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2009年6月17日 
株式会社日立製作所 

 
日立グループが｢ＣＯ2削減／ライトダウンキャンペーン｣に参加 

全国127ヶ所の日立グループネオンサインなどを一斉消灯 

 
日立グループは、環境省が実施する「CO2 削減／ライトダウンキャンペーン」に参加し、6 月 21 日(日) 
と7月7日(火)の20時から22時の間、通天閣(大阪府大阪市)や日立駅前ネオン(茨城県日立市)をはじめ、 
日本国内の日立グループ各社が持つネオンサイン、広告塔、看板照明、構内外灯など 127 箇所の灯りを 
消灯します。この内 80箇所では、消灯時間の延長、または 6月 21日(日)から 7月 7日(火)の「CO2削減
／ライトダウンキャンペーン」期間中継続しての消灯を実施します。 
 

「CO2 削減／ライトダウンキャンペーン」は、国民一人ひとりが、日常生活の中で、地球温暖化問題に 
ついて考える機会を提供することを目的として、夏至の日である 6 月 21 日(日)と、クールアース・デー*1 

である 7月7日(火)の 2日間、20時から 22時の間にライトアップ施設などの消灯を呼びかけるものです。 
 

日立グループは、昨年度から26箇所増えた127箇所のネオン、看板照明などを一斉に消灯することで、 
6月 21日と 7月 7日の 20時から 22時の間で、電力使用量約 3,600kWh、CO2換算で約 1.6 トン*2を 
削減する見込みです。また、6 月 21 日から 7 月 7 日の 17 日間で、電力使用量約 116,500kWh、CO2 

換算で約52.5 トンを削減する見込みです。この 17日間での削減量は 1世帯が 1日に平均的に使用する
電力量約10,100世帯分*3に相当します。 
 

日立グループでは、環境省が進めている「チーム・マイナス6％」に、2005年の活動開始時から継続して
参加しており、6月から9月まではオフィスの室温設定を28℃に保ち、軽装を呼びかけるクールビズ活動を
行っています。また、年間を通じてオフィスビルにおける昼食時と 20 時の一斉消灯を励行し、生産活動に
伴う電力使用量の削減など、各種の省エネ活動を推進しています。2008 年度は日立グループの国内外 
約 40 万人の全従業員に「日立の樹」をデザインした環境シンボルバッジを配布し、バッジの着用による 
環境意識の醸成を図り、社員一人ひとりの主体的な環境保全活動を推進しています。 
 

*1 クールアース・デー：G8サミットが2008年7月7日の七夕の日に開催されたことをきっかけに、地球環境の大切さを国民全体で 
再確認し、家庭や職場における取組を推進するための日として設置された日。 

*2 電力のCO2排出量への換算係数は、2007年度の全電源平均4.53t-CO2 /万kWhを使用。 
*3 家庭における年間総消費電力量 4,209 kWh/年・世帯(平成17年度待機時消費電力調査報告書)に基づき算出。 
 

 

■お問い合わせ先 
株式会社日立製作所 地球環境戦略室 環境企画センタ [担当：田島] 
〒100-8220 東京都千代田区丸の内1-6-1 
電話：03-4235-5811(直通) 

以上 
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■参加施設一覧 

No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

1 
（株）日立オートパーツ＆サービス 

北海道支店 

北海道札幌市 

中央区北一条東12-22-41 
支店看板 

2 青森ネオン 青森県青森市中央1-1-29 ビルネオン看板 

3 
（株）ユニシア厚和 

北上地区 

岩手県北上市 

和賀町後藤2-106-145 
工場構内外灯（4本） 

4 
（株）ユニシア厚和 

西根地区 
岩手県八幡平市大更3-155-5 工場構内外灯（4本） 

5 
（株）日立メディアエレクトロニクス 

水沢工場 

岩手県奥州市 

水沢区真城字北野1番地 
駐車場 外灯 

6 
（株）日立オートパーツ＆サービス 

東北支店 

宮城県仙台市 

宮城野区日の出町3-3-13 
支店看板 

7 （株）東北電子エンジニアリング 
宮城県柴田郡 

柴田町大字中名生字神明堂1-1 
会社看板 

8 仙台日東通信看板 
宮城県仙台市 

青葉区堤町3-1-15 
看板照明 

9 

ユニシアジェーケーシー 

ステアリングシステム（株） 

秋田工場 

秋田県横手市 

安本字下御所野1-2 

事業所名看板(内照式) 

工場入口及び国道入口 

内照式社名・事業所名看板 

計2ヵ所 

10 
八木電子（株） 

秋田事業所 

秋田県にかほ市 

平沢字井戸尻45 
ライトアップ照明 

11 
（株）五洋電子 

天王工場 

秋田県潟上市 

天王字長沼64 
社名ライトアップ用照明 

12 （株）日立建機カミーノ 
山形県東根市 

大字若木字七窪5600-1 

社名看板照明 

国道に面する社名看板  

建物の社名看板 

13 
オートモティブシステムグループ 

福島事業所 

福島県伊達郡 

桑折町大字成田字中丸3-2 

屋上看板灯 

400W水銀灯6灯 

14 （株）トキコハイキャスト 
福島県東白川郡 

棚倉町大字福井字一里壇1番地 
工場内周辺の外灯 

15 
クラリオン製造プロテック（株） 

本社 

福島県郡山市 

田村町金屋字下タ川原50 

B棟広告塔及び 

G棟広告看板の照明 

16 郡山ネオン 福島県郡山市大町2-21-17 ビルネオン看板 

17 
日立埠頭（株） 

常陸那珂事務所 

茨城県那珂郡東海村 

照沼字渚768-46 
事務所ネオン看板 

18 
日立工機（株） 

勝田工場 

茨城県ひたちなか市 

武田1060 
体育館他 JR向け看板 

19 
（株）日立ハイテクコントロールシステムズ 

本社 
茨城県水戸市三湯町500 事業所正門掲示板 

20 
オートモティブシステムグループ 

佐和事業所 

茨城県ひたちなか市 

大字高場2520番地 
本館棟ネオンサイン 

21 
日立電線（株） 

日高工場 日高クラブ 

茨城県日立市 

日高町2丁目7-3 
屋外照明 

添付資料 



3 

No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

22 
日立電線（株） 

電線工場 杉の内クラブ 
茨城県日立市鹿島町1-16-7 屋外照明 

23 
東日京三電線（株）  

石岡事業所 
茨城県石岡市荒金1-1 

JR常磐線側 会社名看板 

外照式看板 

24 
都市開発システムグループ 

水戸ビルシステム本部 
茨城県ひたちなか市市毛1070 

エレベータ研究塔 

研究塔ライトアップ 

25 （株）東海テック 
茨城県ひたちなか市 

稲田1410番地 
構内外灯 

26 
（株）日立物流  

土浦営業部 土浦物流センター 

茨城県かすみがうら市 

下稲吉2644‐1 
電光看板 

27 
日立建機（株）      

土浦工場 
茨城県土浦市神立町650番地 正門看板灯 

28 
日立建機（株）  

霞ヶ浦工場 

茨城県かすみがうら市 

深谷2200番地 
正門看板灯 

29 
日立建機（株） 

日立那珂工場  

茨城県ひたちなか市 

新光町552-48 

噴水ライトアップ 

正門看板灯 

30 
日立建機（株）  

日立那珂臨港工場  
茨城県ひたちなか市長砂163-10 

掲示板照明 

正門看板灯 

31 
日立建機ロジテック（株） 

物流センタ 
茨城県土浦市北神立1-9 外照式看板 

32 
TCM（株） 

竜ケ崎工場 
茨城県龍ヶ崎市3番地 

社名ライトアップ看板 

正門前メインストリート脇 

ユニット工場外壁 

33 日立駅前ネオン 茨城県日立市幸町1-65-66 ビルネオン看板 

34 
日立アプライアンス（株）  

栃木事業所 

栃木県下都賀郡 

大平町冨田800番地 
看板広告 

35 
オートモティブシステムグループ 

群馬事業所 一地区 
群馬県伊勢崎市粕川町1671-1 

社名看板投光器(500W×8台) 

1箇所 

36 
オートモティブシステムグループ 

群馬事業所 一地区 
群馬県伊勢崎市粕川町1671-1 

構内外灯(水銀灯・ナトリウム灯) 

(400Ｗ×4灯、220Ｗ×8灯) 

37 
オートモティブシステムグループ 

群馬事業所 二地区 
群馬県伊勢崎市飯島町220-1 

構内外灯(水銀灯・ナトリウム灯) 

(220Ｗ×1灯) 

38 

ユニシアジェーケーシー 

ステアリングシステム（株）  

滑川工場 

埼玉県比企郡滑川町都25-10 滑川工場内積極的消灯 

39 
クラリオン（株）  

本社事務所 技術センター 

埼玉県さいたま市 

中央区新都心7-2 
サイン照明・外灯・庭園灯等 

40 八木アンテナ（株） 埼玉県さいたま市蓮沼1406 

屋上パラボラアンテナ 

ライトアップ 

正門横社名看板照明 

41 
日立インターメディックス（株） 

物流センタ 
埼玉県所沢市下富735-1 

外灯(道路灯1基) 

ブレーカー断 

42 
日立インターメディックス（株） 

物流センタ 
埼玉県所沢市下富735-1 

街路灯、看板灯 

ブレーカー断 

43 
日立インターメディックス（株） 

物流センタ 
埼玉県所沢市下富735-1 

防犯灯（2基）（出入口） 

スイッチ切 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

44 
（株）日立ハイテクインスツルメンツ 

本社工場 

埼玉県熊谷市 

妻沼西一丁目6番地 

社屋壁面の「日立ハイテク」 

外壁サイン 

45 
（株）日立ハイテクインスツルメンツ 

本社工場 

埼玉県熊谷市 

妻沼西一丁目6番地 

正門の守衛室前 

 「会社名看板」 

 間接照明 

46 
（株）日立ビルシステム  

東部部品センター 
千葉県柏市十余二506-1 屋上ネオンサイン 

47 
（株）日立物流   

北柏営業所 北柏第2物流センター 
千葉県柏市十余二506-1 LED看板照明 

48 
日立マクセル（株）  

マクセル東京ビル 

東京都千代田区 

飯田橋2丁目18番2号 
屋上ネオンサイン 

49 
日立工機販売（株）  

多摩営業所 
東京都八王子市石川町929-1 

屋上 中央道向け看板、 

社内看板 

50 小平記念東京日立病院 
東京都文京区 

湯島三丁目5番7号 
病院看板及び案内板 

51 （株）日立情報システムズ 本社 東京都品川区大崎1-2-1 屋外水銀灯（14基） 

52 
日立公共システムエンジニアリング（株） 

本社 

東京都江東区 

東陽2丁目4番18号 

正面玄関前設置の看板 

玄関ホール照明 

一部外灯（西側） 

53 
トキコナガノ（株）  

長野計器人形町ビル 

東京都中央区 

日本橋人形町二丁目14番8号 
1F玄関周辺照明及び階段照明 

54 クラリオン（株）  東京都文京区白山5-35-2 

ビルネオン看板 

東京都渋谷区渋谷1-24-14 

トライアングルビル屋上 

55 
（株）日立オートパーツ＆サービス  

東京支店 
東京都江東区東雲2-10-14 支店看板 

56 
（株）日立国際電気 

羽村工場 
東京都羽村市神明台2-1-1 

外照式看板 

労働無災害記念樹 

57 
（株）日立国際電気 

小金井工場 
東京都小平市御幸町32 

正面玄関照明 

掲示板照明 

58 
（株）日立ビルシステム  

寶組 勝島倉庫 
東京都品川区勝島1-3-49 

（B棟屋上看板） 

屋上広告看板 

59 
日立インターメディックス（株） 

三鷹事業所  
東京都三鷹市下連雀5-6-1 

事業所看板（バックライト式） 

ブレーカー断 

60 
日立インターメディックス（株） 

三鷹事業所  
東京都三鷹市下連雀5-6-1 

中庭水銀灯 

ブレーカー断 

61 
日立インターメディックス（株） 

三鷹事業所  
東京都三鷹市下連雀5-6-1 

街路灯(水銀灯) 

4灯中2灯消灯(電球抜き) 

62 
日立ライティング（株） 

青梅事業所 
東京都青梅市新町6-16-2 

都道179号線に面した 

敷地内設置の外照式看板 

63 TCM（株）東京本部 東京都港区西新橋1-15-5 
ネオン看板 

内照式ビル袖看板（社名看板） 

64 
（株）日立システムアンドサービス 

JR東日本品川駅構内 
東京都港区高輪3-26-26 看板照明 

65 
（株）日立システムアンドサービス 

JR東日本品川駅自由通路 
東京都港区高輪3-26-26 電照広告 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

66 
（株）日立システムアンドサービス 

JR東海品川駅自由通路 
東京都港区港南2-1-78 電照広告 

67 
（株）日立プラントテクノロジー 

（池袋事業所） ライズアリーナビル 
東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル看板2ヵ所 

68 
（株）日立超LSIシステムズ 

国分寺事業所 
東京都国分寺市東恋ヶ窪3-1-1 側壁社名ネオン 

69 
日立ソフトウェアエンジニアリング（株） 

本社事務所 

東京都品川区 

東品川4丁目12番7号 
ネオンサイン 

70 日立ビアメカニクス（株） 
神奈川県海老名市 

上今泉2100番地 

本館屋上「HITACHI」 

ネオンサイン 

71 
（株）日立情報システムズ  

湘南オフィス 

神奈川県足柄上郡 

中井町久所字沢ﾉ上84-1 
屋外水銀灯の一部（7基） 

72 
日立コンピュータ機器（株）  

中井本社工場 

神奈川県足柄上郡 

中井町境781番地 
社名灯 

73 
日立コンピュータ機器（株）  

中井本社工場 

神奈川県足柄上郡 

中井町境781番地 
外灯（4灯） 

74 

情報・通信グループ 

RAIDシステム事業部  

HSP小田原 

神奈川県小田原市中里322-2 
ビル屋上設置の 

ネオンサイン 

75 
（株）日立コミュニケーションテクノロジー  

戸塚事業所 情報技術センター新棟 

神奈川県横浜市 

戸塚区戸塚町216 
ネオンサイン 

76 
（株）日立コミュニケーションテクノロジー  

戸塚事業所 K工場屋上 

神奈川県横浜市 

戸塚区戸塚町216 
ネオンサイン 

77 
情報・通信グループ 

ソフトウエア事業部 

神奈川県横浜市 

戸塚区戸塚町5030番地 
ネオンサイン 

78 
オートモティブシステムグループ 

厚木事業所 一地区 

神奈川県厚木市 

恩名四丁目7番1号 

社名看板 

事業所案内用、北門用 内照式 

事業所名看板 計2箇所 

79 
オートモティブシステムグループ 

厚木事業所 二地区 
神奈川県厚木市飯山2469 

社名看板 

事業所正門 内照式社名 

事業所名看板 

80 
オートモティブシステムグループ 

厚木事業所 平塚地区 
神奈川県平塚市東八幡5-2-1 

社名看板 

工場内グリーンゾーン外灯3基 

81 
オートモティブシステムグループ 

川崎事業所 事務棟 

神奈川県川崎市 

川崎区富士見1-6-3 
ビルネオン看板 

82 
コンシューマ事業グループ  

デジタルコンシューマ事業部 

神奈川県横浜市 

戸塚区吉田町292 
本館広告灯 

83 
コンシューマ事業グループ  

デジタルコンシューマ事業部 

神奈川県横浜市 

戸塚区吉田町292 
正門看板灯 

84 
日立ソフトウェアエンジニアリング（株） 

ライフサイエンス研究所 
横浜市鶴見区末広町1-1-43 社名看板照明 

85 
日立ソフトウェアエンジニアリング（株） 

東戸塚別館 
横浜市戸塚区品濃町549-6 ネオンサイン 

86 
東洋精箔（株）  

新潟工場 

新潟県西蒲原郡 

弥彦村美山6426 
1号棟外灯 

87 新潟ネオン 新潟県東大通1-5-2 ビルネオン看板 



6 

No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

88 
（株）日立国際電気 

富山工場 
富山県富山市八尾町保内2-1 

工場屋内照明 

（定時退社強化日） 

社名電照看板 

駐車場照明 

89 
国際電気テクノサービス（株） 

富山テクノ棟 
富山県富山市八尾町保内2-1 外灯(2箇所） 

90 富山一番町ネオン 富山県富山市一番町3-31 ビルネオン看板 

91 
（株）日立メディアエレクトロニクス  

北陸工場 

石川県羽咋郡 

志賀町若葉台40番地 
構内 外灯 

92 
（株）日立物流  

石川営業所 金沢物流センター 
石川県白山市森島町う140-13 屋外看板 

93 

オートモティブシステムグループ 

山梨事業所  

第一地区 第二地区 

山梨県南アルプス市吉田1000 
外灯（第一地区51灯、 

第二地区42灯）及び看板照明 

94 
オートモティブシステムグループ 

山梨事業所 第一地区 
山梨県南アルプス市吉田1000 看板照明 

95 長野ネオン 長野市大字南長野石堂町1315-4 ビルネオン看板 

96 
（株）日立情映テック  

岐阜工場  

岐阜県美濃加茂市 

加茂野町471番地 
外照式看板 

97 
（株）日立情映テック  

高山事業所 
岐阜県高山市下切町180番地 外照式看板 

98 

日立オムロン 

ターミナルソリューションズ（株） 

旭事業所  

愛知県尾張旭市晴丘町池上1番地 屋上ネオン看板灯 

99 
（株）日立ハイテクフィールディング 

中部ビル 
愛知県名古屋市名東区豊が丘502 屋上看板照明ライト32機 

100 
（株）日立オートパーツ＆サービス  

中部支店 
愛知県名古屋市名東区一社4-177 支店看板 

101 豊田ネオン 
愛知県豊田市 

土橋町4-67-2豊田日立ビル 
ビルネオン看板 

102 
日立金属（株） 

桑名工場  
三重県桑名市大福2番地 工場方針灯 3灯 

103 
（株）日立建機ティエラ  

滋賀工場 
滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-2 正門前社名看板照明 

104 TCM（株）滋賀工場  滋賀県近江八幡市長光寺町578 
ネオン大看板 

ユニット工場外壁 

105 
日立マクセル（株）  

京都事業所 
京都府乙訓郡大山崎町小泉1 屋上ネオンサイン 

106 京都ネオン 
京都府京都市下京区烏丸通七条 

下ル東塩小路町718（鳥居ビル） 
ビルネオン看板 

107 
（株）日立オートパーツ＆サービス  

関西支店 

大阪府大阪市都島区 

都島北通り2-9-21 
支店看板 

108 
（株）NEOMAXマテリアル  

本社工場厚生センター 
大阪府吹田市南吹田2-19-1 社名看板ライトアップ照明 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

109 
（株）日立ビルシステム  

西部部品センター 
大阪府門真市深田町2丁目6番地 屋上ネオンサイン 

110 
（株）日立物流  

舞洲営業所 関西メディカル物流センター 

大阪府大阪市 

此花区北港緑地2-1-92 
外照式看板 

111 
日立金属（株） 

山崎製作所 
大阪府三島郡島本町江川2-15-17 広告塔照明 

112 通天閣ネオン 
大阪府大阪市 

浪速区恵美須東1-18-6 

大時計、気象予報を除く 

全面消灯 

113 （株）NEOMAX近畿 兵庫県養父市大薮1062番地 看板照明 

114 三宮ネオン 
兵庫県神戸市中央区 

三宮町2-9-1（神戸センタープラザ） 
ビルネオン看板 

115 松江ネオン 
島根県松江市和多見町 

153(松江市中央水産ビル) 
ビルネオン看板 

116 
日立金属（株） 

安来工場 
島根県安来市飯島町1240-2 看板照明 

117 
（株）日立オートパーツ＆サービス  

中国支店 
広島県広島市西区中広町3-20-5 支店看板 

118 JR広島駅ネオン 
広島県広島市南区 

松原町2-37(ＪＲ広島駅ビル屋上) 
ビルネオン看板 

119 下関ネオン 
山口県下関市 

竹崎町1-1（岡田ビル） 
ビルネオン看板 

120 
（株）日立オートパーツ＆サービス 

四国支店 
香川県高松市郷東町16-14 支店看板 

121 高松ネオン 香川県高松市中央町5-31 ビルネオン看板 

122 （株）ユニシア九州  
福岡県築上郡 

上毛町大字垂水704-1 

事業所正門内照式社名看板 

看板内蛍光灯照明（6本） 

123 
（株）日立オートパーツ＆サービス  

九州支店 
福岡県福岡市博多区板付1-12-5 支店看板 

124 久留米ネオン 福岡県久留米市西町1102-1 ビルネオン看板 

125 日立九州ビル 福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1 ビル社名表示 

126 福岡空港ネオン 福岡県福岡市博多区空港前1-1-2 ビルネオン看板 

127 
（株）日立物流  

鳥栖第三営業所 イオン九州XD 

佐賀県三養基郡 

基山町園部2950-1 
外照式看板 

(*)施設名の「日立製作所」は省略。 

 
以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


	日立グループが「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」に参加
	お問い合わせ先
	添付資料


