節電対策
できていますか？

HIOKI のデマンド監視装置が

節電対策 をサポートします

「倉庫・運輸会社様」向けデマンド監視装置
電力使用量の計測をするとピーク電力の平準化方法が見えてきます
倉庫で使用する消費電力やピーク電力はどのくらいでしょう？

ポイント

その時間帯がわかれば、ピーク電力を抑えることができます。

・電動フォークリフトの一斉充電

また、契約電力の見直しをすることで電気料金の削減をすることができます。
一日の電力消費グラフ例

（kW）
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（まとめて一緒に充電しない）

・空調機・冷凍機の運転見直し
（温度設定の見直し）

・照明リニューアル前後の結果検証
（水銀灯からの置き換え）
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デマンド監視装置は 30 分ごとの使用電力量を予測し、設定した値
（管理デマンド値）を超過する前に警報を出力します。
警報はパソコンの画面および音源に
出力するほか、警告灯（オプション）、
E メールで通知することができます。
警告灯（オプション）

デマンドの最大値が 1 年間の契約電力を決定します

電気料金の仕組み

現在契約している電力より大きなデマンド値が発生した場合、その月から
12 カ月はそのデマンド値が契約電力になってしまいます。

電気料金 ＝ 基本料金 + 電力量料金

月ごとのデマンド値

電気料金は「基本料金」と実際の使用量に応じた「電力量料金」から
成り立っています。

基本料金 ＝ 基本料金単価 × 契約電力 × 力率修正率
契約電力を抑えるとコストダウンが図れます

電力量料金 ＝ 電力料金単価 × 使用電力量 ± 調節額
使用電力量を抑えるとコストダウンが図れます

装置イメージ

（KW）

使い方の
見える化

取引用メータ

警報

※対象メータ：6.6kV, 50,000 パルス /kWh

ブザー音で
警告

パソコン
高機能版ソフト
基本版ソフト

測定器

オプション品

ブザー内蔵警告灯
USB

光と音で
警告

監視用 PC

LAN

LAN
メール
通報

最大デマンド発生を防ぐには
最大デマンド発生をデマンド監視装置が予知し、発生
前にアラーム通知します。この警報により空調の温度
設定、不要な電源を切り、契約電力の更新を防ぎます。
E メール
で通知
ブザー・ランプ
で通知

高機能版ソフト

携帯電話
高機能版ソフト
基本版ソフト

不要な電気
OFF

PC 画面・音源
で通知
監視用パソコンの動作環境
CPU：動作クロック 1GHz 以上 , OS：Windows 7・Vista（32bit 版のみ）/ XP/ 2000, メモリ：
512MB 以上 , ハードディスク：空き容量 500MB 以上（1GB 以上を推奨）, 画面表示：解像
度 1024×768 ドット , 65535 色以上 , インタフェース：USB1.1 以上 / LAN, スピーカー

価格

＊詳しいシステム・機器については最寄りの営業所にお問い合わせ願います。

高機能版・分析機能付きデマンド監視装置
基本版・デマンド監視装置

¥358,000（税抜き）
¥231,000（税抜き）

＊上記全ての製品には取付け工事・立ち上げ費用の価格は含まれておりません。弊社で取付け工事が必要な場合は、ご相談下さい。
＊上記全ての製品は、デマンド値の超過抑制を保証するものではありません。
＊設置工事および機器（警告灯 LAN タイプを含む）の設定資料はホームページ上にあります。事前に「設置参考資料」と「設定マニュアル」をご確認ください。
資料はこちら HIOKI デマンド監視装置
検索
■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。

北関東
（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは…

横 浜
（ 営 ）TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6

本

社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559 名古屋
（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083

〒386-1192 長野県上田市小泉 81

〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 大 阪
（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

東 京（ 営 ）TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852 福 岡
（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3

〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

※このカタログの記載内容は 2014 年 1 月 27 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業課（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。
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