
時代の先端を進むITソリューション

「クラウドタイプ」エネルギーデータ入力管理システム

省エネ管理
はお任せ！

『見える化』から『魅せる化』へ

アイ・ビー・テクノスのトータルソリューション
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エネルギーデータの管理は多大な労力が必要です。

アイ・ビー・テクノス株式会社

IB-BRAINを導入した
らくらくデータ管理へのステップ

IB-BRAIN
全国に多数ある事業所のエネルギーデータを
集計して纏め上げ、何処にどれだけエネルギー
が使われているのか、その使われ方に無駄は
無いのかなど、エネルギーデータの管理には
多大な労力が必要です。

IB-BRAINは低価格でエネルギーデータを「見える化」します！

IB-BRAINはクラウドタイプだから、アプリのインス
トールは不要、センターにアクセスしてデータ（伝票
等）を入力するだけで簡単に集計・管理できます。
沢山あったデータも整理され、データの「見える化」
が図れます。

店舗毎の
データを集計
しなくちゃ…

会社全体に
省エネの
啓蒙と…

何に使ってるか、
無駄を

見つけないと…

店舗は社員が
少ないから

任せられない…

店舗ごとの
省エネ対策を
早急に…

各事業所にて、
エネルギー使用量を入力！

各種省エネ法
対応関連書類の自動作成！

省エネ対策効果表示や
管理標準自動作成！

備品管理や日報管理もできる！

企業全体のエネルギー使用量を把握！
エネルギー使用状況届出書の自動作成！
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省エネPDCA

年度計画による
省エネを実施

（実施しないと罰則）

無駄な消費が
見えてくる

（無駄の明確化）

●省エネ関連機器
　ビル総合監視システム「IB-VISION」
　遠隔統合監視システム「IB-OPEN」
　エネルギー管理モニタ「IB-TOSCAM」
　熱源ポンプの省エネ制御システム「P-Q master」
　

企業全体における各事業所の使用エネルギー集計
前年度4月から1年間記録・入力し、企業全体のエネルギー使
用量を把握する必要があります。

上記での集計が合計1,500kl以上であれば、
国への届け出が必要
原油換算値で合計1,500kl以上の場合、国へ届け出て特定
事業者またはコンビニ等の特定連鎖化事業者の認定を受け
ます。また、企業全体のエネルギー管理を行うエネルギー管
理統括者と、エネルギー管理企画推進者を選出します。

該当企業は定期報告書、中長期計画書を作成
特定事業者・特定連鎖化事業者の認定を受けた企業は、年間
使用エネルギー量の定期報告書と、省エネに関する中長期
計画書を作成し、本社を管轄する経済産業省に提出する必
要があります。

運用面で必要となる管理標準の作成
特定事業者・特定連鎖化事業者の認定を受けた企業は、省エ
ネ法に適合した省エネルギー管理の詳細を、管理標準として
文書化する必要があり、実行する義務があります。

全社で使用する各種備品の在庫や発注状況を管理し
無駄を防ぎます。

機能メニュー

改正省エネ法提出書類、
管理標準自動作成

法規制
省エネ法

エネルギーの
「見える化」

省エネの計画
省エネをどのように
進めるかを計画する

省エネの実施
計画に沿った
省エネを実施する

省エネ効果の確認
実際の省エネ効果を確認する

省エネの検討
来年度に向けた省エネ計画を検討する

さらに

さらに「見える化」から「魅せる化」へ。IB-BRAINで集計されたデータを元に
当社専門スタッフが「省エネPDCA」による、迅速な原因特定と対策をご提案します。

事業者メニュー

■事業者情報の登録 ■エネルギー使用量確認
■省エネ対策登録 ■定期報告書 ■グラフ表示
■備品使用料登録 他

事業所メニュー
■建物情報 ■設備情報 ■エネルギー使用比率
■エネルギー使用量 ■グラフ表示

システム設定メニュー
■使用する産業分野 ■使用する生産数量
■使用するエネルギー ■実施する省エネ対策
■データのエクスポート 他
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