主旨にご賛同いただける全国の法人様に、回収ボックスの設置協力をお
願いしています。すでにたくさんの法人様に設置協力をいただいており、大き
な実績に結びついていますが、この輪をもっと大きく広げ、子どもたちを支援
する体制をより強固なものにしたいと考えています。
　つきましては、ご賛同いただける法人様に、回収ボックスを無償でお送り
いたします。ボックスには着払い伝票を添付しますので、経済的なご負担をお
願いすることはございません。回収ボックスが一杯になり次第ご返送くださ
るだけで結構です。

　このキャンペーンは「子どもたちの未来」を支援すると同時に、「ゴミの削
減・CO2排出量の抑制」にも寄与します。ぜひとも回収ボックス設置にご協力
をいただきたく、お願いいたします。
　回収ボックスに関するお問い合わせは、お近くのヤマダ電機法人営業所、
または下記までお電話をください。

「子どもたちの未来のため」「CO2排出量を抑制するため」

皆様の温かいご支援を、心よりお待ちしています！

（*1）募金対象の使用済みカートリッジは、ジット規定リサイクル対象商品となります。
最新状況：第16回募金総額352万5,980円（2011年7月21日から10月20日までに回収された35万2,598個分）　JANIC 2,350,653円　交通遺児 2,350,653円　合計3,525,980円

2007年11月から総額57,142,770円を寄付致しました

■回収ボックスのサイズ（数字の単位はcm ）
Jタイプ：高さ30×横30×奥行30
Aタイプ：高さ20×横29×奥行40
Pタイプ：高さ60×横35×奥行12
BOX大：高さ130×横50×奥行40

Jタイプ Aタイプ BOX大Pタイプ

「回収ボックス設置」に
ご協力ください！

使用済みインクカートリッジ
ヤマダ電機からご協力のお願い

ヤマダ電機027-345-8857 ジット055-280-8105

主な使用済みインクカートリッジ回収ボックス「設置協力法人様」（順不同、敬称略） 2011年11月末日現在

●企業
アステージ株式会社
コサック建設コンサルタント有限会社
ジーエス・ユアサ新潟販売株式会社
はあとふる薬局女池店
ベルウッドカンパニー
ホクショー㈱　白山工場
沖縄警備保障株式会社
佳秀工業株式会社
夏目光学株式会社
株式会社いちやまマート
株式会社オプテス
株式会社クリエイト
株式会社シャトレーゼ
株式会社スズキ自販湘南
株式会社スモルストン
株式会社ヒロタカデザイン事務所
株式会社稲本製作所
株式会社学力増進ゼミナール
株式会社丸越
株式会社丸富
株式会社元山商会
株式会社古賀坂スキー製作所
株式会社松井製作所冷熱技術部
株式会社正木設計
株式会社中部テクニカル
株式会社長門製作所
株式会社渡辺製作所
㈱ベストシッピング
㈱日本触媒
佐橋工業株式会社

住友信託銀行株式会社新潟支店
小谷産業株式会社
小牧温水プール　㈱愛知スイミング
昭和ケミカル株式会社会津工場
浄土真宗親鸞会
新和石油株式会社
西芝テクノ株式会社
長谷川建設株式会社
藤島建築事務所
独立行政法人産業技術総合研究所

中部センター研究業務推進部
南国運輸株式会社
日世株式会社
日本化学機械製造株式会社
日本電子テクニクス株式会社
富士海運株式会社
兵庫信用金庫
豊栄福交流センター
北海道農業研究センター
北陸通信工業株式会社高岡営業所
北陸通信工業株式会社黒部営業所
北陸通信工業株式会社富山支店
有限会社ファースト事務機器
有限会社染谷商事
有限会社博電社
●教育機関
あかつき保育園
沖縄県立鏡が丘養護学校
学校法人淳心学園
宜野座村立松田小学校
魚津市松倉小学校

魚津市立上中島小学校
魚津市立東部中学校
君津市立清和中学校
行田市立埼玉中学校
高田南城高等学校
黒部市立字奈月小学校
黒部市立前沢保育所
春日部市立江戸川中学校
新潟県立高等養護学校手まりの里分校
新潟大学情報工学科
神戸市立兵庫中学校北分校
聖和学園高等学校三神峰キャンパス
仙台市立福岡小学校
千葉県立袖ヶ浦高等学校
長野県阿南高等学校
長野市立東条小学校
津久井ヶ丘幼稚園 父母の会
帝京大学
藤岡市立小野小学校
読谷村立渡慶次小学校
八戸工業高等専門学校
八重瀬町立具志頭小学校
富山県立魚津工業高等学校
富山県立黒部学園
富山県立新川みどり野高等学校
富士見村立原小学校
富津市立竹岡小学校
福岡県立福岡聾学校
平塚市博物館
平塚市立金目中学校
平塚市立春日野中学校

蓮田市立平野中学校
和歌山大学システム工学部
●養護施設
介護老人保健施設 つかまの里
介護老人保健施設サンシルバー市川
介護老人保健施設ろうけん
更級福祉園
社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会
社会福祉法人恵生福祉会なぎさの里
社会福祉法人上田明照会
特別養護老人ホーム清寿園
●医療機関
医療法人社団ぼうぜ医院
医療法人崇徳会
医療法人清和会下総中山駅前クリニック
鹿島労災病院
新戸塚病院
中山外科
長野県獣医師会上小支部
長野県立阿南病院
田宮病院
藤井内科クリニック
姫路聖マリア病院コンピュータ室
●官公庁
岩手県盛岡地方振興局土木部
財団法人熊本市駐車場公社
新発田警察署
神奈川県湘南地域県政総合センター農事課
千曲市役所情報統計課
防衛省共済組合島松支部
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