
 Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd. Report by Business Site
FY2021

所在地 中国 上海市 

 

敷地⾯積 130,000 m2 

設⽴ 1995年11⽉ 

従業員数 2,191⼈（2021年12⽉末時点） 

主要製品 VRV空調 

認証取得 ISO 9001 2000年12⽉ 

 ISO 14001 2001年10⽉ 

 ISO 50001 2018年12⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2014年11⽉ ランク︓ゴールド 

 スーパーグリーンハートファクトリー 2019年11⽉ ランク︓ゴールド 
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

 省エネルギーの取り組み 

① エアガン → 電動ガン 

ガスが電⼯具に改善効果︓ 

⼯具による板⾦締め付け（M4ネジ t 1.2 mm板⾦厚さ） 

効果︓▲97.6千KWH／年、▲95.9トン／年 

 

② 現場補償箱（配電集中管理盤） 

1） 補償要求︓⼒率が0.95に達する 

2） 補償効果︓≥0.95 

a. 毎年2回の定期メンテナンスを通じて、コンデンサが正常に動
作することを確保し、電⼒因数の数値を確保する。 

b. 設計時に計算により補償量を確保する。 

3） 補償対象︓⼀台或いは集中区域内の設備容量が30 KW
を超える 

 

 

【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

 社内、⽣物多様性保全に関する事例 

各部⾨へ緑化を配り、⼼掛けて栽培してもらう。 
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【環境】 環境コミュニケーション事例 

 「幼稚園に⼊る」エコキャンペーン 

2021.5.26、環境部⾨は「幼稚園に⼊る」環境保護宣伝活動を組
織し、環境保護知識講座とインタラクティブゲームを通じて、環境保護
理念を宣伝し、幼稚園の教師と学⽣の良い評価を受けた。 

 

 ごみの分別啓発 

「⼿を携えて美しい家を創造する」と、新村第⼆住⺠委員会とゴミ分
類の宣伝についてペアを結び、ゴミ分類が団地に⼊る活動を展開し
た。 

2021.9.29、環境部⾨は「⼿を携えて美しい家を創造する」という環
境保護宣伝活動を組織し、新村第⼆住⺠委員会とゴミ分類の宣伝
についてペアを結び、ゴミ分類が団地に⼊る活動を展開した。団地の
住⺠は“ごみの分類”の⼩さいゲームを通じて、娯楽の中で環境保護
の知識を学びます。 
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【顧客満⾜】 品質向上への取り組み 

 「エアコンまつり」の開催 

「ダイキン製品の利点」「ダイキンの品質に対する追求」「ダイキン製品と
他社製品との違い」などを参加者にアピールし、ダイキンについての認
識向上を図りました。営業部⾨と共同で、「エアコンまつり」を定期的に
実施しました。 

イベントでは、販売代理店、ユーザーが年間で約1200万元、2540
⼈当社を訪れました。 

 

 

【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

 お客さまアンケートの実施 

前述の「エアコンまつり」に訪れたお客さまに対して、アンケートを実施し
ました。集まった貴重な意⾒は、今後の新商品に⽣かしていきます。
⾒学者は2,425⼈に達しました。 
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【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

 第25回上海ダイキン技能オリンピックを主催  

1997年に会社が第1回上海⼤⾦技能⽐武を開催して以来、私たち
は24年連続で開催しました。2021年12⽉、25回の技能⽐武⼤会
が予定通り開催された。 

技能⼤会の⽬的は、まずすべての⼈に⾃分に挑戦し、⾃分を⾒せる
機会を公平に与えることだ。⼤会の舞台では、それぞれの選⼿が主役
で、みんなが潜在能⼒を引き出し、⾃分の最⾼レベルを発揮してほし
い。 

次に、試合を通じてみんなに努⼒して訓練するように促して、訓練を
通じて⾃分の技能を⾼めて、それによって会社全体の技能のレベルを
⾼めて、同時に中国区甚だしきに⾄っては全世界の技能の⽐武の中
で上海の⼤⾦の技能のレベルを展⽰するために基礎を築きます。 

今回の⼤会のテーマ:⼤展芸は夢を追い、精彫は品質を⾼める。 

⼤会には7⼤類26競技が設置され、1990⼈の従業員が参加した。
2つの予選の激しい試合を通じて、335⼈の選⼿が決勝戦に進出し、
活動中の疫病予防とコントロールを⾏うために、事務局は多くの対応
措置を取った:第⼀に、⼤会全体の周期を短縮し、予選と決勝戦の
時間を繰り上げ、各競技グループも試合の時間をコントロールし、集
積時間を減らした。第⼆に、会場、競技場に対して⽴ち位置の定点
を⾏い、⼈員の間隔を確保し、各プロジェクトは専⾨的にVIP観覧通
路を設置し、会社の指導者の⾒学時に歩くことができる。第三に、不
要な接触を減らすために、今回の試合の理論試験はすべて携帯電話
のアンケートに変更された。選⼿、事務局スタッフの皆様のご協⼒のも
と、本⼤会は円満に閉幕しました。 
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【⼈材】 ダイバーシティの推進 

■ 第12回「春の挨拶」会社リーダーと障害者社員全員の⼤規模
な交流活動 

2021年4⽉23⽇夜、第12回「春の挨拶」会社のリーダーと障害者
社員全員の⼤規模な交流活動が会社の⾷堂で盛⼤に⾏われた。閔
⾏区残連の指導者、⼤⾦中国の指導者と会社の指導者が招待され
て今回の活動に出席した。 

 

■ 2021年障害者基地体験イベント 

障害者従業員の仕事の情熱をよりよく奮い⽴たせるために、障害者
従業員が⾃強し、勇敢に戦う精神を育成する。障害者従業員が挑
戦し、相互信頼し、団結し、勇敢に前進する障害者チームを作り、
2021年11⽉27⽇に障害者基地の障害者従業員32⼈が「チーム
の凝集⼒を増やし、役割がもたらす⾏為の変化を感じる」ことをテーマ
とした体験活動に参加した。 

 

 障害者職業⾒習い基地の設⽴15周年、第6回障害者従業員
家族が⼤⾦活動を⾒る 

2021年6⽉7⽇午前、⼤⾦エアコン(上海)有限会社で「⼤⾦エアコ
ン上海市障害者職業⾒習い基地設⽴15周年、および⼤⾦新「視」
界---第6回障害者従業員家族が⼤⾦を⾒る」活動を開催した。閔
⾏区障害者連合袁家勤理事⻑などの指導者、⼤⾦中国の指導者
と会社の指導者、28⼈の障害者従業員の家族が招待されて今回の
活動に出席し、障害者従業員が共同で司会した。 
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 新編『⼤⾦⼿話』第2巻 

障害者基地の「新10年」発展計画における第2段階(2021年から
2023年)の⽬標を貫徹・実⾏するため、会社の指導のもと、「⼤⾦⼿
話」の第2冊が今年発売され、8年ぶりの⼿話新書となった。この本の
作成チームは、会社の障害者従業員の中堅で、「資料の収集、⽂字
の内容の作成、⼀致する⼿話の図解の検索、⼿描きの⼤⾦の⼿話
の図解、コンピュータの編集とレイアウトなど」の過程を経験した。「⼤⾦
⼿話」の2冊⽬の作成に成功した。障害のある従業員は共同で⼤⾦
の⼿話を学び、運⽤し、会社の障害のある従業員のために良好なバリ
アフリー就業環境を創造する。 

 

 

 担当できる優秀な障害者中堅と専⾨的な障害者技能型⼈材
の育成 

「残健共融」は障害者従業員を健全な従業員と同じように「同成⻑」
させることが指導者の思考の重点である。多層、多種類のトレーニング
学習を通じて、障害者従業員の知識⾯を拡⼤し、認知能⼒を⾼め
た。障害者従業員は絶えず努⼒し、急速に成⻑し、優秀な障害者の
中堅と専⾨的な障害者技能型⼈材が現れた。彼らの事績は権威あ
るメディアの注⽬を集め、労働新聞、解放⽇報はそれぞれ会社に取
材と報道を⾏ったことがある。彼らは劉蔭(事務室の⽂員、聴覚障害
者)、沈駿(ろう付け職場、知的障害者従業員)、唐愛軍(⾷堂職
場、聴覚障害者従業員)だ。⼤⾦障害者の従業員は⼤胆に⾃分に
挑戦し、⾃分を超えた精神はすでに上海市の障害者の模範となって
いるが、⼤⾦の社会責任感に満ちた良好な企業イメージはすでにベン
チマークとして全国に放射されている。 
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【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 緊急時における対応を訓練 

2021年7⽉9⽇春康路倉庫、2021年10⽉31⽇夜勤と11⽉4⽇
⽇勤⼯場全区域で消防演習を⾏う。2021年11⽉18⽇に政企連
合応急訓練を⾏う。 

 

 

【地域社会】 教育活動への⽀援 

 連携関係の締結 

2021年、疫病の影響を受けて、重慶⼯商学校と平和涼理⼯中等
専⾨学校を共同で募集し、ビデオ⾯接⽅法を通じて、⼤⾦クラスの新
⼊⽣160名を募集し、今後2年間、⼤⾦クラスの学⽣は厳格に従
い、上海⼤⾦が共同で学校側が設計した⼤⾦技能需要に合致する
課程体系を育成し、⼤⾦需要に合致する技能⼈材に成⻑する。 
2021年の期間中、奨学⾦、奨学⾦22万元余りを⽀給し、社会の
ために合格した技能⼈材を育成することは現地の貧困扶助活動と緊
密に結びつき、⼤⾦クラスの学⽣の技能レベルを⾼めると同時に、⼤
⾦のブランドイメージと社会影響⼒を絶えず向上させる。 
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【地域社会】 その他の地域貢献 

 公園でごみを拾う 

2021年10⽉20⽇、⼯業区組織の「結集創建⼒・播撒⽂化の⾹
り」⽂明⾵潮伝播活動に積極的に参加した。 

 

 共産党党員ボランティア活動を⾏い 

2021年10⽉13⽇申莘三村⾼齢者活動センターを掃除した。 

 

 交通ボランティアの活動 

上海市閔⾏区莘庄⼯業区で、毎年10⽉のラッシュアワー時に交通ボ
ランティア活動として、交差点での⾃転⾞・歩⾏者の交通整理を⾏っ
ています。2021年は社員60名が参加し、ボランティア時間の合計は
80時間でした。 

 

 献⾎の実施 

2021年1⽉に150名の従業員が献⾎を⾏いました。  
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 世界家庭⽇活動 

2021年6⽉7⽇、莘庄⼯業区⽂明事務室が開催した「ほほ笑みは
私の名刺、サービスは私の願い」をテーマとして公益活動において、⼤
⾦空調のボランティア隊は「ダイキンエアコン無料清掃サービス」ブースを
設置したところ、多くのダイキンエアコンユーザーが相談に訪れ、登録し
ました。 

 

 

【外部評価】 表彰 
External Recognition: Awards 

 上海市契約守り信⽤を重視する企業 

2021年6⽉に「上海市契約信⽤等級AAA級」（トップ級）を獲
得、「上海市契約守り信⽤を重視する企業」を獲得した。 

 

 上海市閔⾏区智能⼯場を獲得 

2021年11⽉に経済委員会の評価により「閔⾏区智能⼯場（エアコ
ンマルチ智能⼯場）」（上海市のエアコン⼯場初めて）を獲得 

 

 


