
「ボイラーアップマン」取り付け後の燃費削減率

取り付け先聞き取り調査結果
納入先 所  在  地 使用燃料 改善率 備　　　考
＊日帰り温泉施設関係
宏楽園温泉 北海道 重油 5.8% カタログ裏面表示
湯楽里館 長野県 灯油 8.2% 同上
ゆうふるｔａｎａｋａ 長野県 重油 12.0% 同上
びんぐし湯さん館 長野県 灯油 14.1% 同上
常陸太田市総合福祉会館 茨城県 灯油 7.6% ４年間平均
温泉施設 山梨県 重油 13.5%
温泉施設 山梨県 灯油 7.0%
温泉施設 長野県 灯油 5.2%
温泉施設 大分県 重油 20.0%
温泉施設 鹿児島県 重油 20.0%
温泉施設 福岡県 重油 20.0%
温泉施設 石川県 灯油 14.6%
温泉施設 石川県 灯油 9.2%
温泉施設 石川県 重油 3.2%
温泉施設 福岡県 灯油 12.0% 給湯ボイラー
温泉施設 熊本県 灯油 11.7% 給湯ボイラー
温泉施設 熊本県 灯油 11.0% 給湯ボイラー

＊ホテル旅館関係
ＲＡＫＯ華乃井ホテル 長野県 重油 7.3% カタログ裏面表示
ホテル 長野県 重油 9.5% ボイラー修理兼
ホテル 長野県 重油 約8%
旅館 長野県 重油 約8%
リゾートホテル 沖縄県 重油 5.0%
ホテル 栃木県 灯油 10.5%
ホテル 東京都 灯油 9.5%
ホテル 東京都 重油 12.0%
ホテル 長野県 灯油 8.5%
ホテル 山梨県 重油 6.5%
ホテル 山梨県 灯油 18.0%
ホイル 石川県 重油 12.0%
ホテル 沖縄県 重油 13.0%
ホテル 新潟県 重油 10.5%
ホテル 富山県 灯油 8.0%
ホテル 長野県 灯油 9.0%
ホテル 秋田県 重油 10.0%
ホテル 長野県 重油 7.5%
ホテル 山梨県 灯油 6.5%
ホテル 愛知県 重油 18.0%



ホテル 富山県 重油 11.0%
ホテル 熊本県 重油 12.0%
旅館 福島県 灯油 13.0%
ホテル 長野県 重油 11.5%
ホテル 北海道 重油 9.5%
ホテル 長野県 灯油 8.5%
ホテル 福島県 灯油 9.0%
ホテル 岡山県 灯油 12.0%
ホテル 長野県 灯油 6.0%
リゾートホテル 沖縄県 重油 4.0%
リゾートホテル 宮崎県 重油 13.0%
ホテル 熊本県 重油 10.0% 給湯ボイラー
ホテル 熊本県 重油 10.0% 給湯ボイラー

＊病院・福祉施設関係
信濃医療福祉センター 長野県 重油 9.0% カタログ裏面表示
うの外科クリニック 北海道 重油 13.5% 同上
社会福祉法人 石川県 灯油 10.7%
社会福祉法人 石川県 灯油 6.4%

＊官庁関係
市役所 長野県 重油 5.0% 三浦蒸気ボイラー

＊スイミングスクールクラブ
スイミングスクール 愛知県 重油 17.0%
スイミングスクール 長野県 重油 11.3% ネポン
スイミングスクール 長野県 重油 11.0% ネポン
スポーツジム 石川県 灯油 12.0%
温泉プール 石川県 重油 7.9%
スイミングクラブ 静岡県 重油 4.0% タクマ
スイミングクラブ 静岡県 重油 4.0% タクマ
スポーツリゾート 石川県 重油 6.4%

＊ゴルフクラブ
ゴルフクラブ 群馬県 重油 9.0% 昭和ボイラー

＊クリーニング・リネン工場
クリーニング工場 兵庫県 灯油 15.0% 三浦蒸気ボイラー
リネン工場 佐賀県 重油 6.0% 三浦蒸気ボイラー

＊食品等一般工場



こうや豆腐工場 長野県 重油 8.0% 三浦蒸気ボイラー
布団製造 静岡県 重油 4.0% 三浦蒸気ボイラー
サンド(砂)工場　乾燥ﾎﾞｲﾗｰ 京都府 重油 7.0% BM－１５ 　　４台
自動車板金塗装乾燥ﾎﾞｲﾗｰ 長野県 灯油 12.0% BM－６
自動車板金塗装乾燥ﾎﾞｲﾗｰ 長野県 灯油 14.0% BM－６
自動車板金塗装乾燥ﾎﾞｲﾗｰ 北海道 灯油 12.0% BM－６

＊ハウス農家関係
アクアロマン(ハウス栽培) 長野県 重油 15.0% ネポン
キノコ栽培農家 長野県 灯油 15.0%
キノコ栽培農家 長野県 灯油 13.0% サムソン
キュウリ栽培ハウス農家 長野県 灯油 11.0% ネポン
花き栽培ハウス農家 長野県 灯油 11.0% ネポン
花き栽培ハウス農家 長野県 灯油 12.0% ネポン
花き栽培ハウス農家 長野県 灯油 12.5% ネポン
花き栽培ハウス農家 長野県 灯油 18.0% JA長野雑誌掲載
花き栽培ハウス農家 長野県 灯油 15.0% ネポン
花き栽培ハウス農家 長野県 灯油 14.5% ネポン
マンゴー栽培ハウス会社 熊本県 重油 14.0% ネポン
電照菊栽培ハウス農家 大分県 重油 11.0% ネポン
電照菊栽培ハウス農家 大分県 重油 24.0% 三州
トマト栽培ハウス農家 大分県 重油 14.0% ネポン
電照菊栽培ハウス農家 福岡県 重油 16.0% ネポン
トマト栽培ハウス農家 福岡県 重油 14.3% ネポン
お茶製造工場 大分県 重油 14.0% 川崎
お茶製造工場 大分県 重油 12.0% 川崎
お茶製造工場 静岡県 重油 11.0% 川崎
お茶製造工場 静岡県 重油 12.0% 川崎
ぶどう栽培ハウス農家 福岡県 重油 14.0% ネポン
トマト栽培ハウス農家 福岡県 重油 14.7% ネポン
アスパラガス栽培ハウス農家 北海道 重油 15.8% ネポン
アスパラガス栽培ハウス農家 北海道 重油 15.4% ネポン
電照菊　土中殺菌蒸気ﾎﾞｲﾗｰ 栃木県 重油 16.7%

＊漁業関係
コンブ乾燥 北海道 灯油 10.5%


