
株式会社エスネッツ 

空調機による大幅節電のご提案  



会社概要 

商号 株式会社エスネッツ 

設立 2007年6月 

資本金 4,500万円（資本準備金含む） 

株主 薛 仁興 

本社 東京都新宿区西新宿6-26-12 ITOビル4階 

従業員数 10名（2018年8月末現在）  

役員 代表取締役  薛 仁興 

事業内容 ■コスト削減コンサルティング事業 

 
■インターネット集客コンサルティング事業 

 
■経営戦略コンサルティング事業 

URL http://www.s-nets.co.jp/ 

■会社概要 1 



◆ご提案すること 

エアコンの更新で電気代が70％～80％安くなる 

①：契約基本料金の削減 

②：空調機利用料金の削減 

③：副商材での更なる電気料金削減 

エアコンの更新で快適になる、便利になる 

①：「効きが悪い」の解消 

②：「直接風が当たって寒い」の解消 

③：「足元が冷える」の解消 

非常にメリットが出やすい商品です！ 
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◆東京電力-電気代金推移- 

結果３年間で電気料金が３割アップしております 

-出典 東京電力- 

6,500円 

7,000円 

7,500円 

8,000円 

6,222円 

7,201円 

7,548円 

7,978円 

22年4月 23年4月 24年4月 25年4月 

24年8月分～ 
再生可能エネルギー 
発電促進割賦金導入 

24年9月 
料金改定実施 

約１３０％の 

価格上昇 

東日本大震災 

電気代の値上がり １．３倍以上の電気代に！ 
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◆電気料金の単価 

従量電灯1Kwh＝＠29.93円 

動力1Kwh＝         

単価も随分高くなっています 

動力1Kw＝1,101円60銭 

夏季   ＠16.97円     
その他 ＠15.42円 
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毎月どのみちかかっている費用で更新できるため更新需要が急増しております 

これまで 

エアコンは壊れるまで使う 

現在 

電気代を安くするために 
エアコン導入を検討する 

要因 

②電気代の値上がり 

①空調機の省電力化 １/５の電気代に！ 

１．３倍以上の電気代に！ 

◆空調機更新ブーム 

          待機電力/経年劣化/修理費等        エアコン使用時電気代金 

    エアコン分割代金        エアコン交換後電気代金 

◆既存機使用時 

◆最新機分割導入後 削減額 

「エアコン分割モデル」イメージ 

基本料金 

基本料金 
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◆空調機の省電力化 

１５年前の機種より８０％電気代削減 

空調機の省電力化 １/５の電気代に！ 

消費電力：15年前の機種対 

R22（指定フロン） 
2001年以前 

１００％ 
消費 

R407（代替フロン） 
2001～2003年 

６０％ 
消費 

４０％ 
削減 

R410（代替フロン） 
2003年以降 

２０％ 
消費 

８０％ 
削減 

冷媒種 

冷媒が変わるか
ら安くなります 
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◆省エネ基準値とは 

APF（通年エネルギー消費効率）は日本工業規格(JIS)で定められている「JISC9612」という規
格に基づいて運転環境を定め1年間エアコンを運転し場合の運転効率のことです。 

各メーカーはこの省エネ基準値をクリアしないと販売できないので 

違った見方をすればどのメーカーも省エネ差に大きな差はないということです。 

つまりですね、最新の機種であれば指標でも明らかに 

超省エネなんですね！ 
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◆経年劣化 

エアコンの経年劣化で電気代が5年後に20％UP、10年後は1.5倍に！ 
あまり知られていない事実ですが、 

実は、エアコンの消費電力量は、毎年4～5％の割合で増加しています。 

古い機械だとこ
んなに低効率、、 
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◆フロンガス 

市場の５割以上のシェアを占めているR22冷媒は 
オゾン層破壊、地球温暖化に起因する為 
2020年に全廃します。遅かれ早かれ更新が必要です。 

① 

①1996年モントリオール議定書により規制開始 

③2015年までに1996年比10％まで生産縮小 

②2001年にフロン破壊規正法制定 

2015年以降在庫の確保が困難になり、 
故障修理等の対応が難しくなります。 
法人向けとしては通常業務に支障があるため 
更新をお勧めしております。 
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◆冷媒の種類 

種類 名称 冷媒 オゾン破壊係数 地球温暖化係数 規制 特徴

特定フロン
ＣＦＣ 生産中止

1995年末

代替フロン
2004から削減

ＨＣＦＣ 2020年

全廃予定

新冷媒
（代替フロン）

ＨＦＣ 現在流通
　Hydro Fluoro Carbon

（ハイドロ　フルオロ　カーボン）

R11

R12

R410A

R407C

1.0

0.055

0

0.9

R22 1700 　塩素の他、水素を含んでいるため、オゾン層　破壊の程度が少ない化合物

4000

8500

　塩素を含み、オゾン層破壊の程度が高い化合物
　Chloro Fluoro Carbon

（クロロ　フルオロ　カーボン）

　Hydro Chloro Fluoro Carbon
（ハイドロ　クロロフルオロ　カーボン）

　塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質

1730

1530

エアコンにはR22/R407/R410 
が利用されています。 

最近ダイキンからR32が出ています。 

もしエアコンが壊れた時に社長は 

何日待てますか？ 
至急対応＝高額見積り・・・ 

そして、入手困難＝直すより 

買った方が安い！！ 
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◆節電以外のエアコンを変えなければいけない理由 

R22を使っています 

2001年以前の機種は 

全廃指定冷媒です 

遅かれ早かれ更新が必要です 

11 

http://more-current.com/illustration/?attachment_id=1586


◆こころあたりありますか？ 

夏型過敏性肺炎とは、カビによる肺の病気 

 

夏風邪？カビが原因です 
【原因】 
過敏性肺炎はトリコスポロンというカビを、知らず知らずのうちに吸い込むことによって起こる私たちにとって非常に身近な
病気です。エアコンが原因となる事が多いため、5月から10月の間だけ症状が現れることが多いようです。トリコスポロンは
他にも台所や浴室にも多く繁殖して発病します。 
 
【症状】  
多くの場合は抗原となるカビを吸い込んでから4～6時間後に、咳や痰・発熱などの軽い風邪のような症状で始まることが
多いようです。しかし、風邪だと思って放っておくとどんどん症状が重くなり、次第に息切れなどの呼吸困難を伴う肺炎の症
状が現れるようになります。症状は8～12時間持続するが、その環境のままだと症状はそれ以降も続き、その環境から離
れると数日から10日で治ることが多いようです。 
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◆こころあたりありますか？ 

障害物に遮られて空調風が届かない。室内の温度ムラ。  

風が直接当たって寒い。体調不良となる。  

風が直接当たって暑い。ぼんやりする。 

風で書類やゴミなどが舞う。 

直風（ドラフト） 

消し忘れで帰社 
御従業員様の冷え性 

乾燥肌 

効きが悪
い かび臭い 

咳 

設定温度
を変えてし
まう 

and more… 

暖房時足元の冷え 

長年掃除
していな
い 

音が煩い 
水漏れ 

全部              
解決できますよ！ 
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◆空調とは 

同じ30℃の日本とハワイであれば、どちらが心地良い暑さでしょうか？ 

1℃温度設定が違えば約10％節電できます。 

つまり、快適になったうえ節電もできるのです！ 

環境省推奨温度 
夏 ２８℃    
冬 ２０℃ 
夏冬逆に
なってい
ません

か？ 
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業種別電力消費特徴 

最新の空調機に更新すると、、、 

◆ご提案先への電気代削減イメージ 

平均割合 
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◆低料金 

動力基本料金が安くなる 

エアコン電気代が安くなる 

ガソリン車とエコカー位違います！ 
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◆安くなるだけじゃありません 

基本料金 

現状 更新後 

現状維持 数Kw下がる 

ランニングコスト 経年劣化にて年々上昇 ８０％OFF 

冷房 冷えすぎる 湿度センサーで快適 

暖房 足元が温まらない 床温度感知センサーで快適 

直風（ドラフト） 直風が当たり不快 人感センサーで快適 

立ち上がり 現状維持 1/2 

リモコン ON/OFFのみ 学習型リモコン 

消し忘れ 24ｈ稼動。。。 自動制御 

待機電力 使っていなくても高い 1W以下 

安くなるだけじゃありません！ 

快適・便利になります！ 
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機器平均寿命15年での差額シミュレーション 

5年 10年 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

現状の電気料金                
※経年劣化で10年で10％15年で20％電気代上昇 

7年 

電気料金 

経過年数 
0年 

15年で約1200万程度の電気代 

空調機更新導入によるコストメリット 

①空調機器の電気代削減 ②低圧基本料金削減 ③経年劣化による電気代上昇回避  
④故障修理費 ⑤故障による営業効率悪化の防止 etc… 

15年で約720万程度の電気代 

◆ランニングシミュレーション 

新機種を導入して例えば２万円
程度のコストダウン 

この差額で新しい機械が入りますね 

差額    
約500万
円 

えっ電気代ってこんなに払っているの？ 

って思いませんか？ 

余裕でモトは取れますね 

18 

http://more-current.com/illustration/?attachment_id=1586


◆削減額 ～まとめ～ 

※あくまで目安で削減額をお約束するものではございません。実際は室外温度や設定温度、電気料金変動などで請求額は変動します。 

  15年で見たら 円安くなります！！ 

つまり毎月月額で 円安くなります！！ 

  年間通すと 円安くなります！！ 
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◆LED照明もご案内できます 

  

 

  

 一般的にオフィスで使われるＬＥＤ 

 ３種の長さ、３種の色みなど様々な 

 取扱いをしております 

 

 

 

 工場や倉庫などの高天井や 

 スポーツ施設、看板照射用など 

 業務用で様々な施設で使われております 

  

 

  

 一般的に家庭で使われるような電球から 

 商業施設などで商品を照らすときに使用される 

 ハロゲンランプまで幅広く扱っております 

 

 

 

 ６畳間や８畳間などで利用される 

 シーリングライトも多数取り扱っております 

■直管形ＬＥＤ ■電球形ＬＥＤ 

■水銀灯代替ＬＥＤ ■シーリングＬＥＤ 

対象：オフィス、学校、学習塾、病院など 対象：店舗、一般家庭、ホテルなど 

対象：工場、体育館、公民館、スポーツ施設など 対象：一般家庭、ホテルなど 

事務所の中はもちろん、表の看板から社長の自宅まで、 

弊社の商流であれば、オフィス丸ごとＬＥＤ化をサポートできます。 

 約4000 
アイテム 
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◆工事も責任もってお請けします 

工事業者は職人です。                      
当社は腕効きの一級職人を揃えています。 
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◆工事業者のあれこれ 

貴社の大事な建物設備です。     
是非安心できるプロにお任せください。 

通常の業者は低圧の基本料金の見直し申請はやってくれません。 

現金販売市場なので分割で販売できる業者は限られています。 

特に夏季は修理部品の在庫をメーカーが抑えているので市場に出回りません。 

メーカー直業者が、そういう対応も有利です。 

ダイキン製品であれば24ｈ365日対応です。 

資格がない業者が設置した場合、工事ミスの保守は効きません。 
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◆弊社の他社にはない強みについて 

分割払いモデルなので電気料金削減幅の中で提案できます 

低料率 
（事務機と同じ料率を実現！） 

最長120回モデル 
（分割に出来る会社は少なく市場は現金販売市場です） 

業者現調無料 
（見にいくだけでお金を取る業者も、、） 

設置後保守も万全 
（故障・修理等メーカー・業者がスムーズに対応します） 

競合には無いサービス 
（LED・電子ブレーカー・基本料見直し等） 

基本料金見直しまでやるのは当社だけ！ 

メーカーのバックアップがあるので購入後も安心！ 
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