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2004 年 6月 16 日 

 

 

 

日立グループが「CO2削減･百万人の環」キャンペーンに参加 
日立グループ 64 箇所のネオンサイン、広告塔などの電気を一斉に消灯 

 

 日立グループは、環境省が 6月 19 日(土)～21 日(月)に実施する「CO2削減･百万人の環」キャン

ペーンに参加し、6月 20日(日)20 時～22 時の 2時間、通天閣(大阪市浪速区恵美須東1-18-6)や 

博多ネオン(福岡市博多区中洲4-6-12)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、

広告塔など計 64 箇所の電気を一斉に消灯します。 

 また、日立グループでは、家庭での地球温暖化防止に向けた取り組みの契機として、社員に対

して本キャンペーンへの参加を呼びかけていきます。 

 

 本キャンペーンは、国民一人ひとりが地球温暖化防止を意識した生活に変えていくきっかけづ

くりとして、一年間で最も夜の短い夏至の日(*)を含む 3 日間、消灯を行うものです。特に「闇を

楽しむ。灯りを楽しむ。」ことを目的として、6月 20 日(日)20 時～22時の 2時間を「ライトダウ

ン･2004－ブラックイルミネーション－」と題して、全国各地の夜景スポットやライトアップ施設、

ネオン、広告塔、各家庭の電気を一斉に消すことを広く呼びかけています。 

 

 日立グループでは、昨年も本キャンペーンに参加し、44 箇所のネオンサインや広告塔などの消

灯を行いました。 

 今年は、日立グループ全体で参加することとし、6 月 20 日(日)20 時～22 時の 2 時間、設備上

の都合等でやむを得ず消灯が行えない施設を除き、日本国内のネオンサインや広告塔など計 64箇

所の電気を消灯します。また、社員が地球温暖化を防止するための行動を始めるきっかけづくり

になるように、イントラネットなどを通じて本キャンペーンへの参加を広く呼びかけていきます。 

 

(*)2004 年の夏至は、6月 21 日(月)です。 

 

■環境省「CO2削減･百万人の環」キャンペーン ホームページ 

http://www.wanokurashi.ne.jp/act/campaign/index.html 

 

■添付資料 

日立グループ「CO2削減･百万人の環」キャンペーン参加施設一覧 

 

 

 



No 地区 施設名(*1) 住所（設置場所） ライトダウン箇所

1 北海道 札幌三井ネオン
北海道札幌市中央区北2条西4丁目
札幌三井ビル

ネオンサイン

2 北海道 函館ネオン 北海道函館市松風町3-14 ネオンサイン

3 北海道 小樽ネオン
北海道小樽市稲穂2丁目22-8
小樽駅前ビル

ネオンサイン

4 北海道 旭川ネオン 北海道旭川市4条通4丁目 ネオンサイン

5 東北 青森ネオン 青森県青森市中央1丁目1-29 ネオンサイン

6 東北 仙台日東通信看板
宮城県仙台市青葉区
堤町3丁目1-15

外照式看板

7 東北 山形ネオン 山形県山形市香澄町1丁目2-23 ネオンサイン

8 東北 郡山ネオン 福島県郡山市大町2丁目21-17 ネオンサイン

9
関東・
甲信越

日立駅前ネオン 茨城県日立市幸町1-65-66 ネオンサイン

10
関東・
甲信越

水戸ネオン 茨城県水戸市三の丸1-4-73 ネオンサイン

11
関東・
甲信越

東日京三電線本社･石岡事業所
(JR側会社名看板)

茨城県石岡市荒金１-１ 外照式看板

12
関東・
甲信越

オートモティブスシステムグループ
(本館棟国道向けネオンサイン)

茨城県ひたちなか市
大字高場2520番地

ネオンサイン

13
関東・
甲信越

ユビキタスプラットフォームグループデジタル
メディア事業部東海地区(国道向けネオンサイン)

茨城県ひたちなか市稲田1410 ネオンサイン

14
関東・
甲信越

日立工機(体育館JR向けネオンサイン) 茨城県ひたちなか市武田1060番地 ネオンサイン

15
関東・
甲信越

日立ビルシステム
(東部部品センター屋上ネオンサイン)

千葉県柏市十余二 506-1 ネオンサイン

16
関東・
甲信越

情報・通信グループソフトウェア事業部
神奈川県横浜市戸塚区
戸塚町5030番地

ネオンサイン

17
関東・
甲信越

ユビキタスプラットフォームグループ
デジタルメディア事業部横浜地区

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292 ネオンサイン

18
関東・
甲信越

日立コミュニケーションテクノロジー
(情報技術センター新棟ネオンサイン)

神奈川県横浜市戸塚区
戸塚町216番地

ネオンサイン

19
関東・
甲信越

日立コミュニケーションテクノロジー
(K工場屋上ネオンサイン)

神奈川県横浜市戸塚区
戸塚町216番地

ネオンサイン

20
関東・
甲信越

情報・通信グループRAIDシステム事業部・
SANソリューション事業部

神奈川県小田原市中里322-2 ネオンサイン

21
関東・
甲信越

長野ネオン
長野県長野市
大字南長野石堂町1315-4

ネオンサイン

22
関東・
甲信越

新潟ネオン 新潟県新潟県東大通1-5-2 ネオンサイン

23 東京 本社ビル(ビル社名表示)
東京都千代田区
神田駿河台四丁目6番地

ネオンサイン

24 東京 浅草橋ネオン 東京都台東区柳橋2-1-9 ネオンサイン

25 東京 池袋ネオン 東京都豊島区東池袋5-2-1 ネオンサイン

26 東京 世田谷ネオン 東京都世田谷区三軒茶屋1-29-13 ネオンサイン

27 東京 日立マクセル(本社ビルネオンサイン) 東京都千代田区飯田橋2-18-2 ネオンサイン

28 東京 日立ライティング青梅事業所 東京都青梅市新町6-16-2 ネオンサイン

29 北陸 富山一番町ネオン 富山県富山市一番町3-31 ネオンサイン

30 北陸 金沢ネオン 石川県金沢市香林坊2-3-25 ネオンサイン

31 北陸 福井繊協ビルネオン 福井県福井市大手3-7-1 ネオンサイン

32 中部 名古屋ネオン 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-18 ネオンサイン
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地区 施設名(*1) 住所（設置場所） ライトダウン箇所

33 中部
日立計測器サービス中部支店
(日立ハイテクノロジーズ看板2面照明灯)

愛知県名古屋市名東区豊が丘502 外照式看板

34 中部 豊田ネオン
愛知県豊田市土橋町4-67-2
豊田日立ビル

ネオンサイン

35 中部
情報・通信グループ情報機器事業部
(旭ネオン看板)

愛知県尾張旭市晴丘町池上1番地 ネオンサイン

36 中部 静岡ネオン 静岡県静岡市常磐町2-13-4 ネオンサイン

37 中部 岐阜ネオン 岐阜県岐阜市金町8-20 ネオンサイン

38 中部 日立情映テック岐阜工場(工場広告塔) 岐阜県美濃加茂市加茂野町471 外照式看板

39 中部 四日市ネオン 三重県四日市市浜田町6-11 ネオンサイン

40 中部 日立金属桑名工場(広告塔照明) 三重県桑名市大福2番地 外照式看板

41 関西 通天閣ネオン
大阪府大阪市浪速区
恵美須東1-18-6

ネオンサイン
（*2）

42 関西 関空ネオン
大阪府岸和田市臨海町5-3
（岸和田中井倉庫屋上）

ネオンサイン

43 関西 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）

ネオンサイン

44 関西 日立マクセル京都事業所(広告塔) 京都府乙訓郡大山崎町小泉1 ネオンサイン

45 関西 日立物流(イオン関西NDCネオンサイン)
京都府乙訓郡大山崎町
字大山崎小字鏡田38

ネオンサイン

46 関西 日立物流(京都物流センターネオンサイン)
京都府乙訓郡大山崎町
字大山崎小字鏡田38

ネオンサイン

47 関西 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）

ネオンサイン

48 関西 日立機電工業(本社ビルネオンサイン) 兵庫県尼崎市下坂部三丁目4番1号 ネオンサイン

49 関西 大津ネオン
滋賀県大津市松原町12-13
（キッパーズビル）

ネオンサイン

50 関西 奈良ネオン
奈良県奈良市高天町5-1
（奈良建設会館）

ネオンサイン

51 中国 広島ネオン
広島県広島市南区猿猴橋町4ｰ17
(藤田荒神ビル)

ネオンサイン

52 中国 米子ネオン
鳥取県米子市角盤町2ｰ32
(田口ビル)

ネオンサイン

53 中国 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)

ネオンサイン

54 中国 下関ネオン
山口県下関市竹崎町1ｰ1
（岡田ビル）

ネオンサイン

55 四国 高松ネオン 香川県高松市中央町5番31号 ネオンサイン

56
九州･
沖縄

日立九州ビル 福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1 ネオンサイン

57
九州･
沖縄

博多ネオン 福岡県福岡市博多区中洲4-6-12 ネオンサイン

58
九州･
沖縄

福岡空港ネオン 福岡県福岡市博多区空港前1-1-2 ネオンサイン

59
九州･
沖縄

久留米ネオン 福岡県久留米市西町1102-1 ネオンサイン

60
九州･
沖縄

熊本ネオン 熊本県熊本市上通町2-30 ネオンサイン

61
九州･
沖縄

長崎ネオン 長崎県長崎市大黒町10-1 ネオンサイン

62
九州･
沖縄

大分ネオン 大分県大分市中央町1-1-15 ネオンサイン

63
九州･
沖縄

鹿児島ネオン 鹿児島県鹿児島市中町1-1 ネオンサイン

64
九州･
沖縄

沖縄ネオン 沖縄県那覇市前島2-12-12 ネオンサイン

（*1)施設名の「日立製作所」は省略。

（*2)大時計、気象予報を除く全面消灯。
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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。 
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