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所在地 中国 武漢市 

 

敷地⾯積 80,596 m2 

設⽴ 2003年1⽉ 

従業員数 770⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 ターボ冷⽔機器、スクリュー冷⽔機器、⼯業冷凍機器 

認証取得 ISO 9001 2003年5⽉ 

 ISO 14001 2004年5⽉ 

 ISO 45001 2019年4⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2019年11⽉ ランク︓シルバー 
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

 現 場 屋 上 の 透 明 ⽡ 改 造 - 東 区 の 現 場 改 造 済 （ ⾯ 積
=21,168m2），⻄区の現場は2022年4⽉改造完了予定
（⾯積=7,560ｍ2） 

改善前︓現場の昼間の照明は電灯照明を使う（LED電灯） 

改善後︓屋上の⽡は透明⽡に取り換え、昼間の⾃然光で照明し、
照明度センサーをつけ、LED電灯も照明度の変化により、点滅する。 

年間電気節約︓87,340kWh，約75t-CO2 

 

 冷媒充填改善 

改善前︓R507A、R410A、R404A冷媒は全部タンクで直接機器
に充填し、タンクの重量により充填量を計算する。冷媒充填後、接続
管の中の冷媒は直接排出し、冷媒の浪費及びCO2の排出が増え
た。 

改善後︓⾃作の冷媒充填治具、充填配管に電磁弁をつけ、⼈⼿で
バルブを閉める必要はなくなり、事前に充填量を設置し、⾃動閉鎖す
る。配管の両⽅側にボール弁をつけ、冷媒の浪費も削減した。 

年間冷媒漏れ量のCO2排出量の削減量約527t-CO2 
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【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

 ⽣物多様性 

⼯場では専⾨業者を指定して、⼯場緑地を⼯夫する。病害した
植物の交換、補充など、レンタル返した⼯場の周りの緑地⾯積も
追 加した 。現 在の⼯場緑 地⾯積 は従 来の8,873m2 か ら
11,071m2まで増えた。と共に⽣物多様性環境を改善し、会社
には今キジバト.ジュズカケバト、スズメ、カササギ等の動物がい
る。 

 

   

 

【環境】 環境コミュニケーション事例 

 安全⽣標準化訓練 

2022年1⽉、第三者の安全教育機構で弊社の管理
者に対して安全標準化教育を⾏った。 

 

 安全環境道場訓練 

2021年、新⼊社員に対して安全、環境道場の教育
を⾏った。社員の安全環境意識を向上した。 

 

 EHS知識コンテスト活動 

2021年7⽉-8⽉にEHSのコンテスト活動を展開した。
活動により全社員にEHSの知識を普及し、社員の環
境、安全意識を向上する。 
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【顧客満⾜】 品質向上への取り組み 

 ⼯業冷凍溶接品質改善 

冷凍物件受注が益々増え、冷媒はプロパン、プロピレン.アクリル、アモニア等の
可燃性冷媒が多く、これらの機種に対して、密封、溶接品質の要求も厳し
い、溶接品質”ゼロ漏れ“を実現するため、改善を⾏った。 

1. 溶接の品質を確保 

① 品質検査員が探傷の流れを改めて⾒通し、配管に対して100％の探傷試
験を⾏う。すべての溶接合格率は100％に達成。 

② 溶接トレーラーは溶接者に対して訓練を⾏い、溶接レベルを向上する。 

2. エルボの溶接量を減少する。 

⽣産技術者が国際基準に基づき、配管曲げた後の⾁厚、熱処理要求を
確認し、繰り返し試験して配管曲げ技術を確定した。Φ42以下の鋼管は
配管曲げて、エルボの組⽴と溶接を減ることによって、漏れを防⽌する。  

 

【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

 PFSV-F6/F3B全シリーズ/WPS190-460機器油配管設計改善̶̶
油フィルターに⽌め弁を追加 

改善前︓《据付マニュアル》の要求に基づき、顧客は定期的に油フィルターを交
換する必要がある。油配管には⽌め弁はない為、必ず冷媒を回収した後、フィル
ムを交換するしかできない。⼈件費⾼く、時間掛かり、ユーザーメンテ不便です。 

改善後︓顧客のニーズを把握し、設計者は油配管に設計改善をした。油フィル
ターの後に⽌め弁を追加し、メンテ時油フィルター前後の⽌め弁を閉めて、油フィ
ルターの蓋にあるピン⽌め弁で圧⼒をブローダウンした後、直接油フィルターのフィ
ルムを交換して、顧客のメンテ時間を短縮し、費⽤も節約でき、顧客の満⾜度を
アップした。 
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【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

 引率計画訓練 

2021年に引率計画訓練をスタートした。23回の訓練を
⾏った。総経理と部⾨経理は講師になり、授業の内容は
専⾨知識、管理通⽤知識、EHS、財務情報及び品質改
善向上等の内容で、教育された対象社員は500⼈。“引
率計画”は幹部としての姿勢を構え、社員に積極性と主導
性を率いた、授業勉強の形で、幹部⾃分⾃⾝の理論知
識、授業内容の準備能⼒、講演能⼒も向上した。 

  

  

 FMEA分析訓練 

FMEAと製品開発、製造過程の連結して、品質問題を早めに発⾒し解決、安定な
設計を確保する為、マッケイ武漢⼯場は2021年6⽉20⽇〜9⽉25⽇まで、3期の
“新版FEMA⾼級応⽤”教育を⾏った。合計で200名の社員参加した。 

 

 TPM訓練 

“ゼロ傷害、ゼロ⽋陥、ゼロ停⽌”の設備管理理念を遂⾏するため、設備の安定性と
⽣産効率を向上するため、TPM全員設備保全導⼊と向上訓練を⾏った。訓練後、
設備の予備保全と⾃主保全の意識を向上した。設備点検、5S、台帳管理と設備
総合効率OEEの知識と⼿際、関連⽅法と治具の使え⽅等の知識も⾝につけた。  
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【⼈材】 ダイバーシティの推進 

 2021年12⽉31⽇まで、マッケイ武漢⼯場の平均社員⼈数は約753⼈︓ 

⼥⼦社員数  113⼈， ⽐率 15.00% 

外国⼈社員数  001⼈， ⽐率 00.13% 

少数⺠族社員数  011⼈， ⽐率 01.46% 

⾝体障碍者社員数 002⼈， ⽐率 00.26% 

 ⼥性社員および未成年の労働保護管理制度 

会社は、法律を厳格に順守し、未成年労働者を雇⽤しない、⼥性労働者
の労働権と利益を保護し、社内管理書類に明確に規定しています。 

例えば︓ 

結婚、妊娠、出産、授乳を理由にして⼥性従業員を使⽤しない或は解
雇したり、給与を下げたりしない、男⼥の平等を主張する。 

妊娠中の⼥性従業員をⅢ級の体⼒労働強度の労働と妊婦のタブー労働
を従事させない、夜勤に従事させない。 

⼥性従業員は妊娠初期段階で3ヶ⽉または授乳中に⼀⽇1時間の休憩
と授乳を与え、規定により所定給料を⽀給する。 

⽇々の管理に、会社は性別平等を推進し、現在会社管理層は多くの⼥
性経理と⼥性主管がいる。 

社内紀律管理書類に性別差別、セクハラに対して相関の苦情と処罰規
定を定めている。 
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 内部紀律管理書類 

従業員⼀⼈⼀⼈の⼈権を尊重し、国籍、⼈種、⺠族、宗教、肌の⾊、年
齢、性別、性的指向、障がいなどにより差別の⾏為がないことを⽰していま
す。 

 

 

【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 ショットブラスト室改善 

改善前︓⼩型の⾦属部品のショットブラスト作業は従業員はショットブラスト室に⼊って⼈⼯作業する必要があり、
安全のリスクが⾼い。 

改善後︓⾃動ショットブラスト室に変え、⾦属部品はショットブラスト室に置いて⾃動作業する。社員の傷害を防い
だ。 

 Before:  After:  

 ⾼所作業リフト改善 

改善前︓会社の冷凍製品について、⾼所作業が必要、従来の⾼所作業テーブルで作業する時、⼀⼈しか乗れ
ない。安全シートの掛ける場所も“⾼掛け、低作業”の要求に満⾜できない。 

改善後︓⾼所作業リフトに交換し、社員は⾼所リフトに作業する時安全シートをつけ、要求に満⾜でき、作業効
率をアップした。 

 Before:   After:  
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 建設物件安全と環境緒の“三同時”  

会社の新築、改装、拡張の物件に対して、第三者の機構により、安
全、環境の専⾨評価を⾏う、例え新冷媒のR1234ze（E）の使
⽤、容器塗装ルーム末端処理などの物件に対して専⾨評価を⾏っ
た。会社リスクを避けた。 

  

 

【地域社会】 環境保全活動 

 環境活動 

2021年4⽉、会社は社員を集め、武漢の古琴台公園でゴミ拾い活動を⾏った。 

  

 

【地域社会】 教育活動への⽀援 

 学校実習⽣ 

2021年11⽉から今まで、武漢交通職業学院5名実習⽣が会社で
実習している。武漢技師学院機電⼀体化専⾨の7名実習⽣が会社
で実習している。 
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【地域社会】 その他の地域貢献 

 無償献⾎ 

2021年5⽉、会社は社員を集め、無償献⾎を宣伝した。，地域の公衆事業に貢献した。 

  

 

【外部評価】 表彰 

 会社名誉 

2021年5⽉会社は中国製冷学会から“優秀会社会員”と評価され
た。 

 

 会社名誉 

2021年7⽉会社は中国製冷空調⼯業協会から“制冷空調業界か
ら両炭（カーボンニュートラルと炭素排出ピークアウト）のリーダチーム
会社”と推薦された。 

 

 会社名誉 

2021年11⽉、⾼効率データセンターの省エネシステムサプライヤー評
価活動の中で、“両炭スター”の称号とされた。 

 

 


