
　

（施工管理課・上沢） 

（代表取締役社長・清田） 

株式会社新栄電設 

TEL：076-491-5113 
FAX：076-491-5118 

〒 930-0953 富山県富山市秋吉37-2 

 ようやくすがすがしい秋日和が続き、皆様
にはお変わりなくお過ごしのこととお喜び申
し上げます。平素は格別のご愛顧に預かり、
厚くお礼申し上げます。新栄電設は、ひとり
でも多くのお客様とつながりを育んでいきた
いと思っています。私達は、小さな事でも、
お客様に喜んでいただくために情熱をもって
取り組んでおります。どうぞお気軽に声をか
けてください。 

 今年の夏は、歴史的に記録される大変な酷暑でした
が、各位には体調はいかがでしたでしょうか？9月半
ばを過ぎて、ようやく夜秋風がしのびよるように涼し
さが感じられる今日この頃です。 
 日本経済は、円高・株安・相変わらずのデフレ現象
ということで企業の設備投資には慎重な姿勢が窺えま
す。そんな中で民主党の代表選挙などもあり、経済政
策の停滞は否めません。このような景気情勢の中で、
当社も新たな情報を収集したり、新事業に注力したり
と、今後の成長が期待できる案件に注力しておりま
す。 

 今後とも、社員一丸となってお客様のお役に立つた

め精進したく思っておりますので、皆様のご指導ご鞭

撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

－新栄電設ブランドの次世代光源LEDの登場です！－ 

▲新栄電設本社2階、LEDランプに変更後 

▲新栄電設のマークが入っています 
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 使用電力量の中で照明器具の使用量は、私達の社会全体の約30％を

占めています。LED照明は、地球温暖化対策として省エネルギーで長

寿命且つCO2排出量の削減効果が最も見込める設備です。 

 

 このたび新栄電設は、既存の照明器具で簡単に取替えができる、

LEDランプをお客様にご提供できることになりました。現在ご使用中

の施設・住宅用に即施工対応できます。ぜひ何なりと当社工事部までご

相談ください。 



工事中にこれ食べてみて、と自家ニュースでも話題になりましたが、東芝ライテックが一般白熱灯の製造を中止しました。       (右) LED電球3.4W(40W相当) 生命の貯蓄体操普及会 ※ 婦中町、速星公民館にて  この体操は 人 組で行う丹田呼吸法で、気と血を巡らせ新野菜をたっぷり使ったピクルスです。酢のクエン酸の働きで疲労疲労回復♪野菜のピクルス ☆基本材料（4人分） ☆ピクリング液の材料 ピクリング液の調味料を鍋に入れて、 調味料は沸騰させることIH＊Point 一般白熱灯と比較すると… 第3期募集期間：平成22年7月26日(月)～平成22年9月10日(金) エコキュート1台あたり 40,000円 の補助金が出ます。 設置して6日目に奥様にご感想をお聞きしたところ、「主人は毎日リモコ施工前 施工後 作り方 エコキュートとは？ エコキュートとは、ヒートポンプ式省エネオール電化住宅を選ばれるご家庭かぼちゃ・にんじん・れんこんは食べやその他の野菜も食べやすい大きさに切保存容器に２、3を入れて、1を加えてフあなたの好みの野菜を入れてもいいかも♪ 酢は身体の疲労回復に努めてくれます！ ～ からだが変わる こころも変わる ～ お問い合わせは 浅尾美智子様 まで！ TEL：076-465-3551 ※ 平成22年10月5日（火）までに設置工事完了の方 家族みんなが笑顔 余談ですが… 年間電気代が約2000円お得（1日6時間使用） CO2排出量を大幅に削減、省エネルギー♪ 白熱灯の40倍の長寿命 ※ 北陸電力リビングサービス資料より抜粋 （工事担当 工事部施工管理課：上沢） 国土交通省省エネ補助金の第2回目の●補助率 5月22日工事・富山市新庄銀座O様宅 省エネルギー改修に要●補助限度額 1事業あたり5000万円を●実績報告書 補助を受けた場合、 

 

   

－8月31日 富山市内を襲った雷、あなたは大丈夫でしたか？－ 

▲写真提供・音羽電機工業㈱第７回雷写真コンテスト銅賞作品より 

 激しい雷が8月31日午後から富山市
内を襲いました。ライトレールをはじ
め、中央通りや中野新町では最大600
世帯が停電し、長江本町では落雷によ
るものと見られる火災が発生、被害が
相次ぎました。電気・ガス・電話・
CATV・アンテナなど、細かいものを
含むと2万件以上の被害があったと思わ
れます。東京都市部では過去100年の
間に3℃気温が上昇しており、激しい落
雷は異常気象によるものといわれてい
ます。今後、異常気象による落雷被害
は避けられません。 
               
 右の図は過去10年間の年間雷日数の
平均を都道府県ごとに明記してある図
です。黒い丸印が富山県の雷の年間平
均数です。 
 この図から富山は雷がとても多い地
域だということが分かります…。 

－雷はどこから入ってくるか分かりません‐ 

雷
対
策
 

▲雷によって火報用受信機が損傷しました。 

▲電話基盤も雷で損傷。黒くこげてしまってます。 

▲弱電部・電灯部に耐雷機器を取り付けします        

しかしながら耐雷機器は正しく取付しないと意味がありません。 
雷対策の相談・取付は、新栄電設にお任せください。 
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アミューズメントコア 大都会様 

▲空調システムの更新 ▲エバーライトとLED電球の交換 ▲LEDビジョン、ベガシステ

自然と家計にやさしい太陽光発電 

・また、パナソニックから”単結晶系ハイブリッド型HIT215シリーズ”新登場！ 
 最大出力2割アップ、雨や雪の日でも発電します。光熱費ゼロも夢では 
 ありません。 

・利用時のCO2排出量を大幅に減らすことができ、地球環境保護に貢献！ 

・光熱費の大幅なコストダウンが図れます！ 

太陽光で発電できる電力の流れ 

光量が尐ない時は、 

足りない電力を購入 

日中は太陽光発電で作った電気で、 

太陽が沈んだ後は、 

電力を購入 

▲太陽光発電の1日の流れを図にしました 
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▲H様邸の光熱費比較表 

青いグラフがガス・電気を使用した場合の光熱費、黄色のグラフ 
       がエコキュートと太陽光を導入しオール電化にした場合の光熱費です。 

比較すると……オール電化にすると年間368,287円・ 
月平均で30,691円削減できました！ 

               

▲太陽光を設置した高岡市H様邸 

 今回のお施主様の大規模改修の第1の目的は、既設空調システムの改修でした。既設空調システムは、従来通りの室外機
1台、室内機1台によるエアハンシステムで、シアター1・シアター2及びシアターホールの3ヶ所をまかなっており、ここ
の温度管理に非常に苦労されていました。また、室内機も映写機室の奥の非常に狭い部屋に設置してあり、メンテナンス性
も悪く、故障しても入替すら出来ず非常に丌便でした。 
 そこで、今回の計画が持ち上がった際に、空調システムの変更更新をお願いし、実現しました。それは、シアター1,2及
びシアターホールの3ヶ所全てを単独の空調システムに替え、しかも最新の室内外機一体型のエアハンシステムを導入し、
機器をメンテナンス性を重視し外部に設置したことです。これにより、温度管理を容易にしました。機器が外部にあること
にで、営業中でも簡単なメンテナンスは可能になりました。 
 
 また、照明器具のランニングコスト削減も実現しました。 
①シアター内のダウンライト照明器具は、既設は全てFPL蛍光灯器具でしたが、器具を全て交換し、LED電球を採用。これ
により、電気量を半減させました（ダウンライト器具部分のみ）。 
②パチンコホール側は、既設水銀灯ダウンライト照明器具部分を全てエバーライト200W型に交換しました。これにより、
電気量はほとんど削減できないが球交換及び安定器交換が約10年間丌要となります。以前の年間メンテナンスコストを考
えると、大幅な経費削減が可能となります。 

 

 その他、電気設備以外の融雪設備、音響設備、最新映写機導入による通信ケーブル配線工事、スピーカシステム変更に伴

う工事等を行いました。これらの工事の施工でお施主様のニーズが叴い、ご満足のいただける仕事となり、私共施工側とし

ては大変感謝しております。                              （施工管理課・柿谷） 



新入社員紹介 

 今年に入り、私には就職・
結婚と2つの出来事がありま
した。間違いなく今までで1
番の転機だと感じています。
入社してまだ半年足らずの私
ですがこの大きな人生経験
を、現在の自分とこれからの
自分に向けて自信を持って行
動し、活躍していきたいで
す。 

（施工管理課・久保） 

設計部 

 設計部一同は8月から設計・積算がフル
稼働体制に入りました。集中しているた
め1日1日が非常に短く感じられます。現
在スタッフは5人いますが、全員が真剣に
お客様の要望に応えられるように張り
切って仕事をしています。 

（設計・前田） 

営業部 
営業部は企画・提案の窓口と
して、建設会社・設計事務
所・法人・個人のお客様の
様々なニーズに対応しており
ます。電気設備にご丌満を感
じている方や、省エネ等の改
善をしたいと考えている方は
是非一度ご相談下さい。ま
た、お客様の役に立つ事を第
一に考え、新しい案件にチャ
レンジしております。どのよ
うなことでもご相談いただけ
れば幸いです。 

新栄電設オペレーション 

（営業・小林） 

資材課 

 今回は資材業務のメイン
をご紹介します。 
 私達は、現場の担当者が
お客様からご注文いただい
た材料を問屋へ発注する業
務を担当しています。現場
での施工日に”キチッ”と
取付できるように納入させ
ていただく事と、尐しでも
お安い価格でお客様にお渡
しできるよう日々業務に励

（資材課・沢崎） 

工事部 

 ここ数年、環境保護に関する活動は非常に活発になっています。例え
ばエコカーであったり、省エネ法であったり、様々な分野で資材やエネ
ルギーに対する環境保護活動が行われています。また、企業の社会貢献
活動としても、多くの企業が近隣のゴミ拾い等の清掃活動を行っている
のをよく目にします。私共の会社も、環境整備活動の一環として、富山
市内の清掃活動を年2回ほど行っております。 
 こうした中で、私達が1番身近にできる環境保護活動といったら、まず
環境整備だと思います。身の回りを整備する事は、ただきれいになるだ
けではないと思います。例えば、仕事場の整理整頓を行えば「次の作業
がしやすい」「資材等の有無が明確で間違い発注がない」「思考が整理
される」等たくさんのメリットがあります。環境に関しても、車の中を
整理整頓すれば尐なからずも車への負担は軽くなります。デメリットな
どは存在しないと思います。整理整頓など当たり前のように思います
が、仕事が忙しいのと比例するように整理整頓を行っていく事が、小さ
なことですが私自身の環境への取り組みです。皆さんは環境に対して、
どのような事に取り組んでいらっしゃいますか？ 

▲婦中支店の倉庫です 

▲事務所の環境整備は週2回行っています 

（施工管理課・細川） 

 現在、当社には7名
の女性社員が在籍して
います。内6名は既婚
者です。 
 当社では結婚・出産
後も引き続き勤務して
もらえる体制作りをし
ていますので、多くの
女性社員が結婚・出産
後も勤めています。復
帰するまで全員でフォ
ローに努めています。 

総務課 

（総務・吉原） 10月から職場復帰します。 

気軽にサクッと♪ 
バナナのプチドーナツ 

ホットケーキミックスの袋に卵1個とバナ
ナをちぎって入れ、開口部をしめて、揉み
ます 

全体に混ざったら、袋の角をはさみで切っ

て一口大の大きさに搾り出し、160℃に

♪材料 

バナナ･･･1本 スティックシュガー･･･1本 

ホットケーキミックス･･･200ｇ（1袋）  
卵･･･1個   揚げ油・・・適量 

♪お好みでスティックシュガーをかけてください。 

混ぜながら揚げると、色

ムラが尐ないです。卵・

バナナの代わりに絹ごし

豆腐やゴマを入れても 
おいしいです！ 


