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会社紹介
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会社紹介

売上収益
8,887億円
IFRS FY2022

医療農業・食品

エネルギー

物流

海水

ケミカル

産業ガスその他 ものづくりに欠かせない酸素、窒
素、アルゴンといった様々な産業
ガスを安定供給

機能化学品分野を中心に、世
の中に欠かせない高付加価値
なケミカル材料を生産

高度医療から、くらしにかかわる医
療まで、多彩なソリューションサービ
スを展開

LPガス・灯油・LNG等の供給を通じて、
地域のくらしと産業を支える総合エネル
ギーサービスを展開

野菜生産から食品・飲料の製造・販売、
全国市場への流通・小売を手掛け、安
心で安全な食をお届け

高圧ガス輸送で培った低温輸送技
術と独自のノウハウを生かして、多彩
な物流サービスを展開

高品質の塩やマグネシアを中
心に、海水資源を有効活用
した製品を販売

エアゾール製品やOリング、再生木質建材「エコロッカ」な
ど、オンリーワン技術で特⾧ある製品群。電力事業や海
外エンジニアリングも強化

産業ガスの供給を原点に事業を広げ、ものづくりの現場で活躍する産業ガスやケミカル、人々の生命を支える医療、くらしにかかわるエネルギー
や農業・食品、さらには物流、海水、エアゾールなど、多彩な製品やサービスをお届けしています。



会社紹介（デジタル＆インダストリー）

エレクトロニクス

社会を支える産業ガスと高付加価値なケミカル材料

酸素・窒素をはじめとする産業ガスを全国の営業拠点と生産ネット
ワークでお客様にガスを安定供給。ガスアプリケーションやエンジニアリ
ング、産業機材にも展開しています。
マグネシアやキノン系製品など高付加価値のケミカル製品を生産・供
給しています。

A

B

C

産業ガス供給・エンジニアリング

機能材料

半導体向けオンサイトガス事業の規模拡大を図るとともに、ガス精製装置や半導
体製造装置向け熱制御機器などの周辺事業を強化、加速度的に成⾧するエレク
トロニクス産業に向けて、幅広い商品・サービスによりスマート社会に貢献しています。

全国を網羅する拠点と災害に強いガス供給体制を通じて、ものづく
りに携わるすべてのお客様に最適なソリューションを提供しています。

高付加価値のケミカル材料やマグネシア製品などの環境関連製品の提
供を通じて、社会の持続的な発展に貢献しています。



会社紹介（エネルギーソリューション）

エネルギー供給A

B

C

発電所

資源循環

カーボンニュートラルを見据え、環境負荷低減に寄与するエネルギーソリューショ
ンを提案しています。

木質バイオマスを活用した再生可能エネルギーによる発電事業に取り組んでい
ます。緊急時にも発電可能なLPガス式の移動電源車を全国に配備しています。

資源循環型の社会の実現を目指し、エ
ネルギー分野と環境分野を融合した新た
なビジネスモデルの構築を進めています。

地域とともに歩み続けるエネルギーインフラ企業

「ハローガス」ブランドで、北海道から東日本エリアでLPガス・灯油ビ
ジネスを展開。産業ユーザーには、環境負荷の少ないLNGを販売
しています。LNG輸送機器の製造販売も手掛けています。2011
年の東日本大震災を機に、日本初のLPガス式の移動電源車を
開発し、全国のLPガス充填所等に配備しています。



会社紹介（アグリ＆フーズ）

食品A

B

C

農産・加工品

サステナブルフード

冷凍食品・ハム・ソーセージ・スイーツなど、市販用から業務用まで幅広い商
品を通じて、安心・安全な食のライフラインを支えています。

原料野菜の安定調達や物流・加工機能のインフラを整備、「畑から食卓」ま
でバリューチェンを構築し、地域の農業振興に貢献しています。

スマート農業・陸上養殖といった先端技術を取り入れ
るとともに、機能性食品の開発やフードロス低減などに
も取り組み、環境や自然にやさしい食品の提供を進
めています。

生産加工、そして全国への流通小売まで自社で一貫し
て展開

生産者との契約栽培を通じた原料調達力と、商品開発力や生産
を支える技術力を活かし、農産物の栽培、調達からハム・ソーセー
ジやスイーツ、飲料品の製造・販売に至るまで、様々な生活シーン
に向けて安心安全な「食」を提供しています。



会社紹介（ヘルス＆セーフティ）

高度医療A

B

C

ヘルスケア

防災

高度化する医療現場を支える手術室や医療機器などの提供を通
じて、最先端の医療サービスを提供しています。

人生100年時代を見据え、人々が⾧く健康でいられるよう在宅医
療や歯科事業に取り組んでいます。

消火設備や呼吸器をはじめ、日常の安全を守るための防
災製品の提供を通じて、人の生命や財産を守る活躍をし
ています。

高度医療からくらしに関わる医療を提供

医療用酸素などをはじめ、先端医療の現場である医療設備の施
工、病院業務の受託・医療機器のメンテナンスなどの医療関連
サービスを提供し、
衛生材料、注射針の開発・製造、歯科材料や介護など多岐に
わたる事業を展開しています。



グリーンテクノロジー社会に向けて

・畜産排泄物

・食品廃棄物

メタン発酵

バイオマスガス化

Vサテライト マイクロサテライト LNGステーション

ガス発生装置

VHR CO発生装置 DMR

バイオガス
バイオLNG

水素
合成ガス

水素
一酸化炭素

炭酸ガス
ドライアイス

“地球の恵みを、” “社会の望みに”

ブリケット
バイオコークス

建材

エア・ウォーターのグリーンテクノロジー

有機系廃棄物

・木質バイオマス

CO2

CH4

H2

LNG供給機器

CO

H2

CO2

CH4

配合・成型
ReCO2 STATION バイオガス捕集システム

ガス精製装置

資源循環サプライチェーン

エコロッカ ブリケットマシン バイオコークス

輸送燃料

ボイラー燃料

発電燃料

農業ハウス 栽培促進

建築物

グリーンプロダクツ

エア・ウォーターのグリーンテクノロジーを社会実装・事業化し、社会課題である脱炭素社会の実現に貢献する



当社のCO2分離・回収技術の歴史

１９８３年～

空気分離装置 前処理
ＣＯ２:400ppm
目的 :空気精製

２０１７年～

ＪＡＸＡ向け
船内空気再生システム
ＣＯ２:2,000ppm
目的 :空気精製

２００６年～

水素発生装置
ＣＯ２:20％
目的 :水素精製

２０１５年～

バイオガス精製装置
ＣＯ２:40％
目的 :ＣＨ４精製

【ＣＯ２除去技術・液化精製技術】（抜粋） 【ＣＯ２回収技術】

２０２２年～２０１４年～

ＣＯ２液化精製装置
ＣＯ２:＞99％
目的 :ＣＯ２精製

２０１８年～

ごみ焼却排ガス由来
ＣＯ２回収装置
ＣＯ２:10％
目的 :ＣＯ２回収

ＣＯ２回収装置
「ReCO2 STATION」
ＣＯ２:＞10％
目的 :ＣＯ２回収

各種産業ガスをつくる過程でＣＯ２分離技術を獲得 炭酸ガス事業を持続可能なものにするために
さらには世の中のＣＯ２削減ニーズに応えるために開発推進中

※ＣＯ２濃度はＣＯ２分離装置の入口濃度
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ReCO2 STATION
CO2排出量を削減し

SDGｓに貢献

炭酸ガスの地産地消を実現する - 小型CO2回収装置 -



ReCO2 STATION

当社独自開発のCO2回収技術と、炭酸ガス供給網を活用した、地産地消型のCO2回収モデルを構築.

CO2回収装置デモ機 概要
ﾄﾞﾗｲｱｲｽ生産能力:150kg/日
装置サイズ :40ftコンテナサイズ

(L:12.2m、W:2.4m、H:2.8m)
技術的特⾧ :各種排ガス中CO2をガス、液、

ドライアイス任意の状態で取出可能

回収したCO2の純度は99%以下で
任意に調整可能

適用法規 :高圧ガス第二種製造設備
（届出のみ）

ReCO2 STATION

自動運転でCO2を回収、液化炭酸ガスを製造
ワンボタンで手軽にドライアイスに加工

工場等の排ガス源と
ユーティリティを装置に接続

CO2濃度
>10%排ガス

ガス液化炭酸

ドライアイス

• 最大150トン/年のCO2を
回収し有効利用

• 温対法のCO2排出算定量の
削減も可能

CO2排出量削減

工場 輸送

地産地消
ドライアイス

• 低濃度排ガスから、環境負
荷の少ない地産地消ドライ
アイスを生産

• 炭酸ガス、液化炭酸として
も利用可能

ガス 液化炭酸 ドライアイス

21 3 小型・可搬型

• 設置・搬送しやすい小型
コンテナサイズを実現

• 有資格者の選任・許認可
不要

資格不要



保冷・冷蔵輸送 ブラスト洗浄

ハウス栽培

◆CO2アプリケーション例

◆食品工場・焼却施設・小規模発電所など
幅広い事業所や工場でご活用いただけます

ReCO2 STATION

ラインナップ CO2回収量 寸法 重量 ユーティリティ 生産能力

ドライアイス
利用モデル

150ton/年
（95%稼働時）

Aタイプ
W:12.2m
D： 2.4m 
H： 2.9m

Bタイプ
W:  6.1m
D :  2.4m
H :  5.7m

20ton
消費電力：23kW
補 給 水 ：500kg/h
計装空気：20Nm3/h

ドライアイス
150kg/日

液化炭酸
利用モデル

液化炭酸
300kg/日

炭酸ガス
利用モデル

W: 6.1m
D：2.4m
H：2.9m

10ton
消費電力：15kW
補 給 水 ：140kg/h
計装空気：20Nm3/h

炭酸ガス
400kg/日

※排ガス条件により変動いたします
※装置の日常点検の実施が必要となります


