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＜ 主要関連企業 ＞ ■＝連結子会社 ◆＝関連会社

■（株）九九プラス ■（株）ローソンＨＭＶエンタテイメント ■（株）ローソン・エイティエム・ネットワークス

■（株）スマートキッチン ■上海華聯羅森有限公司 ■重慶羅森便利店有限公司

■大連羅森便利店有限公司 ◆（株）ローソン沖縄
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1．会社概要

社 名 株式会社ローソン

所在地 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー

代表者 代表取締役社長ＣＥＯ 新浪 剛史

設 立 1975年 4月15日

資本金 585億664万4千円

社員数 6,475人（連結）

事業内容
コンビニエンスストア「ローソン」および「ナチュラルローソン」などのフラン
チャイズチェーン展開

全店舗売上高 1兆8,258億円（連結）

総店舗数 10,457店（国内のみ） ※

出店エリア 国内47都道府県 中国（上海市・重慶市・大連市） インドネシア

【2012年2月末現在】

※総店舗数は、当社連結グループの運営するコンビニエンスストアの店舗数であり、（株）九九プラス、（株）ローソン沖縄、
（株）ローソン富山の運営する店舗数を含めております。

ＰＰＰＰ００００２２２２ＰＰＰＰ００００２２２２



２．自然冷媒のメリット
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60,563消費電力量（kWh）

0.0016冷媒使用時漏洩に起因するCO2（ton）
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ﾉﾝﾌﾛﾝ冷凍機

（CO2：R744）
ＣＯ２削減効果

■地球温暖化対策 ※自然冷媒：ＨＦＣ対比

ＨＦＣ冷凍機
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※年間冷媒漏洩率16％：産業構造審議会化学・ﾊﾞｲｵ部会地球温暖化防止対策小委員会（第21回）
配付資料より 、ＣＯ２原単位：0.463ｋｇ／ｋＷｈ・CO2

CO2冷媒機器にすることにより年間ＣＯ２排出量 ５１％ （約３０ton） 削減！！

■ＨＦＣ規制への対応
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・ＨＣＦＣ ⇒モントリオール議定書：2020年全廃（先進国）
・ＨＦＣ ⇒地球温暖化への影響大：今後規制対象として対策必要

【欧州F-Gas規則：HFC削減スケジュール案】 ＰＰＰＰ００００３３３３ＰＰＰＰ００００３３３３

【2018年】
63％削減予定



■これまでのフロン対策の経緯■これまでのフロン対策の経緯

１１１１ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐでででで１１１１ＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐＳｔｅｐでででで

※出典：平成２２年４月２７日経済産業省資料 代替フロン等３ガスの排出抑制に係る現状と今後の見通し

■長期的なコストダウン向けた取組み

大幅な設備投資軽減

≪二重投資≫

ＰＰＰＰ００００４４４４ＰＰＰＰ００００４４４４

２．自然冷媒のメリット

【現状のフロン対策】
ＨＣＦＣ ⇒ ＨＦＣ

※モントリオール議定書による
2020年ＨＣＦＣ全廃に向けた取組み

↓
※温暖化係数が高いＨＦＣを規制する動き

（ＨＦＣフェーズダウン）

【今後の取組み】
ノンフロン化へ向けた取組み必要

ＨＣＦＣ ⇒ ＨＦＣ ⇒ ノンフロン化（ＣＯ２冷媒）

設備投資 設備投資

設備投資



■ＨＦＣフェーズダウンへの動き活発化
【リオ＋２０】 国連持続可能な開発会議
２００９年から、モントリオール議定書の枠組みでの
ＨＦＣ消費量の段階的削減が北米３カ国及び
島嶼国から提案され、検討が継続中。
２０１２年６月に開催された「リオ＋２０」サミットに
おいては、ＨＦＣの消費量及び生産量の段階的
削減を支持することが合意文書に盛り込まれた。

【ＣＣＡＣ】 Climate and Clean Air Coalition
（気候変動と大気汚染対策推進に関する同盟）

北米３ヶ国により立ち上げ短期寿命気候汚染物質
（Short-Lived Climate Pollutants: SLCPs）の排出
削減に向けた国際的イニシアティブとして、２０１２年
２月、クリントン米国務長官が立ち上げを発表。
本イニシアティブに法的拘束力はなく、官民の自主的な取組を促進するもので、
SLCPsとは、メタン、ブラックカーボン、対流圏オゾン、ＨＦＣの４物質。

【欧州Ｆ-Ｇａｓ規制】
規制対象はHFC・PFC・SF6。２００６年７月施行。京都議定書の対象である
フッ素化温室効果ガスの放出防止により温室効果低減を目的とした規制の為
冷媒漏れの防止に主眼を置く。冷媒使用機器に対して定期的な漏れ検査実施
や冷媒の市場での流れの追跡調査の実施を要求。冷媒の回収についても義務
化。更に，据付業者や漏れ検査作業員の技能訓練，資格認定なども要求。

３．ＨＦＣフェーズダウンについて

ＰＰＰＰ００００５５５５ＰＰＰＰ００００５５５５



・HFCの使用禁止

①家庭用冷凍冷蔵庫 ②商業用密閉型冷凍冷蔵装置（食品用）

③移動型ルームエアコン

第9条

上市制限

・CO2換算5トン以上の冷媒充填量の機器（R404Aで1.27kgに相当）のサービス
用冷媒としてGWP2500以上の冷媒の使用を2020年1月1日より禁止

・対象：R404A（GWP=3922）を使用する冷凍冷蔵機器

第11条

使用制限

・EU 運営条約 192 条（旧175条 環境調和を目的）

・課題：現在のFGas規則は欧州共同体条約95条（域内市場調和を目的）と175
条（環境調和を目的）の二つを法的根拠としており、EU各国は追加の規制を作る
場合、サービス関係に限定されている。

第192条ベースとなると、EU各国でいろいろな追加の規制を作れることになり
、国毎に異なるHFC規制ができと、国毎に対応することが必要となる。

法的根拠

・目的：冷媒削減管理が容易

・課題：現場で冷媒充填するため、

①冷媒漏洩量増加 ②冷媒過不足による効率低下、信頼性低下

③冷媒供給と需要のバランスが崩れ冷媒価格の高騰を招く

④製造時の動作チェック後冷媒回収必要でその冷媒が無駄になる

第12条

充填済機器の禁止

（Pre-Charge）

内容・課題項目・条項

・HFC削減スケジュールが2015年から開始し、2021年から45%

・EPEE予想より厳しくなっている

第13条

HFCの上市削減

■欧州 Ｆ-Ｇａｓ規則改定案

ＰＰＰＰ００００６６６６ＰＰＰＰ００００６６６６

３．ＨＦＣフェーズダウンについて



※NEDO補助事業対象店舗
京田辺山手西店
（2010年12月オープン）

４．ＣＯ２冷媒機器導入実績

【ローソン】
■ＣＯ２冷媒機器７５店舗へ導入済
2010年度 ＝ 1店舗
2011年度 ＝ 50店舗
2012年度 ＝ 24店舗

※JICOP補助事業対象店舗
南三陸入谷店
（2011年12月オープン）

※省ｴﾈﾊﾟｯｹｰｼﾞﾓﾃﾞﾙ実験店舗
海老名上今泉二丁目店
（2012年12月オープン）

※省ｴﾈﾊﾟｯｹｰｼﾞﾓﾃﾞﾙ実験店舗
海老名上今泉二丁目店
（2012年12月オープン）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●●●

●

●

●

●●
●●

●

●●

●

●●

●●●

●

●

●
●●

●

●
●●

●
●

●●

●

●
●●

●●
●

●
●●

●

※JICOP補助事業対象店舗
沖縄上地店
（2012年12月オープン）

ＰＰＰＰ００００７７７７ＰＰＰＰ００００７７７７



■ＥＵ域内のCO2冷凍機導入店舗数

※Shecco ATOMOsphire2012発表資料
１４９スイス４

１６６ドイツ３

店舗数国名順位

１３４ノルウェー５

２６７イギリス２

４２４デンマーク１

第１位
第２位

第３位

第４位

第５位

４．ＣＯ２冷媒機器導入実績

2010年度 ＝ 1店舗
2011年度 ＝ 50店舗
2012年度 ＝ 24店舗

⇒累計75店舗に導入済

■弊社のCO2冷媒機器導入店舗数

2013年度 100店規模で導入を計画

2014年度以降、標準仕様として全店
導入に向けて取組みを推進

合計
１，３３１店

ＰＰＰＰ００００８８８８ＰＰＰＰ００００８８８８



■技術的な課題
普及拡大に向けた解決すべき阻害要因
①技術者育成等を含めた施工体制不足（保守メンテ含む）

⇒７５店舗の遠隔監視・データ計測による情報収集・データ分析
②機器コスト（標準仕様：フロン機×１．５倍）

⇒量産化によるコストダウン：標準化による大規模導入、メーカーとの協業
③施工コスト（肉厚材による施工性低下、部材流通量少ない）

⇒技術実証事業による新規部材の効果検証実施：施工性向上・部材単価減

■制度的な課題
ＣＯ２冷媒を進めるための要望(産構審等で弊社より申し入れている内容)

１．フロン使用時漏洩問題の再認識が必要。
２．フロン使用時漏洩対策に対しての補助、支援が必要。
３．自然冷媒へ一気に加速するための補助、支援が必要。
４．フロン使用時漏洩削減に対するクレジットの制度化

現在、Ｅ.Ｕ.が先進国といわれているが、日本では技術も確立されローソンで
今年度末で７５店舗、日本全体で１００店舗の見込み。
（デンマークが現在Ｎｏ.１で４２４店舗程度 ※ATOMOspere2012調べ）
一気に導入が加速すれば、世界一の自然冷媒先進国になることも可能。

⇒ ローソンはノンフロン化で世界Ｎｏ.１企業を目指します。

５．普及に向けた課題

ＰＰＰＰ００００９９９９ＰＰＰＰ００００９９９９



５．普及に向けた課題

ＰＰＰＰ１０１０１０１０ＰＰＰＰ１０１０１０１０

■冷媒分野のＣＯ２排出量

冷媒によるＣＯ２排出量は総排出量の『８％』と影響度が高い

にも関わらず一般的には認知されていない。⇒大きな問題

『日冷工の温暖化防止と

次世代冷媒への取り組み』

2011/2/23日冷工資料



■２０１２年度 ローソンの取組み内容

８月 ２０１２年度ＣＯ２冷媒研究会発足

９月 オゾン層保護・地球温暖化防止大賞 経済産業大臣賞受賞

１０月 欧州ベンチーマーキング調査実施
・チルベンタ２０１２（ドイツ）：冷熱関連展示会
・自然冷媒関連工場・店舗等の視察

１１月 環境と新冷媒 国際シンポジウム２０１２にて取組み発表
（神戸国際会議場、主催：日本冷凍空調工業会）

１２月 ＣＣＡＣ・業務用冷凍冷蔵技術フォーラムへユーザー代表として参加
（カナダ・モントリオール）

省エネパッケージモデル店舗オープン：海老名上今泉二丁目店

１月 ２０１２ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＣＥＳ（Consumer Electronics Show）にて
パナソニック・津賀社長により弊社取組み紹介（ラスベガス）

ＰＰＰＰ１１１１１１１１ＰＰＰＰ１１１１１１１１

６．普及拡大に向けた取組み



■オゾン層保護・地球温暖化防止大賞 経済産業大臣賞受賞 （主催：日刊工業新聞社）

受賞案件：『コンビニ向けノンフロン（ＣＯ2)冷凍機システムの大規模導入』
※贈賞式：2012年9月6日 於：東海大学校友会『富士の間』 （霞ヶ関ビル）

2012年9月6日

【日刊工業新聞掲載記事】

2012年9月7日【日刊工業新聞掲載記事】

【贈賞式】

ＰＰＰＰ１２１２１２１２ＰＰＰＰ１２１２１２１２

６．普及拡大に向けた取組み



■海老名上今泉二丁目店 環境配慮に関する取組み

２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日オープンオープンオープンオープン ＰＰＰＰ１３１３１３１３ＰＰＰＰ１３１３１３１３

６．普及拡大に向けた取組み



６．普及拡大に向けた取組み

■欧州ベンチマーキング調査

ＰＰＰＰ１４１４１４１４ＰＰＰＰ１４１４１４１４

【ＥＵ冷熱ビジネス視察団】 ※ 企画監修：(一社)日本冷凍空調設備工業連合会

現在ＥＵは地球環境への取組みでは世界をリードし、フロン等による地球温暖化への対策
として「Ｆガス規制」の実施や超低GWP冷媒・ノンフロン冷媒の実用化を打ち出し、積極的に
地球温暖化対策に取り組んでいる。展示会チルベンタや自然冷媒をテーマとした「ＣＯ２と
アンモニア冷媒」について、現地の工場や設備導入事例を視察した。
■各訪問先概要

【マエカワベルギー】
前川製作所：全世界にてナチュラルファイブ（HC・CO2・NH3・H2O・Airの５種類）と銘打って
自然冷媒用機器を積極的に製造販売しているメーカーの欧州拠点（ヒアリング・工場視察）

【チルベンタ２０１２】
隔年ドイツ・ニュルンベルクで開催される冷熱関係の世界でも最大級の展示会。海外を
含め９００社程の企業が出展。
◎目的・ＣＯ２冷媒コンプレッサーのラインナップを完成させたＧＥＡグループのＢｏｃｋ社

・ラックシステムとして提供するＦＩＳＨＥＲ社ブース
・前川製作所（前日訪問先）ブース
・Ｓｈｅｃｃｏ社ブース（訪問先紹介、日本市場調査打合せ）
・その他、日本メーカーの欧州での動向※ﾀﾞｲｷﾝ工業、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ、三菱電機、日立、東芝、富士通 etc

【カルフール Lyon店】
ショッピングセンター『Ｃｏｎｆｌｕｅｎｃｅ』内に出店：4,500㎡小型のパイロット店舗
・自然冷媒を採用した店舗（フランスで２店目） DirecteurのBruno Lavaure氏との面談
・店舗説明及び設備説明、インストーラー取引先による機器設計及び機械室説明、

ユーザー視点の意見ヒアリング
【アルディ SUD】

ドイツのディスカウントストア（食料品から家電等まで扱う：800㎡程度） 自然冷媒採用
を推進
・ユーザー視点の意見ヒアリング ※店内写真撮影許可得られず

【カルフール】

【アルディ ＳＵＤ】

【チルベンタ】
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日程

10月9日 ベルギー ① マエカワベルギー 機器ﾒｰｶｰ 各種自然冷媒を用いた技術に取組み、機器やシステムを提案

10月10日 ドイツ ② チルベンタ２０１２

10月11日 ドイツ ② 同上

10月12日 フランス ③ カルフール 大型ｽｰﾊﾟｰ 自然冷媒採用店舗（フランスで２店目）、店長・施工会社とヒアリング

10月13日 ドイツ ④ アルディ ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾝﾄｽﾄｱ 企業として自然冷媒導入推進を表明。店舗見学のみ。

展示会 冷却・空調換気・ヒートポンプを対象にした専門見本市（881社）

訪問国 概要訪問先名 業態

■調査日程・訪問先
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■結果概要
【カルフール】
・ＣＯ２冷媒等で１５％～２０％の省エネが実現されている。機械室も半分程度で収まる
・オープンショーケースはほとんど扉付き。ＥＵでは２０２０年以降扉装着の義務化実施予定？

【海外メーカーの動向】
・自然冷媒や低GWP冷媒への移行をビジネスチャンスと捕え、シェア獲得への熱気が伺える。
・製品ラインナップや対応冷媒の多様化に対し、積極的な投資を行い、機器開発を先行。

【日本メーカーの動向】
・ＥＵの動きを見定めてからの対応を検討か？フロン機種大手メーカーは動きは少ない。
・ＥＵではフロン規制しているＦ-ＧＡＳ規制法の改定が今年度見込まれており、様子見か？

■今後の課題
・省エネに対してヨーロッパの動きは熱気を感じるが、実体についてはまだ不明な点が多い。
・弊社の省エネ中期目標も１２年度完了のため、今後の中長期計画での省エネ目標設定必要。
・小型店用CO2冷媒冷凍システムについては、現状はメーカーが限定されるが、普及拡大に
向けてメーカーとユーザーが一体となって取組みを推進する必要がある。ハード的にはかなり
確立されてきており、今後は公的な指針が明確になれば一気に普及が進むと思われる。

・諸官庁に対しては、自然冷媒導入の先駆者・普及者として補助金等の支援を要請しながら、
省エネ・地球温暖化防止に向けてノンフロン化を推進すべく、条件整理を行っていきます。

■まとめ
今回の結果を踏まえ、弊社の省エネ中長期計画の提案や省エネパッケージの提案実施。
経産省との次年度活動内容や、メーカーとの連携等も含めて順次取組みを進める予定。



【シンポジウム内容】
日時：2012年11月8日（木）～9日（金）
場所：神戸国際会議場
主催：日本冷凍空調工業会
共催：米国冷凍空調暖房工業会（AHRI）、日本冷凍空調設備工業

連合会、オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP）他
【概要】
・低GWP新冷媒、特に微燃性冷媒の安全性等についての発表が多数
・空調用途の低GWP冷媒について関心が高かったが、冷凍用途では
アンモニア・CO2が認知されていた

・空調用途では微燃性冷媒（R32,HFO1234ｙｆとその他冷媒の混合
物）以外に選択肢が無く、使うための技術開発・安全性の確認を
行っている

■環境と新冷媒 国際シンポジウム2012について
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【概要】
・2011年度補助事業の「CO2冷媒研究会」 「50店舗CO2導入」について
・CO2冷媒研究会の欧州施工技術調査、配管信頼性評価の結果
・50店舗導入の概要と、確認した課題とその対応について

【ローソン発表内容】
『コンビニエンスストア向けCO2冷凍システムの開発とユーザー視点での評価』



ご清聴、有難うございました。

株式会社ローソン
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