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2008 年 6 月 19 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101 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(土)

から 7 月 7 日(月)の間、通天閣(大阪府大阪市)や福岡空港ネオン(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、101 ヶ所の灯りを消灯します。 
 

｢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温暖化対策を実践するため

のきっかけづくりとして、一年間で最も夜の短い夏至の日である6月21日(土)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。特に今年は、洞爺湖サミットが開催される初日の 7 月 7 日(月)に
も消灯を呼びかけています。6 月 21 日(土)の夏至の日を｢ブラックイルミネーション 2008｣、洞爺湖サミット

開催日を｢七夕ライトダウン｣と称し、20時から22時の間、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、101 ヶ所のネオンなどを一斉に消灯する 6 月 21 日と 7 月 7 日の 2 日間で、   
電力使用量約 5,400kWh、CO2 換算で約 2 トンの削減、本キャンペーン期間中 17 日間で、電力使用量 
約 35,300kWh、CO2 換算で約 15 トン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 3,070 世帯分に相当します。 
 

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 
社員の省エネ意識向上の取り組みや、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。 
 
■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 
電話：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 青森ネオン 青森県青森市中央1-1-29 ビルネオン看板 

2 
(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 

3 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 

4 (株)日立建機カミーノ本社 
山形県東根市大字若木字七窪
5600-1 

国道沿い社名看板       
建屋壁面社名看板 

5 郡山ネオン 福島県郡山市大町2-21-17 ビルネオン看板 

6 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 

7 
都市開発システムグル-プ  
水戸ビルシステム本部 

茨城県ひたちなか市市毛1070 研究塔ライトアップ 

8 日立システムプラザ勝田 茨城県ひたちなか市堀口832-2 ビル屋上ネオン看板 

9 (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 

10 日立工機(株) 勝田工場 
茨城県ひたちなか市武田 
1060 番地 

体育館 JR 向け看板 

11 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 

12 日立建機(株) 霞ヶ浦工場 茨城県土浦市神立町650 番地 正門看板灯 

13 
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 
正門看板灯 
外照式看板 

14 TCM(株) 竜ケ崎工場 茨城県龍ヶ崎市3 番地 
正門前メインストリート脇  
ユニット工場外壁 

15 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 

16 日立建機(株) 霞ヶ浦工場 茨城県土浦市神立町650 番地 正門看板灯 

17 
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 
正門看板灯 
外照式看板 

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 

20 
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 

21 
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 

22 
(株)日立技術情報サービス 
茨城事業所 (ライフビル)オフィス 

茨城県日立市幸町1-20-2 オフィスの蛍光灯275 本 

添付資料 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

23 
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 広告照明 

24 
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-カ-断 

25 
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-カ-断 

26 
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 

27 
(株)日立物流  
桶川物流センター 

埼玉県桶川市赤堀2-1 物流センター看板 

28 
(株)日立物流  
埼玉営業所 熊谷駐在 

埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下山
1-3 

屋外看板 

29 
(株)日立物流  
埼玉北Ⅲ期物流センター 

埼玉県加須市南篠崎1-2-1 外灯、駐輪場照明 

30 
(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 

31 (株)IPS アルファテクノロジ 千葉県茂原市早野3732 屋上壁(会社ロゴサイン) 

32 
(株)日立物流  
首都圏東物流センター 

千葉県野田市西三ケ尾字西原
355-15 

外照式看板 

33 
(株)日立物流  
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 

34 習和産業(株) 本社 千葉県習志野市3-15-11 本社屋 

35 (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) 

36 
(株)日立ビルシステム 
寶組 勝島倉庫(B 棟屋上看板) 

東京都品川区勝島1-3-49 屋上広告看板 

37 
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 

38 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、 
社名看板 

39 TCM(株) 東京本社  東京都港区西新橋1-15-5 内照式ビル袖看板(社名看板) 

40 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 

41 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 

42 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) 

43 
(株)日立技術情報サービス 
本社・京浜事業所(日本ビル)オフィス 

東京都千代田区大手町2-6-2 オフィスの蛍光灯180 本 

44 
(株)日立技術情報サービス 
京浜事業所 (中研)オフィス 

東京都国分寺市東恋ヶ窪 
一丁目280 番地 

オフィスの蛍光灯60 本 

45 日立マクセル(株) 
東京都千代田区飯田橋2 丁目 
18 番2 号 

屋上ネオンサイン(2 基) 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

46 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 

47 
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 

48 
(株)日立技術情報サービス 
京浜事業所 (浜)調査G オフィス 

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292 オフィスの蛍光灯56 本 

49 
日立ソフトウェアエンジニアリング(株) 東
戸塚別館 

神奈川県横浜市戸塚区品濃町
549-6 

ネオンサイン 

50 
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 

神奈川県横浜市鶴見区末広町 
１-１-43 

社名看板照明 

51 
(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 

52 
(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) 

53 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 

54 
コンシュ-マ事業グループ  
デジタルコンシュ-マ事業部 

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292 本館広告灯 

55 
コンシュ-マ事業グループ  
デジタルコンシュ-マ事業部 

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292 正門看板灯 

56 
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/外灯(4 灯) 

57 
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 

58 
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 ビル屋上設置のネオンサイン 

59 
(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-新棟 

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216 ネオンサイン 

60 
(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 

61 東洋精箔(株) 新潟工場 新潟西蒲原郡弥彦村美山6426 1 号棟外灯 

62 (株)日立産機システム 中条事業所 新潟県胎内市富岡46-1 会社入口看板照明 

63 (株)日立産機システム 中条事業所 新潟県胎内市富岡46-1 構内外灯の間引き点灯 

64 新潟ネオン 新潟県東大通1-5-2 ビルネオン看板 

65 
(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 

66 (株)日立物流 石川営業所 石川県白山市森島町140-13 屋外看板 

67 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 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

68 
日立物流コラボネクスト(株) 
西日本事業本部 北信越商品センター 

富山県射水市流通ｾﾝﾀ-青井谷
1-10-2 

外灯 

69 長野ネオン 
長野県長野市大字南長野石堂町
1315-4 

ビルネオン看板 

70 
(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 

71 
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(旭)HOTS ネオン看板灯 

72 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 

73 (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 

74 (株)日立情映テック 高山事業所 岐阜県高山市下切町180 外照式看板 

75 日立金属(株) 和歌山製作所 和歌山県和歌山市湊1850 事務所玄関屋外照明 

76 (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 

77 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 

78 大津ネオン 
滋賀県大津市松原町12-13 
(キッパ-ズビル) 

ビルネオン看板 

79 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 

80 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 番地 

研究棟屋上ネオンサイン 

81 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 

82 
(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 

83 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 

84 
(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 

85 
(株)日立物流   
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 

86 関西新空港ネオン 
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 

87 通天閣ネオン 
大阪府大阪市浪速区恵美須東
1-18-6 

通天閣ネオン看板 

88 
(株)日立産機システム 
関西支社 

兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 支社ビルのネオン看板 

89 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 

90 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 
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No. 施設名(*) 住所 ライトダウン箇所 

91 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 

92 日立金属(株) 安来工場 島根県安来市飯島町1240-2 看板照明 

93 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 

94 高松ネオン 香川県高松市中央町5-31 ビルネオン看板 

95 久留米ネオン 福岡県久留米市西町1102-1 ビルネオン看板 

96 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 

97 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 

98 日立金属(株) (N) 佐賀製作所 佐賀県杵島郡大町大字福母282 会社看板照明 

99 
(株)NEOMAX 九州 
総合事務所厚生棟 

佐賀県武雄市北方町大字大崎
2738 

看板照明 

100 熊本ネオン 熊本県熊本市上通町2-30 ビルネオン看板 

101 
日立プラズマディスプレイ(株) 
宮崎地区 

宮崎県東諸県郡国富町田尻1815 構内外灯(水銀灯) 

 

(*) 施設名の「日立製作所」は省略。 
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