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2007 年 6 月 20 日 

 

 

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 97 箇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、環境省などが実施する「CO2 削減／ライトダウンキャンペーン」に参加し、 

6 月 24 日(日)20 時から 22 時の間に行われる「ブラックイルミネーション 2007」の開催中、 

通天閣(大阪府大阪市)や博多ネオン(福岡県福岡市)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、97 箇所の灯りを消灯します。このうち、 

75 箇所では「ブラックイルミネーション 2007」の開催時以外にも、期間、時間を拡大した消灯を

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(*1)を含む 6 月 22 日(金)

から 6月 24 日(日)の 3日間に、ライトアップ施設や家庭の灯りの消灯を呼びかけるものです。特

に、6 月 24 日(日)の夜を「ブラックイルミネーション 2007」と題し、20 時から 22 時の 2 時間、

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、各家庭の灯りを一斉に消すこと

を広く呼びかけています。 

 

 日立グループは、今回、97 箇所のネオンなどを一斉に消灯する 6 月 24 日(日)で、電力使用量

約 2,570kWh、CO2 換算で約 1t の削減、本キャンペーン期間中 3日間で、電力使用量約 15,740kWh、

CO2 換算で約 6t の削減をする見込みです。この削減量は、1 世帯が 1 日に平均的に使用する電力

量約 1,400 世帯分に当たります。 

 

 日立グループでは、年間を通じてオフィスビルにおける昼食時と 20 時の一斉消灯励行をはじめ

とした社員への省エネ意識の向上への取り組みや、工場での生産活動に伴う電力使用量削減など、

各種省エネ活動を行っています。 

 また、環境省が進めている地球温暖化防止の運動「チーム・マイナス 6％」にも 2005 年の活動

開始時から継続して参加しており、オフィスの室温設定を 28℃に保ち、社員の軽装を呼びかける

とともに、社外の方へも軽装での来社をお願いするクールビズ活動を行っています。 

 

 なお、通天閣と博多ネオン、日立製作所コンシューマ事業グループ横浜地区でのライトダウン

の模様は、日立製作所が提供する携帯電話の情報配信サービス「キメクル」の環境番組 

「きになる真実」(*2)で 6 月 26 日より配信します。 

 

(*1) 2007 年の夏至の日は、6月 22 日(金)です。 

(*2) 6 月の環境月間に合わせ、日立製作所が提供する携帯電話の情報配信サービス「キメクル」(http://www.kimekuru.jp/)の中で、劇場公開し
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て話題になった『不都合な真実』DVD(7 月 6 日発売 発売元:パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン)にもとづく、地球温暖化の

事実や日立グループが取り組んでいる環境・省エネ技術を紹介しています。 

・「きになる真実」ホームページ:http://www.kimekuru.jp/pc/kininaru.html 

 

■ 添付資料:日立グループ「ブラックイルミネーション」参加施設一覧 

 

■ 照会先 

株式会社日立製作所 環境本部［担当:田島］ 

〒101-8608 東京都千代田区外神田一丁目 18 番 13 号 

TEL 03-4564-6387(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 札幌三井ネオン 
札幌市中央区北二条西４丁目 

札幌三井ビル 
ビルネオン看板 

2 
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 

内照式社名・事業所名看板 

2 箇所 

3 (株)日立メディアエレクトロニクス 
岩手県奥州市水沢区 

真城字北野 1番地 
駐車場 外灯 

4 
八木電子(株) 

秋田事業所 

秋田県にかほ市 

平沢字井戸尻 45 

駐車場照明、 

ライトアップ照明 2 箇所 

5 青森ネオン 
青森県青森市 

中央 1丁目 1-29 
ビルネオン看板 

6 仙台日東通信看板 仙台市青葉区堤町 3丁目 1-15 ビルネオン看板 

7 郡山ネオン 
福島県郡山市 

大町 2丁目 21-17 
ビルネオン看板 

8 
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 
看板ライトアップ用水銀灯 

9 (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 
外灯 

10 クラリオン(株) 東京都文京区白山 5-35-2 ビルネオン看板 

11 クラリオン製造プロテック(株) 
福島県郡山市田村町 

金屋字下タ川原 50 
屋上広告照明 2 箇所 

12 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 

13 水戸ネオン 茨城県水戸市三の丸 1-4-73 ビルネオン看板 

14 
日立建機(株) 

土浦工場 
茨城県土浦市神立町 650 番地 看板灯 

15 
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 
看板灯 

16 
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 看板灯 

17 (株)東海テック 
茨城県ひたちなか市 

稲田 1410 番地 
国道向けネオンサイン 

18 
東日京三電線(株) 

石岡事業所 
茨城県石岡市荒金 1-1 外照式看板 

19 
日立金属(株) 

OE デバイスセンター 
栃木県真岡市松山町 18 番地 工場広告灯 

20 
東日京三電線(株) 

石岡事業所 
茨城県石岡市荒金 1-1 JR 側会社名看板 

21 
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 2箇所

22 日立工機(株) 
茨城県ひたちなか市 

武田 1060 番地 
体育館 JR 向け看板 

添付資料 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

23 
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 

24 
オートモティブシステムグループ 

厚木事業所 
神奈川県厚木市恩名 4-7-1 内照式事業所名看板  

25 
オートモティブシステムグループ 

厚木事業所 
神奈川県厚木市飯山 2469 

事業所正門内照式社名・事業

所名看板 2 箇所 

26 
オートモティブシステムグループ 

厚木事業所 
神奈川県平塚市東八幡 5-2-1 工場構内照明灯 3基 

27 
オートモティブシステムグループ 

群馬事業所 
群馬県伊勢崎市粕川町 1671-1 社名看板投光器 

28 
オートモティブシステムグループ 

群馬事業所 
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) 

29 
オートモティブシステムグループ 

群馬事業所 
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) 

30 小平記念東京日立病院 東京都文京区湯島 3-5-7 病院名看板、案内看板 2 箇所

31 浅草橋ネオン 東京都台東区柳橋 2-1-9 ビルネオン看板 

32 世田谷ネオン 
東京都世田谷区三軒茶屋 

1-29-13 
ビルネオン看板 

33 
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 社名看板 

34 
(株)日立国際電気  

羽村工場 
東京都羽村市神明台 2-1-1 ライトアップ用照明 

35 
(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 

36 
TCM(株) 

東京本部 
東京都港区西新橋 1-15-5 ネオン看板 

37 日立工機販売(株) 
東京都八王子市 

石川町 929 番地の 1 
屋上 中央道向け看板 

38 
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 
横浜市戸塚区吉田町 292 本館広告灯、正門看板灯 

39 
(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 
湘南オフィス 

40 (株)日立物流 
千葉県野田市 

西三ヶ尾字西原 355-15 
外照式看板 

41 
(株)日立グローバルストレージ 

テクノロジーズ 小田原サイト 

神奈川県小田原市 

国府津 2880 番地 
ネオンサイン 

42 日立コンピュータ機器(株) 
神奈川県足柄上郡 

中井町境 781 番地 
社名灯、外灯 2箇所 

43 
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 

44 
(株)日立コミュニケーションテクノロ

ジー 戸塚事業所 
横浜市戸塚区戸塚町 216 ネオンサイン 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

45 
オートモティブシステムグループ 

川崎事業所 

神奈川県川崎市川崎区 

富士見 1-6-3 
ネオンサイン 

46 
情報・通信グループ 

RAID システム事業部 
神奈川県小田原市中里 322-2 ネオンサイン 

47 日立金属(株)熊谷工場 熊谷市三ヶ尻 5200 外灯 

48 日立ビアメカニクス(株) 
神奈川県海老名市 

上今泉 2100 番地 
屋上壁面ネオンサイン 

49 日立マクセル(株) 
東京都千代田区飯田橋 

2 丁目 18 番 2 号 
屋上広告塔照明 

50 
日立ソフトウェア 

エンジニアリング(株) 

東京都品川区東品川 

４丁目 12 番 7 号 
ネオンサイン 

51 (株)IPS アルファテクノロジ 千葉県茂原市早野 3732 社名看板 

52 
日立ソフトウェア 

エンジニアリング(株) 
横浜市鶴見区末広町 1-1-43 社名看板照明 

53 
日立ソフトウェア 

エンジニアリング(株) 
横浜市戸塚区品濃町 549-6 ネオンサイン 

54 日立物流コラボネクスト(株) 
埼玉県深谷市 

折之口字稜威ケ原 1900-2 
外灯 27 灯(外照式看板含む)

55 新潟ネオン 新潟県東大通 1-5-2 ビルネオン看板 

56 富山一番町ネオン 富山市一番町 3-31 ビルネオン看板 

57 
(株)日立国際電気 

富山工場 
富山県富山市八尾町保内 2-1 場内設置の社名電照看板 

58 金沢ネオン 石川県金沢市香林坊 2-3-25 ビルネオン看板 

59 
オートモティブシステムグループ 

山梨事業所 
山梨県南アルプス市吉田 1000 外灯及び看板照明 2 箇所 

60 (株)日立メディアエレクトロニクス 
石川県羽咋郡 

志賀町若葉台 40 番地 
駐車場 外灯 

61 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 

62 (株)日立情映テック 
岐阜県美濃加茂市 

加茂野町 471 番地 
外照式看板 

63 (株)日立情映テック 岐阜県高山市下切町 180 外照式看板 

64 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 

65 

情報・通信グループ 

エンタープライズサーバー事業部 

豊川事業所 

愛知県豊川市白鳥町野口前 9-5 ネオンサイン 

66 
(株)日立ハイテクフィールディング 

中部支店 
名古屋市名東区豊が丘 502 屋上看板照明ライト 32 機 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

67 静岡ネオン 静岡県静岡市常磐町 2-13-4 ビルネオン看板 

68 
日立金属(株) 

山崎製作所 

大阪府三島郡 

島本町江川 2-15-17 
屋上広告灯 

69 (株)NEOMAX マテリアル 大阪府吹田市南吹田 2-19-1 社名看板          

70 (株)NEOMAX 近畿 兵庫県養父市大薮 1062 看板照明 

71 日立マクセル(株) 京都府乙訓郡大山崎町小泉 1 屋上広告塔照明 

72 
日立金属(株) 

桑名工場 
三重県桑名市大福 2番地 工場広告灯照明 

73 通天閣ネオン 大阪市浪速区恵美須東 1-18-6 ビルネオン看板 

74 (株)日立物流 大阪市西淀川区中島 2-5-25 外照式看板 

75 (株)日立物流 大阪市此花区北港緑地 2-1-92 外照式看板 

76 
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 

77 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 

78 日立物流コラボネクスト(株) 
兵庫県神戸市 

東灘区向洋町東 3-10 
外照式看板 

79 京都ネオン 
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 

80 大津ネオン 
滋賀県大津市 

松原町 12-13(キッパーズビル)
ビルネオン看板 

81 
(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 
社名看板 

82 奈良ネオン 
奈良県奈良市 

高天町 5-1(奈良建設会館) 
ビルネオン看板 

83 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) 
ビルネオン看板 

84 高松ネオン 香川県高松市中央町 5番 31 号 ビルネオン看板 

85 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 

86 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 

87 
日立金属(株) 

安来工場 
島根県安来市飯島町 1240-2 入場門横看板 

88 JR 広島駅ネオン 
広島市南区松原町 2番 37 号 

(JR 広島駅ビル屋上) 
ビルネオン看板 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

89 日立九州ビル 福岡市早良区百道浜 2-1-1 ビルネオン看板 

90 博多ネオン 福岡市博多区中洲 4-6-12 ビルネオン看板 

91 久留米ネオン 福岡県久留米市西町 1102-1 ビルネオン看板 

92 熊本ネオン 熊本市上通町 2-30 ビルネオン看板 

93 福岡空港ネオン 福岡市博多区空港前 1-1-2 ビルネオン看板 

94 
日立金属(株) 

佐賀製作所 

佐賀県杵島郡 

大町町大字福母 282 
社名看板 

95 富士通日立プラズマディスプレイ(株)
宮崎県東諸県郡 

国富町田尻 1815 
構内外灯(水銀灯) 

96 (株)日立物流 
福岡県糟屋郡 

久山町大字久原字原 2859-1 
外照式看板 

97 (株)ユニシア九州 
福岡県築上郡 

上毛町大字垂水 704-1 

看板内照明(蛍光灯 6本)、 

雨水分離槽照明 2 箇所 

(*)施設名の「日立製作所」は省略。 

 

以上 
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