パナソニックアプライアンス

ク ラ ウ ド 検 針・集 中 監 視
２月初旬ウェブセミナー

最大の特徴。無線端末は
リース、設置工事、回線
費用、クラウドサービス
運用、保守・メンテのす

を分かりや ができる。業界では昨年

パナソニックアプライ せ③災害対策を考慮した べてを月定額で任すこと

―

ア ン ス 社（ 本 社・ 草 津 サービス
「あたため」
「 焼 き 魚 」 市、品田正弘社長）は２ すく紹介する。定員は各 ３月末までにＭｉｓｕｍ
ｉ（本社・鹿児島市、岡

同社は１９８３年から 恒憲社長）が直売４万５

のメニュー選択で自動プ 月２、３、４日、同社が 日３００人。

サービスの詳細は「パ

ス」をテーマにウェブセ スを国内外で広く供給す タートさせている。

・９％削減し、調 動検針・集中監視サービ ガスメーター用のデバイ 千件で本格的な運用をス

レート調理できる。油は 提供する「クラウド型自
ねを
㌢㍍幅 ミナーを開く。時間は各 るなど、ガス業界向け事

理後の手入れが簡単。
同社は同日、

トインガラストップこん ２５０㌘以上の鍋ならば 小なキッチンに対応しな 定額サービスの内容（事 ら運用・保守まで〝オー
供する。新生活様式の料 ②設置から保守（維持・ ストップサービスとして

ろ「ファミ」の手入れ性 安定して置けるので安心 がら使い勝手の良さを提 業者向け、需要家向け） ルパナソニック〟のワン
とデザイン性を向上させ して調理できる。
オートタイプの左右両 理機会の増加に伴う手入 メンテなど）丸ごとお任 定額費用で完結するのが

ゴトクとバーナーキャ バーナーはこんろ調理タ れ性向上ニーズの高まり

リニューアル発売する。

今冬の需要期はＬＰガス業界 給湯器は４度Ｃ以下を検出する め、浴槽の残り湯を循環金具の してしまった場合は①自然に融
給湯器本体は大丈夫でも水道 にタオルをかけ 度Ｃ程度のぬ
50

やすいセラミックコーテ ろん、付属のクックボッ ーナーだったが、右を小 般的に給湯器の接続管など屋外

えた形状で汚れを落とし 網での自動魚焼きはもち 大バーナー、右が標準バ 裂を引き起こす恐れがある。一

旺盛なバルク需要を受

火調理を可能にした。
万５千～

や、北向き・日陰、風当りが強

ことで、時間はかかるが
復旧できる。高断熱住宅などで
パイプスペースに管がある場合
は凍結しにくいが、古い戸建て
住宅や小規模集合住宅などは管
がむき出しのケースも多く、非
水道管の凍結・破裂防止策は 寒冷地であれば寒波で水道管凍

水道管の凍結防止へ周知を

やトイレの蛇口など外気温の影 出するまで動作する構造（給湯

税別価格はファミオー い場所の水栓、屋内でも洗面所

け安定供給に取り組むな トタイプが

屋外給湯器に厳寒対策

ングごとくと、凹凸を抑 のオート調理機能は焼き も採用した。従来は左が Ｃを下回ると凍結し、断水や破 センサー部の温度が８度Ｃを検 消費者に周知する必要がある。 る

―

能を一体化したラックリ る。無水両面焼きグリル ーレスバーナーキャップ ている。水道管はマイナス４度 だきポンプが自動的に動作し、 ないので、水道管の凍結対策を てカイロなどで凍結部分を暖め

る印象にした。カバー機 便 利 な 調 理 機 能 が 使 え ックリングごとくとカバ 寒冷地で水道管の凍結が頻発し かかわらず凍結防止のため追い 管が凍結してしまえば元も子も るま湯をかけて融かす③使い捨

板がすっきりと広く見え 機能を備え、左右同時に ップをラインアップ。ラ た。一方で、北海道や東北など ン運転スイッチのオン・オフに

回りの清掃性を高め、天 高温炒め機能、湯沸かし ホーローに加えガラスト にとって待望の寒さが戻ってき まで外気温が下がると、リモコ 上まで残しておく必要がある。 けるまで待つ②凍結している管

ップを刷新し、バーナー イマー、温度調節機能、 に応えた。天板は従来の

月２日までに
https://
www.cocripo.co.jp/webi
nar/detail/6ffd210aa494-4489-b344へ。
e5ff49ce7beb

分前から入室可。同社 ラウド型自動検針・集中 セミナーの申し込みは２
10

１日、普及価格帯のビル 低荷重センサーを搭載、 売する。賃貸住宅など狭 サービスの特徴である① 監視サービスは、導入か

市、腹巻知社長）は３月 採用した。全バーナーに トタイプ」も刷新して発

ノーリツ（本社・神戸 スバーナーキャップを初 の２口こんろ「コンパク 日午後１～２時で、開始 業のノウハウを持つ。ク ナソニック ガス検針」、

ノーリツ「ファミ」

バーナー周り す っ き り

リニューアルした「Ｆａｍｉ（ファ

45

ィングを施したカバーレ クスを使い「トースト」 バーナーに変更し、とろ でむき出しになっている水道管

バルク貯槽 ％値上げ

ミ）
」
。３月１日に発売する

99

社長）は４月１日納入分 理 費 が 増 大 し て い る ほ していることが要因。

ＬＰガス保安に貢献
２００５年４月のＬＰガス例示基
準改正に伴い漏洩判定の合格基準が
改められ、気密・漏洩の試験結果に
温度補正が必要となった。この改正

プは

万８千～

万５千～
日の

純一郎首相（右）と

賞表彰式で当時の小泉

「発明の日」知財功労

２００５年４月

用が増大している。

セーバープロを製造販売

万円。

りは凍結しやすい。寒冷地など っており、特に寒冷地仕様は凍 凍結防止ヒーターを付ける②メ

―

比較的近年に設置された風呂 き防止センサーの動作を防ぐた する

寒い日の入浴は格別だが、水

などが代表的だ。凍結 防止策を消費者に周知したい。

30

に大きな役割を果たし、保安の高度
するエイムテック（本社・

90

化と時間短縮による作業効率アップ
熊本市、有馬慎一郎社長）
年を迎えた。

残ガスを 分で回収する。
産業用エアリークテスター
は、漏れのない容器と被試

セーバープロは圧力変化 ート」の販売を開始。セー 票パッケージ「ＣｏｎＭａ 年点検）や分解清掃、部品 同社の温度補正技術が誤判

つながった」と振り返る。 測機器「セーバープロスマ でも注目度が高い。電子帳 制を構築し、製品点検（１ どの製造ラインで活躍し、

マート圧力計測アプリｉＰ 内の残留ガスを安全に短時 制と人材構築のため、安心
方法及び漏洩試験の方法」 同年に特許庁長官表彰を受 高精度の検査を実現する。 票をそのままタブレットで すべてのＯＳに対応した。 の残液を 分、約 ㌔㌘の 企業を目指す」考えだ。

使い慣れた手書きの紙帳 ｈｏｎｅ版」をリリース。 間で回収する。３００㌔㌘ ・安全で環境に貢献できる

・供 幅短縮で非常に便利になっ データ管理なども行え、温 ト化を後押しした。

年４月１日付で 必要になり、計測時間の大 コンへの転送による詳細な タの管理など業務のスマー え 今 月、「 セ ー バ ー プ ロ ス 時や附属品交換時に、貯槽 展と検査業務までの技術体

20

に貢献しているのが、保安業務のプ
が設立から
「卓越した漏洩計測技術で

メンテ体制盤石
新たな領域開拓

製品の優位性に加え、メ 験体の圧力差で漏れを検出
年にプリンター内蔵の 電子化できる「エイムテッ ンテナンス体制にも自信を する差圧センサーを搭載し
年 に は 次 世 代 計 セーバープロ関連商品の中 トな状態を保てるメンテ体 燃焼器の部品、各種容器な

て登場したセーバープロは フラム式自記圧力計が保安 った企業と認められ、バル ロングセラー「セーバープ ク電子帳票システム」は、 示 す 有 馬 社 長。「 常 に ベ ス た検査機器。自動車やガス

設立の経緯を「それまで

年に全国で められた。

日本ＬＰガス機器検査協会 業務用機器として正式に認 ク貯槽ガス回収の開発にも ロ Ⅱ 」、
の認定を受け

設立 年を機にさらなる

ｉ ― Ｒ ｅ ｐ ｏ ｒ ｔ ｅ 交換、再組み立て、校正作 定の解消に貢献している。
と勘に頼り、気温の影響を に温度補正を行い漏洩の有 ット（操作・表示部）と圧 ｒ」を採用、基幹システム 業、検査まで行うオーバー

会で教材として採用され一 の漏洩検査は担当者の経験 の計測だけでなく、自動的 バープロスマートはタブレ ｓ
躍、知名度を上げた。

受けるため夕方以降の検査 無を判定する。ＬＰガス例 力センサーモジュール（計 とセーバープロ保安点検調 ホール（４年点検）で購入 飛躍を図るエイムテック。
ができず効率が悪かった。 示基準で義務付けられた温 測部）に分離して操作性を 査システムが連携し現場で 後も長く安心して使い続け 有馬社長は「ＩＣＴを積極

セーバープロスマートは な領域にも挑戦する。バル られる企業として世界規模

高い技術と開発力で新た 発を続ける。企業から求め

この作業を自動化するのが 度補正は、夕方の気密・漏 高め、タブレットの業務用 入力したデータはすぐに基 てもらえる」と胸を張る。 的に導入し意欲的に製品開
「
リズムによる圧力試験装置 と 語 る 有 馬 社 長。

で基本特許（国内特許）を ＬＰガス例示基準改正が追 液晶画面でのナビシステム ラウドサーバーを併用し、 Ａｎｄｒｏｉｄ版、Ｗｉｎ ク貯槽残留ガス回収システ の事業展開を視野に入れ、

年 の 示の対処に力を発揮する。 化と業務効率化を実現。ク

年、温度補正のアルゴ 夢で一念発起し起業した」 洩試験や判断不明のＢＲ表 アプリは事業者の保安高度 幹システムに反映される。

基準改正で承認
シリーズを拡充

20

販売開始。高圧ガス保安協

13

ロ必携の電気式ダイヤフラム式自記
地域社会に貢献する」経営
理念の下、ベンチャー企業

「セ ー バ ー プ ロ」
として熊本で産声を上げた
のが 年１月 日。世界初 ｉＰｈｏｎｅ版も

次世代対応を加速

20年のあゆみ

13

％上げる。物流管 などの部品類が値上がり ず外部倉庫を活用し、費 イプブラックガラストッ るが、未対策のケースも多い。 結の心配がある冬期期間は空だ を出しておく③水抜き栓を活用 もらうためにも、水道管の凍結

13

18

取得。技術が高く評価され い風になった。温度補正が や業界初の機能であるパソ タブレットで取得したデー ｄｏｗｓ版、ｉＯＳ版に加 ムは 年検査・交換・撤去 研究開発製造業の一層の発
た結果、

ＬＰガス例示基準「

05

エイムテック20周年

11
05

03

給管又は配管等の気密試験 たと好評で販売が伸びた。 度変化の著しい時間帯でも

29

10

圧力計「セーバープロ」だ。

有馬慎一郎社長

ス・ＬＰガス用圧力計とし が改正され、電気式ダイヤ け高いレベルの技術力を持

40

20

の温度補正機能付き都市ガ

01

2001年１月 設立。くまもとテクノ産業財
団、電子応用機械技術研究所内に事務所
を置く
2002年５月 日本ＬＰガス機器検査協会の
認定を受け、
「セーバープロ」の名称で
全国販売開始。高圧ガス保安協会で教材
として採用
2003年10月 温度補正のアルゴリズムによ
る圧力試験装置として国内特許取得
2005年２月 セーバープロ商標登録
2005年７月 大容量タイプ試験装置開発で
新連携の認定
2005年８月 プリンター内蔵の「セーバー
プロⅡ」販売開始
2006年３月 東京支店開設。熊本県１千万
円のほか増資４千万円、資本金6100万円
となる
2007年５月 経済産業省からバルク貯槽ガ
ス回収システムの開発を6237万円で受託
2007年８月 現在地の熊本市東区戸島町に
本社事務所を移転
2008年５月 経産省からバルク貯槽ガス回
収システムの開発を7770万円で受託。東
京工業大学内に研究室開設
2008年７月 東京ガスに都市ガス用セーバ
ープロⅠ正式採用、全国販売開始
2010年８月 ＮＥＤＯ実用化補助金「バル
ク貯槽ＬＰガス回収・再生システムの開
発」２カ年・9345万円で採択▽ものづく
り補助金「ガス機器用温度補正機能つき
エアリークテスタの試作開発」3158万円
で採択
2011年２月 東京ガスに都市ガス用セーバ
ープロⅡ正式採用、全国販売開始
2011年11月 熊本県リーディング育成企業
に認定
2013年４月 タブレット使用の次世代計測
機器「セーバープロスマート」販売開始
2014年５月 バルク貯槽残留ガス回収シス
テム販売開始
2016年４月 ＬＰガス保安点検調査システ
ム販売開始、鹿児島県エルピーガス保安
情報センターに採用
2016年６月 ミツウロコにＬＰガス保安点
検調査システムとセーバープロスマート
採用▽東京ガスにセーバープロスマート
Ｗｉｎｄｏｗｓ版2600台採用▽桂精機製
作所にバルク貯槽作業支援システム採用
2016年９月 矢崎エナジーシステムにバル
ク貯槽作業支援システム採用
2018年12月 サイサンにＬＰガス保安点検
調査システムとセーバープロスマート採
用
2019年３月 東京ガスに電子帳票システム
３千ライセンスとセーバープロスマート
ｉＯＳ版３千台採用
05

10

（本社・東京、矢端和之 格を

エ ス ケ イ シ リ ン ダ ー からバルク貯槽の製品価 か、鋼材、プロテクター いる。自社内に置ききれ が 万円。コンパクトタ ューブなどの対策が取られてい リータイプの風呂給湯器は、凍 ールや布で保温する③少量の水 かなわない。安心して入浴して

く、在庫が大幅に増えて 万１千円、同２口タイプ の屋外蛇口は二重止水や保温チ 結の心配がない。ただし設置フ ーターボックス内を発泡スチロ 道管が凍結・破裂してはそれも

取りが遅れるケースが多 ドタイプが

か、製造後に客先の引き 万６千円、同スタンダー 響を受けやすい場所にある水周 器の場合は電気ヒーター）とな ①管に保温材や保温チューブ、 結は起こり得る。

17
15

10

物流管理・部材費上昇

エスケイ
シリンダー

15
13

ビルトインこんろ一新
セーバープロスマートのアプ
リにｉＰｈｏｎｅ版（左下）
が新登場。ｉＯＳ版、Ａｎｄ
ｒｏｉｄ版、Ｗｉｎｄｏｗｓ
版が出揃った

02

（第３種郵便物認可）

プ ロ パ ン・ブ タ ン ニ ュ ー ス
２０２１年（令和３年）１月２５日（月曜日）
（９）

