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　  ❶　みなし請求
　　　  現在使用している水（水道水、井戸水）が100％下水道に
　　　  流れているとみなして請求。
　　　  （例　：　　上水道100　＝　下水道100）
     ❷　消失水が考慮されていない。
　　　  蒸発水、飲料水、製品含有水等の消失水が考慮されて
　　　  いない。
　　　  （例　：　上水道100　＝　消失水20＋下水道80）
     ❸　本来の上・下水道使用量は？
　　　  上水道　100 　　　下水道　　80

　      消失水　 20（下水道に流れない水）
　　　

 　1. 　下水道料金の請求は？



◎　現状の『みなし請求』を正しい請求に修正する事業です。　
　
 ❶　蒸発水、飲料水、製品含有水等の消失水を計測するための減免用
　　　 メーターを設置　

　          ＜排水測定用電磁流量計　外観＞　　　　　　　　             ＜計測システム外観＞

　❷　測定した数字を自治体に申請　（下水道減免制度を利用した申請）
　❸　翌月、自治体によって下水道使用量の修正が行われる。

２．Vertex　Ｊａｐａｎ　下水道減免事業とは？



◎　自治体からの認可が必要な事業です。
　❶　認可の基本条件　＝　上下水道量の差が大きいユーザーであること。
　❷　上下水道使用量の差が大きい事（事前計算）を提示する必要あり。
　❸　使用するメーターの信頼性が高い（精度が高い）ことを証明する必要あり。
　❹　全ての認可条件をクリアし、認定工事実施と申請書を提出しスタート。

◎　消失水（下水道に流れない水）を測定する事業です。
　●　クーリングタワー（冷却塔）からの蒸発水　　●　調理過程での蒸発水
　●　ボイラーからの蒸発水　　　　　　　　  　　 　　●　乾燥工程での蒸発水
　●　製品に含まれて出荷される水　　　　　　　　  ●　散水・樹木水        等など

　　　＜冷却塔＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ﾎﾞｲﾗｰ＞



下水道減免事業導入により   　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　定期的な報告により　

下水道料金の継続的な削減可能　
　　　　　　　　　　　　　　　　

下水道使用料金の　

大幅な削減（20％～40％）可能



3.   下水道減免事業　契約方式（ＥSCO契約）

ESCO契約とは　・・・　
❶　全ての費用を当社にて負担 　        ・・・　全ての手続きも当社にて実施
❷　削減した金額から費用（償却分）
　　 を差し引き　                                   ・・・　残りは『事業利益』
❸　事業利益を50：50　                        ・・・　分配率　⇒　負担割合により変動
❹　契約期間　：　8年間　                     ・・・　メーター法定耐用年数に準じる　
                                         　　　                    9年目以降更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  事業利益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50：50（基本）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　Ｖertex負担（リース）

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　
実施前

下水道料金

Vertex報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設備工事費　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お客様利益

実施後
下水道料金

※事情によりESCO契約を御請けできない場合もござ
います。その節は買取契約にて実施させて頂きます。



　　　　　　

４．　下水道減免事業　開始までの流れ

　事前調査 自治体確認 　現場調査

　減免申請 　認定工事

　ご提案書

　認定・開始 自治体交渉

◆　必要書類　

　『簡易調査表』

◆　確認内容　　　　　　
① 減免規定（内規）　　　　
② 必要書類・図面　
③ 事前交渉（匿名）　　　　
④ 内諾Ⅰ

◆　確認事項　　　　
① 最終マス（数・径）　
② 減免要素（設備等）
③ メーター設置
     可能性

◆　交渉内容　　　　　　　　　　
①事前交渉（委任状）　　　　　　　　
②メーター、工事、
    減免状況提示 　
③内諾Ⅱ

◆　工事内容　　　　
①規定通りの
   工事実施　
②規定通りの
   メーター設置

◆　申請内容
①正式申請（書類
　 提出）
②工事・メーター
    関係図面

◆　正式認定
①認定証　取得
②毎月申請
③更新申請（3年）



　　　　　　

５．　下水道減免事業　設置工事参考写真

●メーター設置場所（マンホール内） ●メーター設置例　模式図　（超音波流量計）

●データロガー　
　収納盤　＆　収納盤（内部）

●メーター設置　状況　（マンホール内）



　　　　　　

６．　導入実績（代表的な減免実績）

     施設   年間減免金額 減免水量  下水道単価  所在地 減免率 施設規模 冷却塔台数　他

　Ａ．病院        

　NS病院 ￥８，２３２，１２８ １８，７５２㎥ ＠４３９円／㎥ 横浜 14.2% 443床 ９台

  S病院 ￥５，６０６，９０８ １２，７７２㎥ ＠４３９円／㎥ 横浜 6.3　%   

  TR病院 ￥６，５０８，７７０ １８，８６６㎥ ＠３４５円／㎥ 東京 10.4% 350床 ５台

  JDU病院 ￥３，３７８，２００ 24,130㎥ ＠１４０円／㎥ 千葉 10.1% 653床  

  TS大学病院 ￥４，１４０，８２２ 15,567㎥ ＠２６６円／㎥ 千葉 13.3%   

　KTS総合病院 ￥７，０９４，６２０ 47,141　㎡ ＠150円／㎡ 愛知 29.9％ 600床 ３台

  SNM総合病院 ￥４，５００，０００ １３，８００㎥ ＠３２６円／㎥ 室蘭 20％ 347床 2台　他ボイラー3台

  KM病院 ￥１，７００，０００ ７，４００㎥ ＠218円／㎥ 京都 １５％ 300床 4台　他ボイラー2台

　Ｂ．ホテル        

  ホテルEM ￥４，６４４，７３５ １３，４６３㎥ ＠３４５円／㎥ 東京 ４．８%   

  Pホテル ￥８，２２１，３７８ ２４，８３８㎥ ＠３３１円／㎥ 東京 11.2%   

  ホテルK ￥３，３５１，７０６ 10,1266㎥ ＠３３１円／㎥ 東京 9.5% 170室 ５台

　RRルホテル ￥７，５９４，７９５ ２２，９４５㎥ ＠３３１円／㎥ 東京 19.1% 127室 １２台

　ＳUOホテル ￥２，３９５，９６０ １７，１１４㎥ ＠１４０円／㎥ 千葉 7.8% 509室 ２台　

　EHホテル ￥５，１５４，６６９ ３０，５０１㎥ ＠１６９円／㎥ 静岡 37.8％  

　C.商業施設        

　EO熱田店 ￥１２，０００，０００ ４７，２５０㎥ ＠２５４円／㎥ 名古屋 33.3%    ４台

　EO港店　 ￥８，０００，０００ ３１，５００㎥ ＠２５４円／㎥ 名古屋 36.6%  　４台

  J 茨木店 ￥２，０７３，３７５ １６，５８７㎥ ＠１２５円／㎥ 大阪 24.5%   

　S 仙台店 ￥１４，０２２，５４０ ３３，３８７㎥ ＠４２０円／㎥ 宮城 15.5%  　３台

　大宮SG ￥６，３８０，０００ ４４，０００㎥ ＠１４５円／㎥ 埼玉 17.4%   

  茂原SG ￥２，０３４，５８０ ８，８４６㎥ ＠230円／㎥ 千葉 9.7％   

  稲毛ST ￥４，４６０，８５０ １９，８２６㎥ ＠２２５円／㎥ 千葉 13.7%  　７台



　　　　　　

７．　導入実績Ⅱ（代表的な減免実績）

     施設   年間減免金額 減免水量  下水道単価  所在地 減免率 施設規模 冷却塔台数　他

　DM百貨店　（心斎橋） ￥６，０００，０００ ２５，０００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 ２２％  　４台

　NBP　（難波） ￥１５，０００，０００ ６０，０００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 20％ 30階ビル 超大型2台

　O　地下街　（梅田） ￥２，７００，０００ １５，９００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 20％  大型冷却塔　2台

　SBG　（梅田） ￥１５，０００，０００ ６０，０００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 16％  超大型冷却塔　2台

　K　百貨店（上本町） ￥４，８００，０００ ２１，０００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 20％  冷却塔　８台

　Ｄ．ビル        

　DTYK海上 ￥２，８５６，８６１ ８，６３１㎥ ＠３３１円／㎥ 東京 33.2%  ５台

　SK新聞社 ￥１１，５６４，０５５ ３３，５１９㎥ ＠３４５円／㎥ 東京 43.2%  ３台

　SM信託銀行ビル ￥１，９８９，０００ ５，８５０㎥ ＠３４０円／㎥ 東京 9.7%   

　SKN会館 ￥２，４１２，２４０ ６，９９２㎥ ＠３４５円／㎥ 東京 9　%  ３台

　FMTビル ￥７，８３３，９１５ ２２，７０７㎥ ＠345円／㎥ 東京 17.7％   

　WD　大学 ￥１，１３１，６００ ３，２８０㎥ ＠３４５円／㎥ 東京 7.2％   

　KS大学 ￥１，５００，０００ ６，７００㎥ ＠224円／㎥ 吹田 ５　％  ―

　SK　ビル ￥５，７００，０００ ２６，５００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 20％ 34階 2台

　UH　ビル ￥１９，０００，０００ ８０，０００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 20％ 46階 冷却塔　２３台

　ОМ　ビル ￥５，４００，０００ ２２，０００㎥ ＠234円／㎥ 大阪 21％  

　Ｅ．工場        

　TSメカトロニクス㈱ ￥４，３０５，２７３ ９，８０７㎥ ＠４３９円／㎥ 横浜 8.5%   

　SN　広畑 ￥９，６２４，０００ ２５，６６４㎥ ＠３７５円／㎥ 姫路 17.5%   

　SVE　飲飯工場 ￥３，０５５，０８０ １０，９１１㎥ ＠２８０円／㎥  14.6%   

　TS　川崎工場 ￥３，８０６，９４６ ８，６１３㎥ ＠４４２円／㎥ 川崎 33.4%   

　MH　製麺 ￥４，０４２，８９６ ９，４２４㎥ ＠429円／㎥ 広島 16.3％   

　AH　食品工業 ￥２４，０００，０００ １６０，０００㎥ ＠１５０円／㎥ 京都 25%  ８台　他ボイラー3台

　SK　新聞印刷 ￥２，０００，０００ ４，９００㎥ ＠395円／㎥ 堺 50％  大型冷却塔　２台

　SK　新聞印刷 ￥３，０００，０００ ９，０００㎥ ＠273円／㎥ 摂津 37％  大型冷却塔　３台


