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所在地 中国 深セン市 

 

敷地⾯積 100,003.6 m2 

設⽴ 1992年8⽉ 

従業員数 1,565⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 

⾼効空冷スクリューチラー(ヒートポンプ／熱回収)、空冷スクリューチラー(ヒートポンプ
／熱回収)、モジュール式インバータ空冷ヒートポンプ機、モジュール式空冷チラー（ヒ
ートポンプ）、⼩型空冷冷⽔ヒートポンプ機、⽔冷スクロールチラー、⾼級浄化型/組
合式空気処理機（エアハン）、⼩型浄化⽤中央空調機、パケージ式空気処理
機、全熱回収新⾵機、ファンコイル、天埋め型セパレート空調機、カセット分体空調
機、ルーフトップ空調機、空冷式／ヒートポンプ式⾼静圧ダクト式ヒートポンプ、吊上
式／床置き型分体空調機、⽔冷パケージ、分体式ウォータソースヒートポンプ、モジ
ュール式⽔冷チラー、⼀体式ウォータソースヒートポンプ、モジュール式空気熱源温⽔
機、マルチユニット、冷凍機、磁気軸受けなど 

認証取得 ISO 9001 1996年2⽉ 

 ISO 14001 2004年3⽉ 

 ISO 45001 2021年3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 

 ⽣活廃⽔スタンド取り外し  

2021年弊社の⽣活汚⽔原⽔は市政府汚⽔管理標準に達成でき
た為、深セン市⽣態環境局⿓崗管理局に申し込んで許可をもらって
から10⽉に取り外した。年間節電は約13万kw.h、節電費⽤は約
10.6万元。 

效果︓ 年間節電量は約13万kwh︔ 
 年間⼆酸化炭素削減量は約123.36t  

 ⾷堂加熱設備省エネ改造  

マッケイ従業員⾷堂設備は電気ヒータ設備であり、年間消耗電⼒は
⼤きい（50万kWh／年）。⾷堂の設備特性により、深セン⼯場が
⽣産したヒートポンプ熱⽔回収機を使って⼀部の設備の熱⽔ニーズを
提供することで、電気ヒータで熱⽔を作るのを減らせる。熱⽔の⽤途お
よび⽔温ニーズを考えてヒートポンプ熱⽔機で熱⽔を提供する設備
は︓①、タンクケース（料理を出すラインの⾷材保温の設備、熱⽔要
求温度︓60℃）︔②、⾷器洗濯機（従業員⾷堂⾷器の洗浄お
よび消毒、熱⽔要求温度︓60℃）︔③、洗浄タンクおよび浸かりタ
ンク（準備室の厨房⽤具洗浄および従業員が使った⾷器浸かりに使
⽤、熱⽔要求温度︓43℃）。⾷堂設備の熱⽔要求を考えて⾼効
率熱⽔機器を使⽤（MHAS100+MDS100FR5，提供できる熱
⽔は80℃まである）。 

效果︓ 年間節電量6.6万kW.h︔ 
 年間⼆酸化炭素削減量は約62.6t 
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 発泡ライン積層機は加熱線をヒートポンプ空調加熱へ改善 

改善前︓2021年発泡ライン積層機の恒温加熱は4本9kw加熱線
で加熱、温度は（40〜45）±5度に制御し、温度が要求に達成で
きたら加熱線は加熱を停⽌、加熱線は⼀⽇の稼働時間は11h×
55%=6h、加熱線の年間消耗電⼒は36kw×6h×300⽇=6.48
万kwh︔ 

改善後︓4本の9kw加熱線を制熱消耗総合電⼒は13kwのINV
空冷ヒートポンプ機に変更（カタログ制熱量は41.0kw），年間電
⼒消耗量は︓13kw×6h×300⽇=2.34万kwh 

效果︓ 電⼒は⼀年4.14万kwhを節約︔ 
 年間⼆酸化炭素削減量は約39.3t 

 

 

【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

 植樹の⽇活動  

2021年3⽉、会社環境管理委員会は各部署の環境執⾏委員を組
織して⼯場⼀、⼆の間の草作り緑化活動を実施、裸だった泥範囲に
対して草を植えて緑化し、⾵による埃等を効果的防⽌。 

 

 ⼯場内スポンジ都市緑化向上  

2021年5⽉に⼯場南東部のフェンス側のスポンジ都市緑化を完成
し、統⼀に地⾯に気を植え、草を植えて緑化し、⽔⼟流出を防ぐとと
もに従業員休憩エリアを綺麗にした。 
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【環境】 環境コミュニケーション事例 

 カーボンピーク、カーボンニュートラル外部交流（科創局交流 

2021年12⽉4⽇に深セン市⿓崗区の科技創新局、⿓崗区技術転
移促進センター、⿓崗区科創継続発展可能研究院と科易網（深セ
ン）科技有限公司が共同開発したグリーン⽣活、AIで未来を作る̶
̶カーボンニュートラル科技創新プラットフォームキックオフ式は⿓崗区
城投商務中⼼で成功に⾏われた。弊社は低カーボン企業代表として
ダブルカーボン業界の専⾨家とともにカーボンニュートラル政策、カーボ
ンピーク技術応⽤、ゼロカーボン社区建設等の重要な話題について討
論し、“3060ダブルカーボン”⽬標達成に協⼒した。 

 

 環境⽉間活動  

2021年6⽉に会社の環境管理委員会は【省エネ消耗削減に全員
参加、低カーボン排出低減を全⾯に推進】をテーマとする環境⽉間活
動を組織して開催した。環境⽉間活動宣伝、環境知識クイズ、部会
専⾨活動（カーボン排出削減）、親⼦環境保全⼿作り試合、環境
応急予備案練習および教育等の活動を実施した。 
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【顧客満⾜】 品質向上への取り組み 

 現場品質活動――【ゼロ】⽋陥を挑戦  

2021年に⽣産⼀部、⼆部、三部は現場で計48項⽬の「ゼロ⽋陥を
挑戦」活動を開催し、25部の標準書類を作成し、⼀年間で返品⼯
数を約30720分節約できた。 

 

 製造品質活動――QCC改善  

2021年度に⽣産⼀部、⼆部、三部、品質保証部はQCC改善課
題発表を49件完成し、23本⽣産ラインを含まれている。標準か書類
を26部作成し、POKAYOKE等級は28項⽬を⾼め、⼯数ロスを約
183780分節約、廃棄およびコストダウンは約408,123元。 
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【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

 130kW全INV四管式空冷モジュール機  

病院⼿術室、記録資料室、実験室、プール、⾼級ホテル等の場所には同時
に冷房暖房のニーズがあり、従来の処理⽅法は冷房は冷房機を使い、暖房
はボイラーか電気ヒータを使うが、そうしたら冷熱源はそれぞれ能源を消耗し、
能源利⽤率が低く、システムが複雑であり、廃熱排出もたくさんある。 

能源利⽤率を⾼め、国家の“ダブルカーボン”⽬標を実施する為に、マッケイは
同時に冷房暖房できるINV四管式空冷モジュール機を開発した。INV四管
式空冷モジュール機は熱回収原理を使い、冷熱源⼀体化設計を採⽤し、
冷房（または暖房）の同時に凝縮熱（または冷量）を回収して、少量の
電気パワーを⼊⼒することで、冷熱量の転換を実現して⼤幅に能源総合利
⽤率を⾼める。 

新製品の特徴製品機能 

1. 独⾃平衡運転モード︓同時に冷⽔と熱⽔を同時に提供する機能。
冷熱が不平衡の時、補助熱交器で放熱平衡を実現、冷専⼜は暖
専機能を達成。 

2. 圧縮機とファンを全部INV化にすることで、⼤幅に部分負荷の総合効
率を⾼め、総合效率は8.0以上まである。 

3. 能量が知能的正確に出⼒可能︓冷房要求が暖房要求より⼤きい
時冷房要求は冷房要求に等しい。⼜は冷房要求は冷房要求に等
しい等違い状況で機器は全INVで制御し、要求に従って出⼒し、⽔
温で正確に制御し、顧客の温湿度制御精度要求によりよく満⾜。 

4. 広い運転範囲︓機器はINVEVIジェツトエンタルピー圧縮機、超低
温冷熱のシステム設計を使い、機器の最低運転環境は-30℃まで
有り、機器の運転範囲を厳寒地区まで拡張できる。 

 



McQuay China（Shenzhen）  Report by Business Site FY2021 

‐ 7 ‐ 

 

 中央除湿新ファンユニット  

⾼級住宅、別荘の所有者、⻑期の屋内活動を⾏う家族、乳幼児、⾼齢者
がいる家族に対して、適切な外気の温度と湿度、および清浄な空気の質に
対する要求が⾼い。 現在、従来の外気ユニットは、換気および浄化機能を
実現できるが、室内除湿、外気温度調整、極寒時の外気導⼊などの⽤途に
は対応できない。 

快適で健康的で⼀定の酸素に対するユーザーの新鮮な空気の需要に応え、
家庭⽤空調システムをサポートして包括的な室内空気環境ソリューションを
形成するために、マッケイは中央除湿新ファンユニットを開発して発売した。 ユ
ニットは外気を浄化・ろ過し、除湿や冷熱処理を経て室内に送り込むと同時
に、熱回収後、室内の汚れた空気を外に排出し、外気を確保する。適切な
温度と湿度で、家族の健康を守るために、アイテムが湿ったりカビが⽣えたりす
るのを防ぐために部屋に送られる。 

新製品の製品機能特徴 

1. 四季の快適湿度制御:INV圧縮機の管路システムを内蔵し、新⾵
／内循環の⼆重運⾏状態を採⽤し、温湿バランスの熱交換設計を
採⽤し、回収システムの余熱を利⽤して送⾵温度を⾼め、除湿は温
度を下げない。 

2. 通年の柔軟な温度調節:インテリジェントに冷⾵/温⾵機能を運⾏
し、⾵道内に⾼精度の温度センサと補助加熱装置を備え、屋外の
低温時に⾃動的に開き、-15°Cの極寒冬でも、室内の快適さを保
障し、清新な空気を楽しむことができる。 

3. ⾼効率浄化清潔清新︓医⽤レベルH12⾼効率フィルターを配置
し、透過性の強い吸⼊性ペレットを効果的に除去し、病菌エアロゾル
を遮断する。マイクロ静電浄化モジュール、PM 2を選択する.5回の浄
化効率≧95.2%で、スモッグ除去効果は著しい。 

4. インテリジェント制御リアルタイムモニタリング:⾼解像度カラーフルスクリ
ーンタッチコントローラ、リアルタイムモニタリング表⽰室内外空気品質、
温度／湿度／PM2.5CO2状態パラメータを含む。ワイヤレス接続携
帯アプリをサポートし、室内設備を迅速かつ遠隔監視する。 
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【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

 社員研修  

2021年に弊社の従業員の総合能⼒を⾼めるために、本年度に展開
する研修プロジェクトの中で以下の育成訓練を含む:MEプロジェクトの
育成訓練、報聯商の育成訓練、⽣産性管理の育成訓練、特殊な
作業&特殊な設備の証明の育成訓練、サービスの研修の育成訓
練、マクドナルドの育成訓練など。 

 

 技能教育  

2021年度⽣産⼀部はアーク溶接技能者1名とPDS改善者1名が
CT研修を完了し、指導者認定授与式を⾏った。 

 

 

【⼈材】 ダイバーシティの推進 

 改善指導 

DILから技術顧問を招き、改善指導を受けました。 

 
⽣産技術部顧問――⻄野 久則 
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【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 深セン⼤学華南病院「疾病予防・健康愛」公開授 

2021年3⽉19⽇に従業員の健康なライフスタイルと健康な防病知
識に対する認知度を⾼めるために、会社は深セン⼤学華南病院が主
宰した「疾病を予防し、健康を⼤切に」という公開授業を組織し、従
業員（約40⼈参加）は学習を通じてよく⾒られる疾病の発⽣、発
展の経緯を理解することができる。よく⾒られる(⾼⾎圧、⼼脳⾎管、
痛⾵、乳癌、⼦宮頸癌)などの男⼥性⾼発疾患の予防、健康に⽣
活し、楽しく仕事をする。 

 

 コロナ時期の春節に現地で過ごすのを勧め、従業員に暖かさを
与える活動。 

2022年の春節休暇期間中に労働組合が組織したテーマは「私はコ
ロナ対抗のために⼒を尽くし、⻁年を楽しく過ごす」活動は会社の従業
員と家族が共同で参加し、活動項⽬は従業員の家族が綱引きの試
合、会社の技能訓練道場⾒学（重点安全道場と環境道場）と⾷
堂のギョーザを包む活動があり、⼦供たちの安全意識と環境保護意
識を⾼めただけでなく、従業員の勤務時間以外の交流を深め、同時
にアマチュア活動を豊かにし、感情の育成を増進した。  
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【地域社会】 環境保全活動 

 ⿓岡環境保護協会環境保護徒歩交流活動に参加 

2021年11⽉20⽇に⿓岡区⽣態環境産業協会、⿓岡区徒歩運
動協会が共同で平湖⽣態園で「健康移動低炭素⽣活」のアウトドア
徒歩活動を開催し、住⺠がグリーン低炭素⽣活⽅式を実践し、緑⽔
⻘⼭を共に守ることを提唱した。弊社従業員代表者が今回の環境保
全徒歩活動に参加した。  

 平湖華南城⽣態園のゴミ拾い活動  

2021年3⽉27⽇、会社の環境管理委員会が各部⾨の環境執⾏
委員と家族を組織し、平湖華南城⽣態園でのゴミ拾い活動に共同で
参加した。同時に社会に向けて弊社の環境を愛する意識に対して正
⾯から宣伝した。  

 

 

【地域社会】 教育活動への⽀援 

 親⼦エコ⼿作り創意コンテスト   

2021年6⽉、環境管理委員会は「親⼦エコ⼿作り創意コンテスト」を
開催した。会社員と⼦供は⽇常⽣活の廃棄物を利⽤して、⼿作り製
品を作り、親と⼦供の感情を深めると同時に、⼦供の⼿作業能⼒と
環境保護意識を⾼め、次世代の環境保護意識と想像⼒を育成す
る。 
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【地域社会】 その他の地域貢献 

 世界カーフリーデー活動  

2021年9⽉22-24⽇、会社の環境管理委員会は「省エネ・炭素削
減・グリーン移動」というテーマの世界カーフリーデー活動を展開した。
公共交通、⾃転⾞、歩⾏などのグリーン交通を利⽤した移動を提唱
し、参加者は累計190⼈で、合計0.681トンのCO2排出を削減し
た。 

 

 

【外部評価】 表彰 

 広東省契約を守り信⽤を重んじる企業 

2021年6⽉に深センマッケイ空調有限公司は4年連続（2016年
〜2020年）で「広東省契約を守り信⽤を重んじる企業」と評価され
た。 

監督部⾨:深セン市市場監督管理局。 

 

 中国ヒートポンプ産業連盟常務理事単位 

2021年12⽉に深センマッケイ空調有限公司は中国省エネ協会ヒー
トポンプ専⾨委員会に中国ヒートポンプ産業連盟常務理事単位だと
評価された。 

発⾏単位:中国省エネ協会ヒートポンプ専⾨委員会。 

 



McQuay China（Shenzhen）  Report by Business Site FY2021 

‐ 12 ‐ 

 

 冷房エアコン業界の「ダブルカーボン」⼯作指導グループのメンバ
ー単位 

2021年7⽉に深センマッケイ空調有限公司は中国冷房エアコン⼯業
協会に冷房エアコン業界の「ダブルカーボン」⼯作指導グループのメンバ
ー単位と評価された。 

発⾏単位:中国冷房エアコン⼯業協会。 
 

 深セン市クリーン業界協会の第3回⽬理事単位 

2021年３⽉に深センマッケイ空調有限公司は深セン市クリーン業界
協会に深セン市クリーン業界協会の第3回⽬理事単位と評価され
た。 

発⾏単位︓深セン市クリーン業界協会。 

 

 


