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所在地 アメリカ ミネソタ州オワトナ 

敷地⾯積 16,954 m2 

設⽴ 2000年2⽉ 

従業員数 396⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 屋内／屋外エアハンドラー＆コイル 

認証取得 ISO 9001 2017年12⽉ 

 ISO 14001 2019年3⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2021年 ランク︓シルバー 

 

所在地 アメリカ ミネソタ州フェアリボー（南部）

 

敷地⾯積 280,000 m2 

設⽴ 1924年 

従業員数 540⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 屋内／屋外エアハンドラー＆コイル 

認証取得 ISO 9001 2019年2⽉ 

 ISO 14001 2019年2⽉ 

 

所在地 アメリカ ミネソタ州フェアリボー（北部）

 

敷地⾯積 27,871 m2 

設⽴ 2019年1⽉ 

従業員数 210⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 ルーフトップパッケージシステム 

認証取得 ISO 14001 2021年1⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2021年 ランク︓シルバー 
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所在地 アメリカ バージニア州スタントン 

 

敷地⾯積 340,000 m2 

設⽴ 1954年6⽉ 

従業員数 565⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 空気・⽔冷却器 

認証取得 ISO 9001 2019年9⽉ 

 ISO 14001 2019年2⽉ 

 

所在地 メキシコ サン・ルイス・ポトシ州 

 

敷地⾯積 40,000 m2 

設⽴ 2011年3⽉ 

従業員数 956⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 応⽤端⼦システム 

認証取得 ISO 9001 2013年11⽉ 

 ISO 14001 2020年6⽉ 

 

所在地 アメリカ アリゾナ州フェニックス 

 

敷地⾯積 14,800 m2 

設⽴ 2005年7⽉ 

従業員数 30⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 モジュール式セントラルプラント（MCP） 

認証取得 ISO 14001 2021年1⽉ 
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所在地 アメリカ ミネソタ州プリマス 

 

敷地⾯積 50,990 m2 

設⽴ 1965年 

従業員数 675⼈（20223⽉末時点） 

主要製品 本社、R&D・デザインラボ 

認証取得 ISO 14001 2021年1⽉ 

 

所在地 アメリカ オハイオ州デイトン 

 

敷地⾯積 14,493 m2 

設⽴ 2010年 

従業員数 44⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 アフターマーケットパーツ販売 

認証取得 ISO 14001 2020年8⽉ 
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

 ミネソタ州オワトンナ市 - スクラップ・パフォーマンス  

ネスティング効率向上とパネル⽋陥低減のための設備投資による板⾦
スクラップ削減。 

 

 ミネソタ州オワトンナ市 - グリーンエネルギーの購⼊  

今年、Owatonna⼯場でグリーンエネルギーの購⼊を開始しました。 
現在、⾵⼒発電によるグリーンエネルギーは100％購⼊しています。 

 

 ミネソタ州プリマス - 100％再⽣可能エネルギー 

DAAプリマスは、再⽣可能エネルギーを50％購⼊するという2025年の⽬標を達成しました。2021年5⽉、プリマ
スは電⼒会社プログラムを通じて、100％⾵⼒発電による再⽣可能エネルギーに移⾏しました。 

 ミネソタ州オワトンナ 

オワトンナ⼯場では、昨年からろう付けに使⽤するガスをプロピレンから
炭素含有量が少ない天然ガスに切り替えました。  
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 ミネソタ州オワトンナ- 砂防活動 

サイトでは、⼟壌侵⾷を減らすために⾬⽔貯留池のそばに岩を追加し
ています。 

 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - ⾃動消灯機能付きLED照
明 

⼯場内は100％LED照明で、いくつかのエリアには⾃動消灯機能が
付いています。 

オフィススペースには照明のスイッチはありません。 

 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - グリーンエネルギー購⼊ 

2021年4⽉にフェアリボー・ノースの施設で⾵⼒発電を100％購⼊す
る10年契約を締結しました。 

これは、2021年1⽉にさかのぼって実施されました。 

 

（ミネソタ州フェアリボー） 
 ⽣産⼯程でのVOC化学物質の使⽤量削減 

板⾦くずのリサイクル量を削減しています。 

⼯場のトイレでのペーパータオルの使⽤を廃⽌しました。 

⼯場内で確認されたすべての⽔漏れを修理しました。 
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（ミネソタ州フェアリボー） 
 ⾬⽔モニタリング 

 廃⽔サンプリング 

 屋外での⾦属スクラップ保管の廃⽌ 

 危険な廃棄物の保管場所の検査 

（バージニア州スタントン） 
 廃棄物の削減 

ネスティング技術を導⼊したことで、従来よりも⾼い効率でシートスチールを活⽤できるようになりました。 その結果、
スクラップやリサイクルのために運搬されるシートスチールの量が減りました。 

（バージニア州スタントン） 
 ⾬⽔モニタリング 

 排⽔サンプリング 

 屋外の⾦属くず保管場所の削減 

 有害廃棄物保管場所の検査 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 VOC化学製品（Rust Oleum）の廃⽌ 

 シンナー（塗料⽤シンナー）の消費量を86％削減 

 VOC消費量の週次モニタリング 

 VOC化学製品を使⽤するエリアを設定 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 廃⽔回収システムの導⼊ 

逆浸透膜による廃⽔回収システムを導⼊しました。 
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 メキシコSLP - ペイントリクレーマーの設置 

塗料再⽣機を導⼊し、⼯程内のロスや有害廃棄物の削減を図りました。 

 

 メキシコSLP - 駐⾞場へのソーラーランプの設置 

⼯場外構全体の電球をソーラー照明器具に交換。 

  

 メキシコSLP - プロセス廃⽔処理 

冷却⼯程やコイル試験で発⽣する排⽔の処理・回収を開始。 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 電気・ガス消費量の削減 

 毎⽇の電気・ガス消費量の標準的なモニタリング 

 ⾮稼働時間中の機械・設備の停⽌（電気・ガス） 

 

（オハイオ州デイトン） 
 LED照明器具設置 

施設内の蛍光灯を⾃動調光・⾃動消灯機能付きのLED照明器具に交換
しました。 
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【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

 ミネソタ州オワトンナ - 蝶の⽣息地 

敷地内の昆⾍が多く⽣息し、化学物質を含まない草地に、ミルクウィードの種
を植えました。 成熟したミルクウィードは、オオカバマダラを引き寄せ、卵を産み
付けるよう促すことで、⽣物多様性の発展に貢献できます。 

 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - ⽣物多様性  

オオカバマダラの移動をサポートし、⽣物多様性を⾼めるために、⼯場の⻄端
にミルクウィードを植えました。 

また、地元の⼩学校にも同様にミルクウィードを贈りました。 

 

（バージニア州スタントン） 
 砂防活動 

敷地の北側で砂防活動を実施しました。 
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【環境】 環境コミュニケーション事例 

 ミネソタ州オワトンナ - 学校とのパートナーシップ  

地元の学校との提携を続けています。 COVIDの影響で、ダイキンの
環境レッスンプランの直接学習は中⽌となりましたが、学校とリソースを
共有することは継続しています。 例えば、⽣物多様性プロジェクトで
残ったミルクウィードは、地元の⼩学校に寄贈しました。 

 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - 環境教育 

アースデイに地元の⼩学校で授業を⾏いました。⽣物多様性やプラス
チック汚染防⽌などのトピックを扱いました。 

 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - 環境コミュニケーション 

現在、道場に環境ステーションを設置しています。省エネ、⽣物多様
性、廃棄物とリサイクル、プラスチック汚染などを取り上げています。 

 

（ミネソタ州フェアリボー） 
 CO2、⽔、廃棄物削減 

 ⾬⽔許可証遵守の取り組みに関するトレーニング 

 流出防⽌および管理対策に関するトレーニング 

 CO2、⽔、廃棄物削減の取り組みに関する評価基準のサイト
全体への伝達 
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（バージニア州スタントン） 
 内部研修 

 ⾬⽔許可証遵守の取り組みに関する研修 

 流出防⽌および管理対策に関する研修 

 ISO 14001リーダーシップミーティング  

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 安全・健康・環境政策 

安全・健康・環境政策の普及に取り組みました。 

 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 化学製品についての研修 

化学製品の危険性の識別とラベル付けのトレーニングを実施しました。

 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 廃棄物削減に向けて 

廃棄物を正しく分別するためのトレーニングを実施しました。 

 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 内部監査員のトレーニング 

ISO 14001:2015の内部監査員のトレーニングを実施しました。 
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 オハイオ州デイトン - 危険物取扱者トレーニング 

DOT 危険物陸上移送、流出封じ込め、廃棄物管理に関連するト
レーニングを全従業員に対して実施しました。 

 

（ミネソタ州プリマス） 
 重要な側⾯に関するトレーニング - リフレクタント 

環境負荷を低減するため、A2L冷媒に関するすべての要件を理解するよう、継続的に取り組んでいます。これまで
の取り組みとしては、A2L冷媒の取り扱いに関するトレーニングや、アラームシステムや緊急時の対応に関する要求
事項があります。 

（オハイオ州デイトン） 
 環境に配慮したポスティング 

施設内に環境ポスターを設置し、環境意識の向上を図りました。 

 

 オールDAA - 脱炭化⽔素教育 

ダイキングループセールスミーティングとAHR Expoでの脱炭素と電化に
関するスポットライト（プレゼンテーション、メッセージ）。 

 

 オールDAA - 次世代冷媒 

R-32とA2L冷媒について市場を啓蒙するための専⽤ウェブサイトを構
築 - www.r32reasons.com。また、Efficiency Canadaや
Northeast Sustainability Energy Associationなど、さまざまな
業界団体で、今後の冷媒移⾏について講演を⾏いました。 
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【顧客満⾜】 品質向上への取り組み 

 ミネソタ州オワトンナ市 - クオリティクリニック  

DAA品質チームは、⼯場でのターンバックや現場から報告されるエスケ
ープに優先順位をつけ、対処するためのクオリティクリニックを全拠点で
開始しました。これは、部⾨横断的なチームが根本原因を収集、分
析、実⾏し、是正処置を1つの集中システムに取り込むための標準的
なアプローチです。 

 

 オハイオ州デイトン市 - パッケージング改善 

お客様からのフィードバックをもとに、完成品のパッケージングを改善する
取り組みを継続。 

 

 メキシコSLP - 保証のフォローアップ  

顧客保証のフォローアップと分析を⾏い、再発を防⽌します。 

 

 メキシコSLP - アジャイルシステムの活⽤ 

ECO-セールスオーダーは、機器の製造前に顧客からのオリジナルオー
ダーを修正する⽬的を持つ変更です。 
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（ミネソタ州フェアリボー） 
 カイゼンイベント 

 デザインFMEA 

 保証分析と傾向 

 従業員導⼊システムの強化（構造化されたタスクトレーニング） 

（フェアリボー（ノース）⼯場） 
 新製品のためのクロスファンクショナルチーム 

品質、エンジニアリング、保証、TRCで構成される早期介⼊チームが新設計製品の品質に対処します。 

（バージニア州スタントン） 
 カイゼンイベント 

 保証の分析と傾向 

 従業員のオンボーディングシステムの強化 
（構造化されたタスクトレーニング） 

 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 フォローアップ 

顧客の要求に基づく特別注⽂のフォローアップを
実施しています。 

  

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 オペレーター認定 

溶接、テストブース、コントロールボックスなどの重要なステーションにお
けるオペレーターの認定を実施しています。 
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（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 故障モードの検出 

ランテストブースのテストシーケンスにおける想定される故障モードの検出。 

（メキシコ サン・ルイス・ポトシ） 
 コード⽂字列の実装 

 

（ミネソタ州プリマス） 
 新しいテスト施設 

2021年にエアハンドリングシステムの新しいテスト施設が完成。 

これにより、以下のことが可能になります。 

 製品テストの範囲と種類の増加。 

 ラボでのテスト結果の品質を保証するためのキャリブレーション能
⼒の向上。 

 設計からテストまでの時間を短縮するためのプロトタイプ製作能
⼒の確⽴。 

 

 

【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

（ミネソタ州フェアリボー） 
 各種助成⾦制度 

社員教育のための各種助成⾦（Pipeline、JTIP、MSJPなど）を設
けています。 
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（フェアリボー（ノース）⼯場） 
 バーチャルプラントツアー 

COVIDのコミュニケーションニーズに応えて、マーケティングチームがバー
チャル⼯場⾒学会を開催しました。 

 

（フェアリボー（ノース）⼯場） 

 カスタマー・エクスペリエンス・センターの開設 

新たにオープンしたカスタマー・エクスペリエンス・センターでは、AAHと
ATSの製品を展⽰しています。バーチャルミーティングが可能なAV会
議機能を備えたトレーニングルームを設置しました。 

 

（バージニア州スタントン） 
 意思決定プログラム 

職場と家庭の両⽅で安全に関する意思決定を改善するためのパーソナルチョイスプログラム。 

（DAA全体） 
 HØMESafeトレーニング 

⾼所、ゼロエネルギー、機械警備、電気安全、閉鎖空間といったHØMESafeの⾏動に対する認識と遵守を促す
ため、⼯場および⼯場以外の従業員向けの新しい教育キャンペーンを開発。 

（ミネソタ州プリマス） 
 A2Lテスト 

A2L冷媒試験を安全に実施するための⽅法と能⼒を開発しました。 

 

（オハイオ州デイトン） 
 PPEの配布 

ダイキンアプライドのコビット19に関連する個⼈防護具（マスク、⼿袋、⼿指消毒剤）の配布窓⼝を設けました。 
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【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - DOJO 

社員が研修で活⽤できるよう、道場を作りました。ステーションは以下
の通りです。EHS、テスト、ろう付け、組み⽴て、配線、天井クレーン
／ホイストなどです。 

また、5台のコンピュータ・キオスクを設置し、従業員がバーチャル／オン
ライン学習で利⽤できるようにしました。 

 

 オールDAA - フロントラインリーダー育成プログラム。 

ダイキンのサービス技術者とスーパーバイザーを対象にした、カスタマー
サービスとビジネスセンスを学ぶバーチャルプログラム。ダイキンラーニング
と各事業部のリーダーが講師を務め、10のモジュールから構成されてい
ます。 

 

 オールDAA－HVACシステムトレーニング 

このプログラムは、セールス＆サービス部⾨を対象に、HVACの基礎を
学ぶことを⽬的としたブレンドプログラムです。HVACの基礎に焦点を当
て、60時間以上の学習が含まれています。バーチャルなインストラクタ
ー主導の学習、⾃⼰学習、インストラクター主導の対⾯式トレーニング
を組み合わせて活⽤し、多くの受講者にしっかりとした学習体験を提
供します。 

 

 メキシコSLP - HOMESafeトレーニング 

MEDC職員と新⼊社員のためのHOMESafeトレーニング 
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（ミネソタ州オワトナ） 
 メンテナンス部⾨の職業訓練 

メンテナンス部⾨の将来の⼈材を育成するために、メンテナンス実習プログラムを導⼊しました。これは、DAAの社員
で⾼校卒業⽣が毎週30時間⼯場で働き、10時間短⼤で保全を勉強するプログラムです。 

（ミネソタ州オワトナ） 
 スキル開発トレーニング 

州の助成⾦を受けて、⾼度なスキル開発トレーニングを実施しました。 このトレーニングは、PLCや油圧などの主要
なメンテナンススキルに焦点を当てています。 また、この助成⾦により、組⽴従業員向けにブループリントの追加トレ
ーニングを実施しました。 

（ミネソタ州フェアリボー） 
 各種研修を実施 

 すべての管理者を対象としたスーパーバイザーIおよびIIトレーニング 

 機械オペレーターのための認定ロックアウト・タグアウト・トレーニング 

 事故調査のためのTapRoot©トレーニング 

 パワーインダストリアルトラックのオペレータートレーニング 

 新⼊社員のための安全オリエンテーション 

 全従業員を対象とした年次コンプライアンス研修 

（フェアリボー（ノース）⼯場） 
■ ホイスト認定オペレーター研修 

従来のプログラムをさらに充実させ、より⾼度な実技指導を⾏うため、第三者機関のトレーナーを選任しました。第
三者による継続的な改善のための観察も含まれています。 

（サン・ルイス・ポトシ⼯場）  
■ オーバーヘッド・オペレーター・トレーニング 

天井クレーンを安全に運転するための運転員教育。 
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（バージニア州スタントン） 
 各種研修を実施 

 セクシャルハラスメント 

 誠実さ 

 ⾏動規範 

 FCPA（⽶国海外腐敗⾏為防⽌法 

 TapRoot© 事故調査のためのトレーニング 

 電動⼯業⽤トラックのオペレータートレーニング 

 新⼊社員のための安全オリエンテーション 

 すべての監督者に対する4RKYトレーニング 

（ミネソタ州プリムス） 
 ダイキンラーニング 

プリマスでは、記録の保存や研修の割り当てにダイ
キンラーニングを活⽤しています。 

  

（オハイオ州デイトン市） 
 スーパーバイザー研修 

新任のスーパーバイザーや将来のリーダー候補を対象に、スーパーバイザートレーニングを実施しています。 

（オハイオ州デイトン） 
 ダイキンラーニング 

ダイキンラーニングを活⽤した社内研修・教育を実施しました。 

 オールDAA - DAAバリュー・トレーニング 

DAAバリューに関する全マネージャーおよび従業員向けのeラーニングおよびファシリテートトレーニング 
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 オールDAA - UPプログラム 

ジュニアからミドルレベルのエグゼクティブを対象としたリーダーシップ開発プログラム、期間は3週間、PCMにフォーカス
したプログラム 

 

【⼈材】 ダイバーシティの推進 

 ミネソタ州オワトンナ - DAIKINCLUSION  

この1年、DAIKINCLUSIONの取り組みに参加しました。 この取り
組みを通じて、多くの素晴らしい議論と学びがありました。 

 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース）- DEED  

DEED（ミネソタ州雇⽤経済開発省）と提携し、マイノリティや多様な⼈々を対象とした採⽤活動を続けていま
す。 

（ミネソタ州フェアリボー） 
 集会への参加 

フェアリボー市、MN DEEDとの話し合いに参加 

Hmong Partnership of MN（ミャオ族パートナーシップ）との話し合い 

フェアリボーとその周辺地域のソマリア⼈コミュニティのリーダーとの話し合い 

複数の軍のリクルーターと協⼒し、軍のジョブフェアに参加 

 オールDAA - ダイキンデー記念式典および全マネージャー会議 

ダイキン記念⽇、CEOタウンホール、昼⾷会、ゲーム、景品など、DAA全従業員が⼀堂に会し、ダイバーシティ＆イ
ンクルージョンを推進。全マネージャーが⼀堂に会し、ゲストスピーカーによる講演、ワークショップ、D&Iに関するディ
スカッションを⾏いました。 
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 オールDAA - キャンパス採⽤戦略 

HBCUなど⼤学から多様な⼈材を獲得するため、キャンパスでの採⽤戦略とプログラムを導⼊。 

（フェアリボー（ノース）⼯場） 
 多様性の受容 

地元コミュニティのリーダーと協⼒し、リクルーターを通じて採⽤プログラムにインクルージョンを推進しました。 

（フェアリボー（ノース）⼯場） 
 マイノリティおよび退役軍⼈の雇⽤ 

毎年の採⽤では、アファーマティブアクション分析に取り組み、ベテラン採⽤を専⾨とするリクルーターを活⽤しています。

（バージニア州スタントン） 
 ベテラン採⽤に向けた取り組み 

毎年の採⽤では、アファーマティブアクション分析解析を⾏い、ベテラン採⽤を専⾨とするリクルーターを活⽤していま
す。 

（ミネソタ州プリマス） 
 ダイバーシティ＆インクルージョン戦略の確⽴ 

ダイバーシティ＆インクルージョン戦略を確⽴し、タレント獲得の戦略とプロセスを調整しました。 

 すべての後継者と新規採⽤のリクエストを⾒直し、特定の役割にターゲットを絞り、多様な候補者との⾯接に
注⼒ 

 退役軍⼈向け求⼈サイトへの参加、退役軍⼈がダイキンで働くために最初の6ヶ⽉分の給与を軍が負担す
るスキルブリッジプログラム、⽶国空軍のHVACトレーニングプログラムを修了した退役軍⼈の活⽤など、⽶国
の退役軍⼈との強⼒な⼈材パイプラインの構築 

 学内のSociety for Women Engineers（⼥性技術者協会）や、地域や全国規模のカンファレンスなど
のイベントに参加して、強⼒な⼈材パイプラインを構築 
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【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 ミネソタ州オワトンナ- 安全キャンプ  

昨年度、スティール郡の⼦供安全キャンプでボランティア活動を⾏いま
した。 このキャンプでは、⽕災や電気系統の安全など、さまざまな安
全に関するトピックを取り上げています。 

 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - 遠隔医療 

応急処置室に遠隔医療を導⼊しています。 

プロバイダーを主要なリソースとして活⽤することで、傷害への対応が強
化されました。 

 

 メキシコSLP - 乳がん診断のための健康キャンペーン 

乳がんの早期発⾒のため、マンモグラフィーと乳房超⾳波検査を実施
しました。 

 

 メキシコSLP - ⼦宮頸がん診断のための健康キャンペーン  

メキシコ社会保障庁の⽀援により、⼦宮頸がんの早期発⾒のためのパ
ップテストが実施されました。 
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 SLP、MX、前⽴腺がん発⾒健康キャンペーン  

前⽴腺がん発⾒のため、前⽴腺抗原検査を実施。 

 

 メキシコSLP - インフルエンザ・ヘルスキャンペーン  

メキシコ社会保障院と共同で、従業員とその家族を対象にインフ
ルエンザワクチンを接種しました。 

  

 メキシコSLP - 視覚健康キャンペーン  

視覚障がい者に拡⼤鏡付き安全眼鏡を提供し、正しい⾒え⽅と
使い⽅を確認しました。 

  

 メキシコSLP - 機械騒⾳遮断ブース 

フィンプレスの機械動作⾳を遮断するためのブースを設置しました。
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（ミネソタ州オワトナ） 
 スティール・カウンティ・セーフティ・キャンプ 

安全をテーマにした⼦供向けのイベントを毎年開催し、 資⾦援助を⾏っています。 

（ミネソタ州フェアリボー） 
 健康⽀援 

地元の病院と提携し、従業員にオンサイト医療を提供しています。 

 従業員の聴⼒検査（年1回） 

 ⼯場全体の⼤気質評価 

 ⼯場全体の騒⾳評価 

 密閉空間の評価 

 さまざまな⽣産ワークステーションのリスク評価 
 

（バージニア州スタントン） 
 健康⽀援 

 従業員の年1回のオージオメトリック（聴⼒）テスト 

 Covid-19の中での空気品質の評価 

 閉鎖空間の評価 

 様々な⽣産ワークステーションのリスクアセスメント 

 Covid-19のトレーニング／コミュニケーションおよびサイネージ 

（オハイオ州デイトン） 
 新型コロナウイルスの感染予防 

コヴィド19の感染を防ぐための適切な⽅法について従業員を教育し、
コロナウイルスからの保護を助けるために、すべての従業員とその家族に
PPEを提供しました。 
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【地域社会】 環境保全活動 

 ミネソタ州フェアリボー（ノース） - ⼩川の清掃活動  

近隣に草が⽣い茂り、⾃然の草原で酸素不⾜となるような場所があり
ました。数回にわたり、従業員がこの地域の清掃を⼿伝いました。 

 

 メキシコSLP - 森林再⽣ 

サンホセダムの公共エリアに100本の⽊を植えました。 

 

 

（ミネソタ州フェアリボー） 
 ボランティア活動 

 ボランティアの消防団員 

 地元消防署とのサイト連携 

 ボランティアのストームチェイサー 

（オハイオ州デイトン） 
■ ボランティア活動 

 デイトン市内の公園での植樹 
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【地域社会】 教育活動への⽀援 

（ミネソタ州オワトナ） 
 Youth 1st 

⻘少年のスポーツプログラムと奨学⾦基⾦を⽀援しました。 

 

（バージニア州スタントン） 
 財政⽀援 

 Mary Baldwin Collegeへの資⾦援助 

 地元のVocational Technical Collegeへの財政的⽀援 

 Wilson Workforce and Rehabilitation Center 

 メキシコSLP――第43⼯業⾼等学校のペンキ塗り

フィランソロピー＆ボランティアチームのコーディネートによ
り、第43⼯業⾼等学校の教室が塗装され、⽣徒が授
業に復帰できるようになりました。 

  

 メキシコ SLP – 第43⼯業⾼校への電気と⽔の供給:  

 電⼒復旧のための電気ケーブルの敷設 

 給⽔⽤ポンプの設置 

  

（フェアリボー（ノース）⼯場） 
 成⼈教育センター 

労働者のパイプラインを構築するための⽀援と、将来の雇⽤に向けた
スキルアップ研修を実施しました。 

 

 デイトン、オハイオ州 - 図書館⻘少年芸術プログラム 

地元の図書館と協⼒し、⻘少年の芸術プログラムを⽀援。 
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【地域社会】 その他の地域貢献 

 ミネソタ州オワトンナ - サッカー 

オワトンナサッカー協会 ダイキンサッカーコンプレックスの建設に資⾦援
助 

 

 ミネソタ州オワトンナ - ダイキンダッシュ  

リレー・フォー・ライフ ダイキンダッシュで、昨年に引き続きがん撲滅を⽀
援。 

 

 ミネソタ州オワトンナ - ハビタット・ハウス 

Daikin Habitiat for Humanityの建設に参加しました。 2022年
1⽉に完成しました。 

 

 ミネソタ州 フェアリボー（ノース）- ハビタット・ハウス 

ハビタット・フォー・ヒューマニティーの活動を⽀援し、地元の家族に⼿頃
な価格の住宅を提供しています。 
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 ミネソタ州プリマス - ハビタット・ハウス  

ダイキンアプライドミネソタ⼯場は、ミネソタ州オワトンナで、地域の勤勉
な⼈々のための家づくりを⽀援しました。 

 

 ミネソタ州オワトンナ - ユナイテッド・ウェイ 

ユナイテッド・ウェイと協⼒し、2518ドルを集め、地域社会に役⽴てま
した。 

 

（ミネソタ州オワトナ） 
 Youth 1st 

⻘少年のスポーツプログラムと奨学⾦基⾦を⽀援しました。 

（ミネソタ州オワトナ） 
 Owatonna Soccer Association 

ダイキンサッカーコンプレックスの建設に資⾦援助を⾏いました。 

（ミネソタ州オワトナ） 
 Jumpstart Owatonna 

パンデミックの影響を受けた地元企業への経済⽀援を⾏いました。 

（ミネソタ州オワトナ） 
 リレー・フォー・ライフ 

ダイキンダッシュによるがん撲滅活動を⽀援しています。 

（ミネソタ州オワトナ） 
 オワトナ商⼯会議所 

地域社会のプログラムに洞察⼒と影響⼒を持つ会員としての地位を維持する。 
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（ミネソタ州フェアリボー） 
 United Wayの⽀援 

 Toys 4 Tots 

 バックパック・フォー・キッズ 

 フェアリボー商⼯会議所のメンバー 

（フェアリボー（ノース）⼯場） 
 United Wayの⽀援 

私たちは、恵まれない⼈々の教育や健康状態の改善などを⾏っているNGO「United Way」を⽀援しています。 

（バージニア州スタントン） 
 United Wayの⽀援 

 アメリカ⾚⼗字社による献⾎活動（会場にて 

 United Wayキャンペーン 

 エンジェルツリーのスポンサー 

 Salvation Army（救世軍）のスポンサー 

 Reads Across Americaのスポンサー 

 オハイオ州デイトン市 - 地域社会への取り組み 

 恵まれない⼈々への⾷事提供に関連する地域プログラムに参加。 

 ボランティア時間の80％以上を地域社会での活動に充てた。 

 地元のフードバンクを⽀援するフードドライブ 

 商⼯会議所の活動メンバー 

 限界集落の⼈たちに⾷料を寄贈  

サン・ルイス・ポトシHuasteca Zoneの限界集落の家族に⾷料品50⾷を
届けました。 
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 ⼦どもたちへのおもちゃの寄贈  

サン・ルイス・ポトシのコミュニティから64⼈の⼦どもたちを⽀援し、おもち
ゃを贈呈しました。 

 

（オハイオ州デイトン） 
 ユナイテッド・ウェイの⽀援 

デイトンのアソシエイトは、ユナイテッド・ウェイへの⽀援を⾏いました。 

 

【外部評価】 表彰 

 バージニア州スタントン - VEEP  

バージニア州環境エクセレンスプログラムE4 

 

 オールDAA - コマーシャル・コンフォート・プロダクト・オブ・ザ・イ
ヤー 

フリークーリングチラー搭載のパスファインダーAWVが、Engineered 
Systems誌の冷却装置部⾨に選出されました。 

 

 オールDAA - ディーラーデザイン賞 

ACHR News誌のHVAC業務⽤機器部⾨において、PreciseLine
インドアエアハンドラーが⾦賞を受賞しました。 

 

 


