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１．会社概要 
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【会 社 名】 
【代 表 者】 
【設    立】 
【所 在 地】 
【資 本 金】 
【従 業 員】 
【事業 内容】 
【グループ 】 

プロフィール 

1956年   愛知県犬山市生まれ 
        京都大学大学院修了 
1981年   大手建設会社に入り、在籍中にボストン大学ビジネススクールに留学 
                  MBAを取得。 
1992年   日本総合研究所に転じ、異業種コンソーシアムの手法を用いてESCO 
        (エネルギー・サービス・カンパニー)の事業化に取り組む。 
1997年   株式会社ファーストエスコを設立、代表取締役社長に就任。 
        ニュービジネス協議会より1998年度(平成10年度)「環境賞」受賞。 
2007年    株式会社ヴェリア・ラボラトリーズを設立、代表取締役社長に就任し、 
        現在に至る。 
2014年     ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社の完全子会社化 

1987年   一級建築士 
2001年   技術士（総合技術監理部門・環境部門） 

資  格 

2003年   「エネルギー・マネジメント」（共著 日本電気協会新聞） 

著  書 

2003年 
2003年 
2004年 
2005年 
2007年 

公  職 

会社概要 

環境省中央環境審議会専門委員 
内閣官房構造改革特区推進本部評価委員会専門委員 
国立大学法人 東京農工大学非常勤講師(現在も継続中) 
内閣府温暖化対策技術調査検討ワーキンググループ委員 
総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会 政策小委員会委員 

10月 
12月 
9月 
6月 
7月 

株式会社 ヴェリア・ラボラトリーズ 
代表取締役社長 筒 見  憲 三 
2007年9月 
東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 新宿ファーストウエスト14階 
7,640万円 （平成29年6月30日現在） 

24名 
エネルギーマネジメント事業 
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 

■一級建築士事務所 第56331号 ■建築・管・電気工事業 (特-29)第132147号 
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２．豊富な実績（計測拠点＆省エネ診断等） 

Webを活用した統合エネルギーサ
ービス 

デマンド監視・コントロール＆ 
見える化システム 

本部で一元管理 

クラウド 

電力：デマンド/空調/照明/コンセント 

その他：温度/ガス/水 

省エネルギー診断＆ 
コンサルティング 

デマンド監視装置・見える化 
システム導入拠点 

1,200拠点 

統合エネルギーサービス導入拠点 
 

3,800拠点 

省エネ診断・コンサル・補助事業の 
提案 

700件 

省エネ提案から施工管理、エネルギー使用状況の分析まで、トータルサービスを提供できることが強みです 

ユニバーサルスタジオジャパン 
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３．実績①オフィスビル（BELS）  
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４．実績②オフィスビル（グリーンリース） 

日本産業新聞11面 
2017年7月21日 
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2018 Copyright VEGLIA Laboratories INC. 
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４-1．グリーンリースとは 
【目的・概要】ビルオーナーとテナントが協働し、不動産の省エネなどの環境負荷の低減や執務環境の改善について契約や覚書等に

よって自主的に取り決め、取り決め内容を実践すること。 

   この取組みにより、ビルオーナー・テナント事業者双方が光熱費削減等の恩恵を享受する。 

    （環境不動産普及促進検討委員会「グリーンリース・ガイド」より） 

光熱費 
の削減 

執務環境 
の改善 

オフィスワー
カーの生産
性向上 

不動産価値
の向上 

ビルオー
ナー・テナン
トの関係性
の構築深化 

項目 ビルオーナー テナント

建物全体の運営コスト削減
・維持管理コストの削減
・環境性能が高い設備機器の導入

・光熱費削減

環境不動産としての価値付与
・テナント保持に優位性
・稼働率安定等に基づくNOI改善
・ESG投資を志向する投資家への訴求力向上

・オフィスワーカーの生産性向上

社会的メリット

CSR向上
・環境不動産の普及促進
・CO２排出削減
・企業イメージアップ

・左記同上

その他
（利用者の満足度）

テナントの満足向上
・入居期間の長期化
・ビルオーナー・テナント関係性の構築化・深化

執務環境の改善・従業員の健康や快適性向上
・室内機空気の質向上
・温度の快適性向上
・室内照度の最適化
・ビルオーナー・テナント関係性の構築化・深化

経済的メリット

グリーンリースによるメリット 



５．実績③印刷工場（省エネとピーク対策） 
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５-1．蓄電池の充放電の電力データ 

電池容量：約800kWh 

充電 
(約90kW/h) 

放電 
(約90kW/h) 

デマンド 
(折れ線) 

デ
マ
ン
ド
値 
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６．実績④総合エネルギーサービス 



６-１．対象事業所（成型工場） 

本社 
（東京都江東区） 

工場 
(栃木県芳賀郡) 

工場 

2019 Copyright VEGLIA Laboratories INC. 
10 



６ｰ２．当社サービス 
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６-３．現地調査及びヒアリング 

工場全体のエネルギー内訳 成形工場エネルギー・プロセスフロー図 

改善提案（一部抜粋） 

画像：成形機シリンダー 
サーモグラフィ 
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６-４．実積と見込み 

【導入後】自家消費型太陽光
100kW 

低炭素供給 

電力会社へ切替358t 

射出成形機 

更新146t 

太陽光導入58t 

使用量200t 

約70％の
削減効果 

内訳：二酸化炭素排出量 
削減効果 

【導入後】射出成形機 

INV制御等13t 
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見込み 

約70％の
削減効果 
(約570t) 
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お問い合わせ先 

株式会社 ヴェリア・ラボラトリーズ    営業開発部   

http://www.veglia.co.jp/ 

〒160-0023 

本社：東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 新宿ファーストウエスト14階 

分室：東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 新宿ビルディング5階 

Tel：03-6279-0782（携帯：090-1109-4238） 

Fax：03-6279-0783 

E-mail：sugiu@veglia.co.jp 

 ご清聴ありがとうございました。 


