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～ 人が、まん中のテクノロジー ～

香 川 支 店

丸亀出張所

香川県高松市三条町109
TEL 087（816）3801／FAX 087（816）3802
URL http://www.setsuyo.net/
香川県丸亀市幸町2丁目4-8
TEL 0877（64）6303／FAX 0877（64）6304

本社・営業/愛媛、中国、山口、大阪　工場/愛媛、山口

1一般社団法人香川県
設備設計事務所協会

〒760‐0004香川県高松市西宝町3‐11‐13平池ビル2Ｆ
TEL.087‐836‐9395 FAX.087‐836‐9396

�建築設備、よろず相談（無料）
�省エネ、新エネに関する相談

出展
品目

2四国ガス株式会社
〒794‐8611愛媛県今治市南大門町2丁目2番地4

TEL.0898‐32‐4500 FAX.0898‐32‐4813

天然ガスは埋蔵量が豊富で、CO2をはじめ有害物質の発生
が少ないクリーンなエネルギーです。この天然ガスをお客
様に安定して、安全にお届し、ご家庭や生産活動など幅広い
用途にお使いいただくとともに、環境保全や省エネルギー
に貢献できる提案（商品展示）をいたします。

出展
品目

2四国ガス燃料株式会社
〒794‐8703愛媛県今治市中寺226‐1

TEL.0898‐32‐0725 FAX.0898‐33‐0975

「ウィズガス（炎のある暮らし、ガスのある暮らし）」を合言
葉に、進化したガスコンロ「si センサーコンロ」や「ガス温水
式床暖房」の体感コーナー設置。また災害時に威力を発揮す
る「災害対応バルクシステム」と、停電時でも自立運転機能
付で使用可能な「エコウィルプラス」の展示をします。

出展
品目

3プライスウォーターハウス
クーパース株式会社

〒104‐0061東京都中央区銀座8‐21‐1住友不動産汐留浜離宮ビル
TEL.090‐6511‐3428 FAX.03‐3546‐8481

政府の実施する省エネルギーの支援施策のご紹介、省エネ
設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO2の排
出量削減や適切な森林管理によるCO2の吸収量を国が認
証する「J‐クレジット制度」の仕組みや最新の動向をご紹介
します。

出展
品目
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雉鳥工業株式会社

給排水·衛生·冷暖房·電気·総合設備設計施工

〒760-0077　高 松 市 上 福 岡 町 1 2 0 1 番 地
TEL（087）861-3467㈹　FAX（087）835-3812

4愛知時計電機株式会社
高松営業所

〒760‐0026香川県高松市磨屋町4‐3
TEL.087‐851‐6664 FAX.087‐822‐6689

燃料ガス用 高性能超音波流量計「UX」
電源タイプ 管理用タービンメーター「TBメータ」
エ ア 用 超音波流量計「TRX・TRZ」
液 体 用 超音波流量計「TRA」

出展
品目

5アズビル金門株式会社
四国営業所

〒760‐0018香川県高松市天神前10‐12香川天神前ビル9階
TEL.087‐861‐2330 FAX.087‐861‐2371

都市ガス用ガスメータ、LPガス用ガスメータ、直読式水道
メータ、電子式水道メータ、パルス式水道メータ、隔測表示
器、電池電磁式水道メータ

出展
品目

6パナソニックES産機システム株式会社
中四国支店 高松営業所

〒761‐0101香川県高松市春日町1657‐1
TEL.087‐843‐6211 FAX.087‐843‐6699

私達はパナソニックグループにおける業務用設備機器・シス
テムの直販・サービス・エンジニアリング会社です。今回は、
空調設備機器の中でガスヒートポンプエアコンの中でも、災
害時において、自立運転可能型GHPエクセルプラスをわか
りやすいジオラマで展示しております。ぜひご覧下さい。

出展
品目

7ヤンマーエネルギーシステム
株式会社

〒769‐0101香川県高松市国分寺町新居508‐2
TEL.087‐874‐9115 FAX.087‐874‐9120

電源自立型空調GHP（ハイパワープラス）
マイクロコージェネレーション（展示パネル）
バイオガスマイクロコージェネレーション（カタログ）
ディーゼル防災設備用発電システム（カタログ）

出展
品目
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株式会社　巴商会

ボイラ ＆ エコキュートボイラ ＆ エコキュートボイラ ＆ エコキュート
TOMOE SHOKAI CO.,LTD

ハイブリッド給湯システムハイブリッド給湯システムハイブリッド給湯システムハイブリッド給湯システムハイブリッド給湯システム
ec　t ＋プラス【エコット＋プラス】

燃料の消費量を

50％50％削減削減！50％削減！ 〒760-0020
高松市錦町２丁目17-13

TEL 087-821-6518
FAX 087-822-9556

〒768-8602
香川県観音寺市八幡町

3－4－15
Tel :0875－25－4581
Fax :0875－25－5571

第21回　芦原科学大賞　受賞

8‐9株式会社巴商会
高松営業所

〒760‐0020香川県高松市錦町2丁目17‐13
TEL.087‐821‐6518 FAX.087‐822‐9556

従来の燃焼給湯システム、オール電化給湯システムの問題
点を全て解決したのがハイブリッド給湯「エコットプラス」
いよいよ販売開始‼
潜熱回収型超高効率無圧温水機アルフォルテBHC‐909Ｇ
（112kw）、自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機ESA30（30kw）
を出展致します。

出展
品目

10三浦工業株式会社
高松営業所

〒761‐0301香川県高松市林町2518‐11
TEL.087‐866‐6843 FAX.087‐866‐2083

主力事業である各種ボイラ事業をはじめ、水処理事業・省エ
ネルギー機器の製造・販売・メンテナンスを展開しておりま
す。CO2削減・節電等、省エネルギーのご相談とパネルによ
る紹介を行います。

出展
品目

11株式会社サムソン
〒768‐8602香川県観音寺市八幡町3‐4‐15

TEL.0875‐25‐4581 FAX.0875‐25‐5571

低炭素社会に向けて…進化しつづけるサムソンボイラ
とことん省エネにこだわりました。

出展
品目

12株式会社
パーパスエコテック

〒760‐0066香川県高松市福岡町1‐10‐39
TEL.087‐823‐0595 FAX.087‐823‐0564

厨房用集合排気ダクトの排気フード部に接続可能な排気
フード対応型業務用給湯器PG‐Ｈ2400Ｅ‐Ｈ

出展
品目
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FRPで水環境をつくる
タンク製造販売，受水槽維持管理，タンク耐震補強工事

HIRATA　株式会社　 四国ヒラタ
〒 769-0104　香川県高松市国分寺町新名2 2 1 4-3 8

TEL（087）870-6671　FAX（087）875-0801

高松市伏石町2163-2  TEL. 087-866-5160
FAX. 087-840-0775

㈱ノーリツ
高松営業所

◆大きな文字で分かりやすい大きな文字で分かりやすい
◆効率のイイ強火が同時に使える効率のイイ強火が同時に使える！
◆外して洗えるから、お手入れラクラク外して洗えるから、お手入れラクラク！

◆大きな文字で分かりやすい大きな文字で分かりやすい
◆効率のイイ強火が同時に使える効率のイイ強火が同時に使える！
◆外して洗えるから、お手入れラクラク外して洗えるから、お手入れラクラク！

◆大きな文字で分かりやすい
◆効率のイイ強火が同時に使える！
◆外して洗えるから、お手入れラクラク！

ノーリツガスコンロの魅力

四 国 支 店　〒 　高松市一宮町 ☎高松営業所　
徳島営業所　〒 　徳島市北佐古一番町 ☎
高知営業所　〒 　高知市札場 ☎
松山営業所　〒 　松山市南江戸 ☎

スーパープレミアム
モータ搭載

2014
愛知環境賞
名古屋市長賞

受賞

※小型給水ポンプユニット(7.5kW以下) 当社調べ。

インバータ自動給水ユニット

ポンパー®KFE

●超省エネ

●総合効率UP

●IE4相当PMモータ採用

http://www.kawamoto.co.jp

13株式会社パロマ
〒760‐0066香川県高松市福岡町4丁目7‐10

TEL.087‐822‐2321 FAX.087‐822‐4539

地球環境のために、さらには家計の負担を軽減するために、
省エネ最新ガス器具の展示をしております。

出展
品目

14リンナイ株式会社
〒760‐0066香川県高松市福岡町2‐11‐6

TEL.087‐821‐8055 FAX.087‐821‐8057

50号業務用給湯器（ポンプ内蔵一体型）
ガラストップ（最新型：DELICIA）
※その他、いろいろな機種をご提案します‼

出展
品目

15株式会社ノーリツ
〒761‐8071香川県高松市伏石町2163‐2

TEL.087‐866‐5160 FAX.087‐840‐0773

ノーリツガスコンロの魅力。
�大きな文字で分かりやすい
�効率のイイ強火が同時に使える�
�外して洗えるからお手入れラクラク�

出展
品目

16‐26四国ガス株式会社
〒794‐8611愛媛県今治市南大門町2丁目2番地4

TEL.0898‐32‐4500 FAX.0898‐32‐4813

天然ガスは埋蔵量が豊富で、CO2をはじめ有害物質の発生
が少ないクリーンなエネルギーです。この天然ガスをお客
様に安定して、安全にお届し、ご家庭や生産活動など幅広い
用途にお使いいただくとともに、環境保全や省エネルギー
に貢献できる提案（商品展示）をいたします。

出展
品目
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給排水・衛生・ガス・空調工事・設計施工
特定労働派遣業

有限会社石川設備
建設業許可　香川県知事（般-24）第1193号
特定労働派遣業許可　特37-300292

〒761-0102  高松市新田町甲119-3　TEL （087）841-1619
FAX （087）841-1779

16‐26四国ガス燃料株式会社
〒794‐8703愛媛県今治市中寺226‐1

TEL.0898‐32‐0725 FAX.0898‐33‐0975

天然ガスは埋蔵量が豊富で、CO2をはじめ有害物質の発生
が少ないクリーンなエネルギーです。この天然ガスをお客
様に安定して、安全にお届し、ご家庭や生産活動など幅広い
用途にお使いいただくとともに、環境保全や省エネルギー
に貢献できる提案（商品展示）をいたします。

出展
品目

27Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社
〒579‐8037大阪府東大阪市新町8‐6

TEL.072‐942‐0782 FAX.072‐982‐2210

PAジェネレータは、LPGと空気を混合させて都市ガス相
当のガスを発生させる装置です。地震等の大災害に備え、電
力のバックアップとしてガスマイクロコージェネの設置が
増えてきております。万が一、都市ガス供給が停止した場合
でも、マイクロコージェネやGHPにガスを臨時供給する
事が可能です。

出展
品目

28株式会社
JVCケンウッド

〒761‐8057香川県高松市田村町205番地1
TEL.087‐866‐2800 FAX.087‐867‐5520

緊急地震速報を優先的に放送可能！デジタルパワーアンプ
の採用でとってもエコ！無線と放送設備との連動で避難誘
導もスムーズ！ラックタイプ非常用放送設備「EM‐1000シ
リーズ」

出展
品目

28ホーチキ株式会社
高松支社

〒760‐0080香川県高松市木太町3区1981‐4
TEL.087‐835‐1502 FAX.087‐837‐3640

日本最初の防災メーカー、ホーチキです。消防用設備だけで
なく、建物のトータル的なセキュリティーの構築をご提案
いたします。
今回は防犯カメラでは世界3位のシェアを誇るBOSCH
（ボッシュ）社の代理店としてネットワークカメラをご紹介
させていただきます。

出展
品目
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システムソリューションズジャパンカンパニー　四国社
■四国社本社
　〒760-0025 香川県高松市古新町8番1号

高松スクエアビル7階
　TEL 087-823-8729  FAX 087-823-8755

■愛媛拠点
　〒790-0951  愛媛県松山市天山1-12-10
　TEL 089-921-2411  FAX 089-921-2412

●監視カメラ設備　　　●放送設備　　　●映像・音響設備　　　●入出退設備　他
主な取り扱い設備

28アイホン株式会社
高松営業所

〒760‐0078香川県高松市今里町1‐8‐9
TEL.087‐833‐1481 FAX.087‐837‐2697

多様化する住まい方に対応するため、アイホンから新しい
テレビドアホン「ROCOタッチ7」が誕生。二世帯住宅に柔
軟に対応できる拡張性など、安心・便利に暮らせるための機
能がさらに進化しました。

出展
品目

29株式会社LIXIL
〒760‐0078香川県高松市今里町11‐1

TEL.087‐815‐3387 FAX.087‐815‐3390

家はゆっくり育てていくもの。暮らしを育てるって、素敵で
すね。さああなたは、どんな暮らしを育てますか？四国最大
級の建材・住宅設備機器ショールームへ、是非お越し下さい。

出展
品目

30株式会社
ダイキアクシス

〒761‐8013香川県高松市香西東町355‐1
TEL.087‐882‐6322 FAX.087‐882‐6339

業界に先駆け、軽量で丈夫なFRP（繊維強化プラスチック）
製浄化槽を開発して以来、水処理において、さまざまな「業
界初」を生み出してきました。2013年の家庭用浄化槽ＸＥ型
のエコマーク認定取得もその一つ。今後も開発型企業として
の姿勢にこだわり続け、水環境の保全を世界に発信します。

出展
品目

31TOTO株式会社
四国支社

〒760‐0079香川県高松市松縄町49‐1
TEL.0570‐010071 FAX.087‐865‐9929

ネオレストなら便器とノズルを全自動で除菌。清潔で気持
ちいい。そのうえ汚れにくいから、きれいが長持ちします。
トイレをいちばんきれいな場所へ。TOTOの挑戦です。

出展
品目
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営業拠点
【広島支店】【福山支店】【岡山支店】【山陰支店】【山口支店】
【高松支店】【松山支店】【高知支店】【徳島支店】

32有限会社ケイテック
〒761‐0322香川県高松市前田東町28番地5

TEL.087‐847‐5213 FAX.087‐847‐4565

エコウィン（ecowin）！世界初‼エアコンとエコウィンを
融合した新たなハイブリッド型輻射冷暖房システム。まる
で毎日が「春」のように快適な居住空間を実現！大型施設へ
の導入では大幅な省エネ効果。風がでない、音のしない、温
度ムラのない、従来型空調のデメリットを克服したエコウ
ィン‼

出展
品目

33‐34一般社団法人
香川県冷凍空調設備工業協会

〒760‐0080香川県高松市木太町2082番地8（星電内）
TEL.087‐832‐2873 FAX.087‐887‐9849

①改正フロン法についての啓発及び、改正の内容について、
パネルにて周知。

②フロンガス漏れについて、機器の電気使用の効率が悪く
なる事を実機を使用しての実験。

③各種技能資格者を掲示し、有資格の活用が省エネになる
事の周知。

出展
品目

35‐36ダイキンHVACソリューション
中四国株式会社

〒761‐8071香川県高松市伏石町2141‐2
TEL.087‐868‐7015 FAX.087‐868‐7024

①集中管理コントローラ（アイタッチマネージャー）
②新冷媒採用R３２採用業務用エアコン
（FIVE STAR ZEAS）
③空気清浄機
④セラムヒート

出展
品目

37‐38日立アプライアンス株式会社
〒760‐0078香川県高松市今里町2丁目21‐5

TEL.087‐833‐8701

パッケージエアコン「省エネの達人プレミアム」「個別運転」
＋「人感センサー」で省エネ性を向上。大型液晶タッチパネ
ル集中リモコンの簡単操作で、さらに便利に。髙天井用
LEDメタルハライドランプ、水銀ランプと同等の明るさで
大幅省エネ。

出展
品目



�２３�

株式会社

〒７６０-０００４　高松市西宝町３-１１-１３
TEL（０８７）８６１-８７６６㈹  FAX ８６１-８７６２
E-mail  info@arctechno.co.jp
URL  http://www.arctechno.co.jp/

建築設備・環境設備・計画・設計・監理

1．設計等を委託する建築主の利益の保護を図る
2．一般建築物の耐震診断等評定・木造住宅の耐震診断
3．建築士事務所の業務に関する苦情相談

中四国支社  高松営業所
香川県高松市松縄町1117-8

TEL:087-868-2828

37‐38株式会社サンキ空調システム
〒761‐8031香川県高松市郷東町468‐1

TEL.087‐882‐2122

パッケージエアコン「省エネの達人プレミアム」「個別運転」
＋「人感センサー」で省エネ性を向上。大型液晶タッチパネ
ル集中リモコンの簡単操作で、さらに便利に。髙天井用
LEDメタルハライドランプ、水銀ランプと同等の明るさで
大幅省エネ。

出展
品目

39‐40一般社団法人香川県建築士事務所協会
〒760‐0018香川県高松市天神前5番18号

TEL.087‐812‐3201 FAX.087‐812‐3202

�県民を対象に建築相談
�木造住宅を中心に耐震相談
�法定団体としての建築士事務所協会の紹介

出展
品目

41‐43株式会社遠藤照明
〒761‐8071香川県高松市伏石町2078‐4

TEL.087‐804‐8177 FAX.087‐804‐8178

光環境の最適化と省エネ・電気代削減を両立する“照明空間
マネジメントシステム”である『Smart+LEDZ』（無線制御シ
ステム）および、商品を演出するための最適な光質にこだわ
り“より美しい演出光”と“より忠実な光”の両方を併せ持つ革
新的な光である「アパレルホワイト」を展示いたします。

出展
品目

44パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

〒761‐0113香川県高松市屋島西町百石1960
TEL.087‐843‐5880 FAX.087‐841‐1184

住宅用は「ムリなく節電できて、さらに心地よく、もしもの
時に安心できるくらし」がコンセプトの「スマート
HEMS」をご紹介。
非住宅は、新築・リニューアルを問わず、バリエーション豊
富に性能アップし更に省エネ・高効率になった「一体型ベー
スライト iＤシリーズ」をご紹介。

出展
品目
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～MASTER  OF  ENGINEER～
電 気 工 事 ・ 設 計 施 工

株式会社　ME電工
〒761-0301  香川県高松市林町298－1

TEL（087）868-1025
FAX（087）868-1957

45宮地電機株式会社
〒760‐0080香川県高松市木太町4区2173番地

TEL.087‐834‐7421 FAX.087‐834‐7427

最新の LED照明をご紹介いたします。
省エネ効果はもちろんのこと、安心・安全の光をご提案いた
します。
また、デザイン的にすぐれた商品を展示いたします。

出展
品目

46東芝ライテック
株式会社

〒760‐0065香川県高松市朝日町2‐2‐22
TEL.087‐821‐7810 FAX.087‐821‐7865

最近の LED照明を出展。
LEDベースライト「TENQ00シリーズ」は、省エネ性能
をさらにみがき172．9ℓm/wを達成した高性能器具です。

出展
品目

47東芝キヤリア
株式会社

〒760‐0065香川県高松市朝日町2丁目2‐22
TEL.087‐821‐0141 FAX.087‐822‐2895

東芝キヤリアの最新空調機器・省エネ機器をご紹介します。
「パッケージエアコン」
「高効率熱源機ユニバーサルスマートＸ」
「循環加温ヒートポンプ」 等々

出展
品目

48三菱電機住環境
システムズ株式会社

〒761‐1705香川県高松市香川町川東下717‐1
TEL.087‐879‐1066 FAX.087‐879‐1150

LED照明器具の高天井用シーリング、ユニット形ベースラ
イトのＭyシリーズを展示します。

出展
品目
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49株式会社四電工
〒791‐8021愛媛県松山市六軒家町1‐13

TEL.089‐925‐1107 FAX.089‐946‐5000

�建築設備CAD「CADEWA Real」
�積算・見積ソフト「見積CRAFT」
�設備技術計算ソフト「eco 労師」
�PDF図面CAD変換ソフト「Vector Master」

出展
品目

50四国電力株式会社
高松支店

〒760‐8501香川県高松市亀井町7‐9
TEL.087‐836‐1036 FAX.087‐836‐1088

ヒートポンプ等の高効率機器を利用したヒートポンプ・蓄
熱システムは、昼間電力削減と省エネ・省CO2を同時に達成
できるシステムです。太陽熱を起源とする熱利用技術とし
て、再生可能エネルギーに位置づけられているヒートポン
プのしくみや活用について、パネルおよびリーフレットに
てご紹介します。

出展
品目

51株式会社ケアコム
〒761‐8041香川県高松市檀紙町771‐1

TEL.087‐885‐3623 FAX.087‐885‐3543

医療と福祉に貢献するケアコムです。
最新のコンピュータ型ナースコールを出展します。

出展
品目

52浦川設備興業
株式会社

〒761‐8032香川県高松市鶴市町991‐1
TEL.087‐882‐4364 FAX.087‐881‐0633

中空糸膜を用いた様々の水処理システムをご提案致します。
�工場排水回収システム
�地下水、工業用水ろ過システム
�濃縮脱水システム
�ＲＯ膜ろ過システム
�きんきゅう浄水器（創水たまてばこ）

出展
品目
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■本　　社  香川県高松市春日町1640番地3
〒761-0101　TEL 087-841-7800(代) FAX 087-841-8900

■丸亀支店  香川県丸亀市土器町東9丁目185番地
〒763-0082　TEL 0877-23-3300 FAX 0877-23-3305

■営　業　所  愛媛県松山市今在家2丁目10番43
〒791-1106　TEL 089-993-7600 FAX 089-993-7601

53富士化工株式会社
〒532‐0003大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1‐1‐1新大阪阪急ビル5Ｆ

TEL.06‐6398‐6031 FAX.06‐6398‐6033

食品工場排水、厨房排水、病院、研究所、製薬工場用排水、化
学工場薬液配管等に御使用頂けるプラスチック配管材を展
示しております。
�フジ・ポリレン・ＰＰパイプ �フジＧＲＰパイプ
�フジパイプ＃7000シリーズ �フジＦＷパイプ

出展
品目

54後藤設備工業
株式会社

〒761‐8013香川県高松市香西東町645番地1
TEL.087‐881‐3116 FAX.087‐881‐0673

パナソニック 太陽光発電・リチウムイオン蓄電システム出展
品目

55高松市上下水道工事業
協同組合

〒760‐0018香川県高松市天神前5番30号
TEL.087‐831‐5633 FAX.087‐861‐9921

�パンフレット配布
�写真展示
�マスコットキャラクター「Waterん（うぉ～たん）」

出展
品目

56トミナガコーポレーション
株式会社

〒816‐0851福岡県春日市昇町7丁目87番地
TEL.092‐589‐4878 FAX.092‐589‐4915

「ストリートプリント」とは既存のアスファルト舗装を石畳
やレンガ敷きのように美しく加工する工法です。アスファ
ルトは数々の優れた長所を誇る舗装材ですが「劣化しやす
い」「見た目が貧弱」という難点が付きもの。しかし、ストリ
ートプリントを用いれば美しく耐久性に優れた舗装が実現
します。

出展
品目

57高松市消防局
〒760‐0005香川県高松市宮脇町11目23‐4

TEL.087‐861‐2502

ＡＥＤの実技研修、写真パネル展示、防火相談
地震体験車

出展
品目


