
株式会社コスモテクノロジー

次世代型省エネ・環境整備導入のご提案

大がかりな工事、高額な設備導入が不要

低コストで、より確実に、より安全に・・・
SDGs推進宣言！



 この度は弊社の提案をお聞きいただき誠にありがとうございま
す。

 数々の省エネ、電力削減の提案がある中どの企業もほぼ同じ
ような内容の提案が多く一社（自社）の技術に偏る傾向にあり
ます。

 ここでは、数あるアイテムの中で業界トップクラスの品質と機
能を兼ね備えた商材と、他社にない独創的な内容で、大がか
りな工事、高額な設備の導入が必要無く、より低コストでより確
実なご提案をさせて頂きます。

 又、すでに他社設備工事などで対策をとられた店舗にも導入
でき、更なる効果を上げれます。

 これまで弊社グループでは少しの発想の転換、アイディアによ
り素晴らしい技術を生み出してきました。

 この提案が少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。

はじめに・・・



 携帯電話ショップ店における
電力消費量の占める割合は
最も多いのが空調で約４８％、
続いて照明が約２４％、そし
てOA機器関係が約１４％、そ
の他が１２％となっています。

例）携帯電話ショップ店の電気料金内訳

携帯電話ショップ店、電気料金内訳
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 コンビニ店やパチンコ店にお
ける電力消費量の最も多い
のは空調で全体の約５０％を
占めます。

 続いて照明が約２０％、遊技
機が約２０％となっております。

 このことから空調の電力削減
を主に省エネ対策をする必
要がございます。

例）コンビニ店舗電気料金内訳



 １、空調効率の向上
室外機に超高耐久遮熱塗料クールマックスコートを塗布、ＴＢ-抗菌節電Ｎｅｔの

設置。

 ２、キュービクル、ブレーカにTB-節電テープの取付。
ＴＢ-全ての電力供給元からの省エネ対策。

 ３、全ての電気配線にTB-節電テープの取付。
エコガラスコートをガラス面に塗布。

 ４、窓ガラスの遮熱、断熱

熱の出入りに多い窓ガラスにエコガラスコートを塗布。熱の出入りを抑制。

 ５、無機系特殊塗料の塗布

空間を抗菌浄化、同じ電力で天井と床の冷暖房の温度差をなくす。

（上記商材は別途カタログ、提案書をご参照ください。）

省エネの大きなポイント



 対策①室外機の遮熱
 空調室外機に超高耐久遮熱塗
料を塗布する事で日射熱を反
射し外機の熱交換率が上がり、
省エネ効果を発揮します。

 対策②節電Ｎｅｔの取付
 空調室内機のフィルターに抗菌
省エネＴＢーＮｅｔを取り付けるだ
けで設定温度を冷房は２℃上げ
れ、暖房は２℃低く出来ます。
（大手工場で実証済み。）

 ・冬の暖房時の温度設定を１℃低くすると
約１０％の削減。

・夏の冷房時の温度設定を１℃高くすると
約１３％削減が出来ると言われてます。

１・空調効率の向上
（快適空間を保ちながらの省エネ対策）

抗菌、省エネＴＢ-Ｎｅｔ取付 高耐久遮熱塗料塗布

ﾌｨﾙﾀｰに取り付け
るだけで快適空間
に、省エネ効果を
発揮します。すぐに
体感できます。

約１０～１５％効率ＵＰ
約１０～１５％効率ＵＰ

マルハンでの実証テスト



鉄道会社での省エネ検証結果
（遮熱塗料、節電テープ）

同型で同じ部屋にある空調室外機４台のうち２台の室外機のカバーに遮熱塗料を
塗付、配線にＴＢ-節電テープを巻き、電力積算計を取り付け消費電力を比較した。

対象機種 ＡＣ－２ 遮熱塗料塗布 ＴＢ-節電テープ取付。ＡＣ－１－２ 無処理。

計測１か月後、約５６％の使用電力の削減が確認出来ました。

無処理 遮熱塗料塗布、節電テープ取付

１ヶ月の使用電力２１４．６ｋｗｈ １ヶ月の使用電力９６．２ｋｗｈ



 空調室内機にＴＢ－抗菌節電Ｎｅｔの取付前と取付後の吹き出し
口の温度を赤外線サーモカメラで測定をしました。

 取付後、３℃下がりました。約３０％削減したことになります。

鉄道会社での省エネ検証結果
（冷房時に抗菌節電Ｎｅｔ取付）

ＴＢ－抗菌節電Ｎｅｔ取付前 ＴＢ－抗菌節電Ｎｅｔ取付後

２１．９℃ １８．９℃



ＴＢ-抗菌節電Ｎｅｔ 検証実験
 同室・同型の２台のエアコンを使用し、TB-Tech加工したTB-EPS Net を１台の空気

取り入れ口のフィルターに、フィルター面積の１/３～１/５を目安としてカットして
装着。吹出口の温度を 温度ロガーで同時刻に測定。

 さらに測定精度を上げるため、TB-EPS Net をエアコンAとBで入れ替えて測定した。

◆エアコン設定(2台共)：暖房26℃、風量自動
◆測定日 (測定時間)：2018年1月3～4日(20時間) 1月4～5日(21時間)

測定日 （１回目）１月３～４日 （２回目）１月４～５日

装着の有無 エアコンA/有 エアコンB/無 エアコンA/無 エアコンB/有

最高温度 ℃ ３７．３ ３２．７ ３４．１ ３９．０

平均温度 ℃ ３４．３ ３０．６ ３１．６ ３５．８

最高温度で平均4.75℃、平均温度で平均3.95℃、吹出し温度が高くなった。暖房・加湿効果
活性化された室内空気により、室内の水分が気化し、湿度が増すことで空気容量が増し、熱交換率が良くなり
ます。また空気が活性化する事で体感温度が上昇し、暖房設定温度を下げることが可能になります。
暖房の場合、設定温度１℃下げると約１０％の節電・空気浄化。

冷気生成効果
TB波で室内空気を活性化し、空調装置内の結露水滴の水素結合を切り離し、水分を単分子化します。単分子化
された水滴は相変化が容易になり、低温で活発に蒸発し、気化熱を奪い、少ないエネルギーで冷気を作り出し

ます。冷房の場合、設定温度１℃上げると約１３％の節電・空気浄化。



 キュービクル、ﾌﾞﾚｰｶｰは全
ての電力供給元であります。

 節電テープを配線に取り付
けることにより電線内の電子
の乱れ、特に細かいノイズを
調整し電子の流れを円滑に
します。
また、電線や導体の結晶構
造の整列化により、抵抗が小
さくなります。
電子の流れ (電流) が円滑に
なると電線内を移動する際
の抵抗が減少することと、導
電体の抵抗値が小さくなるこ
とにより、発熱によるエネル
ギーロスを減少させることが
できます。

２・キュービクル、ﾌﾞﾚｰｶｰに節電テープの取付
（全ての電力供給元からの節電、確実な効果を）
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３・全ての電気配線にＴＢ-節電テープの取付
（簡単にできる、電力すべてにかかわる節電対策）

Ｍｇ電池による節電検証初日
左がテープ有り、右が無し。

２日目、左の方が明るい。

４日目、左だけが光っている。

１、電化製品の電源コードに巻き
付ける。
コンセントを上に見て右巻き(時計と同
方向)、同じ場所に４層巻き付ける。

コードが太くて４層にならない場合は、
２枚巻く。

２、店内にある全ての電化製品の
コードに巻く。
テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗
濯機、掃除機、空気清浄機、パソコン、
ドライヤー、炊飯器、電子レンジ、トー
スター、湯沸かし器、コーヒーメーカー、
フライヤー等々

※ＴＢ-節電テープを、コードの央や電

化製品側等、巻けるところに巻くとさら
に性能が向上します。

※１ヶ月、２ヶ月、３ヶ月と期間が経つご
とに効果が大きくなってきます。

※万一シワクチャになっても効果はあ
ります。



ＴＢ-節電テープ検証

 モーターの導線に、TB-Tech加工したTB-EPS Tape (節電テープ) を巻き付ける前と、

 4層巻き付けた後の 電圧・電流・消費電力・回転数を、無負荷と300W負荷で測定した。

無負荷 電圧 (V) 電流 (A) 消費電力(W) 回転数(rpm)

Tape 無 101.09 5.91 120 1495

Tape 有 100.51 5.88 110 1496

節電率 8.3%

３００W負荷 電圧（V） 電流（A） 消費電力(W) 回転数(rpm)

Tape 無 99.89 6.79 400 1459

Tape 有 99.01 6.58 340 1459

節電率 15.0%



４・窓ガラスの省エネ遮熱

夏

冬 窓ガラス面の多い店舗は、ガ
ラス面の遮熱対策は必須と
なります。エコガラスコーをす
る事で省エネに大きく貢献し
ます。

 夏、冬共に効果を発揮します。

夏は涼しく、冬は暖かい・・・

施工後も美観が変わらない

日射熱を２５％
カット。

外部への熱の
流出を抑制。



５・無機系特殊塗料の塗布
（キチンナノファイバーの力で省エネ、抗菌、不燃、空間浄化）

 チキンナノファイバー自体
が多様な機能を持ってお
り、塗料に含有させること
により、様々な効果をもた
らせます。（安全安心）

天井にキチンナノファイバー含有無機セラミック系塗料塗布

空間を抗菌浄化、同じ電力で天井と床の冷暖房の温
度差が無くなります。（熱制御層・抗菌抗ウィルス層の
二層構造仕様の場合）

キチンナノファイバー

消臭

抗菌
抗ウィルス

不燃

https://www.oacenter.co.jp/wp-content/themes/oacenter/images/shop_img03al.jpg


【屋根の遮熱／長寿命化】

 屋根は最も太陽熱の影響を受けやす
い箇所です。建物の構造によりますが、
倉庫、工場などではクールマックスコー
トやクールセラ、ピュア弾性シリコーン
を塗布する事で大きく力を発揮します。

 建物外壁面の遮熱

 外壁面の塗布にも効果を発揮します。
耐久性が非常に高い為イニシャルコス
ト削減につながります。

◆建物の長寿化・塩害阻止を同時に実現。

６・建物外壁／屋根遮熱塗料の塗布
（建物長寿化、イニシャルコスト削減が同時に実現出来ます。）

夏は涼しく

冬は暖かい・・・

日射を８４％反射

耐久性は他社の製品の２倍以上

錆びない

劣化しない

汚れない



アルファグループのＬＥＤ

 数あるＬＥＤメーカーの中でも最
高の性能評価（２６．７点）を獲
得し、管理監修、アフターフォ
ローでも充実した体制を持つ、
アルファグループの製品システ
ムをご提案させて頂きます。

７・一例）ＬＥＤ照明の導入
（他社より低コスト、高品質の技術）



 大がかりな工事、高額な設備の導入が不要で安価で済む。

 他社にない独創的な提案ができる。

 他社の提案と組み合わせ可能。（≒競合しない）

 効果が可視化でき、すぐに体感できる。

 長寿命化が図れる。

 このご提案が必ず皆様のお役に立つと存じます。ご採用ご検討下さい。

他社との違い【差別化】


