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リース導入のご提案
リースにて設備導入していただく事で、様々なメリットを享受する事が出来ます。
?リース契約について
リース契約とは、お客さまが選択された物件をお客様に代わってリース会社が購入し、その物件をお客さまに
貸し出す賃貸借契約です。
リース契約のメリット例
①経営資源を有効活用できます
他金融機関からの借入枠を温存することができ、
経営資源を有効にご活用いただけます。
購入時とリース契約(5年)のキャッシュアウト比較

リース契約のメリット例

②費用（減価償却費）を平準化できます
　設備導入時の減価償却費を平準化することができ、
　コスト把握も容易です。
減価償却費とリース契約(5年)の費用比較
減価償却費

（200%定率法）
リース料
(年数）

③金利上昇リスクを回避できます
市場金利の上昇局面においても、リース契約で　決定済の金額に変動はございませんので、金利
上昇リスクを回避できます。
市場金利
リース料

④事務負担を軽減できます
 減価償却・固定資産税納付・動産総合保険加入など煩雑な手続はリース会社が行なうため、経理・総務面での事務負担の軽減に繋がります。
 （お問合せ先）＊＊支店
担当：＊＊　＊＊
TEL/078-261-6646
FAX/078-261-6644

リース料シミュレーション
パターン①  【前提条件】
　導入設備　：窒素ガス発生装置
　　　　　　　コンプレッサ
　物件金額　：　　　　　  円(税別)
　設置工事費：　              円(税別)
　リース期間：96ヶ月
　その他：・動産総合保険加入
　　　　　・期間中の固定資産税含む
　　　　　・メンテナンス含まず
パターン②  【前提条件】
　導入設備　：窒素ガス発生装置
　　　　　　　コンプレッサ
　物件金額　：                 円(税別)
　設置工事費：　              円(税別)
　リース期間：84ヶ月
　その他：・動産総合保険加入
　　　　　・期間中の固定資産税含む
　　　　　・メンテナンス含まず
月額リース料：　　　　　 円(税別)

 リース料総額：　　　　　 円(税別)

  ※上記は参考例であり諸条件により変動します。
月額リース料：　　　　    円(税別)

 リース料総額：　　　　　 円(税別)

  ※上記は参考例であり諸条件により変動します。
　上記以外にも、神戸製鋼グループ製品限定の独自メニューもございます。お客様のニーズに合わせたファイナンススキームをご提案させて頂きます。
お気軽に弊社までお問合せ下さい。

1
http://nxpg.net/pub/shinko-airtech/equip_n2_psa.html
 

2　はどこまでどれを入れるか相談したい感じでした・・・
窒素ガス
　PSA（吸着）式
小型一体型オイルフリー
小型PSA
一体型オイルフリー
小型一体型給油式
チッソメイトミニ
小型E
中型
大型
　膜式
ボンベダッシュ
　深冷式

酸素ガス
　PSA方式
　PVSA方式

その他
　二酸化炭素ガス除去装置
　水素発生装置
　アルゴンガス回収装置
　ヘリウム回収装置
　一酸化炭素回収装置
　エチレン生成装置／プロピレン装置

3 写真
http://nxpg.net/pub/shinko-airtech/onsite.html
 

４
http://nxpg.net/pub/shinko-airtech/pdf/n2-concierge.pdf

もう少しシンプルにしたらと思うのですが・・・
 
■装置をご提供した際の利用イメージ

【工場内に設備を設置・ガス利用】
エンドユーザー様
■業務
・装置の起動、停止（ワンボタン）
・装置の日常点検

【装置を提供】
神鋼エアーテック（株）
■業務
・緊急時の電話対応
・必要に応じ復旧に必要なメーカー対応の手配
・設備の保守（メンテナンス）、定期巡回、定期保守整備

５
http://
それぞれです
ソリューションサービスのところは画像なし

神戸製鋼グループとして長年培われた経験とグループ力でガスを利用したさまざまな産業機器材を提供しています。

超高純度ガス、標準・混合ガス、シールドガスなどをボンベ、可搬式超低温液化ガス容器（LGC）、ローリー車などでお届けします。

▼窒素ガス
　PSA（吸着）式
小型一体型オイルフリー
小型PSA
一体型オイルフリー
小型一体型給油式
チッソメイトミニ
小型E
中型
大型
　膜式
ボンベダッシュ
　深冷式

▼酸素ガス
　PSA方式
　PVSA方式

▼その他
　二酸化炭素ガス除去装置
　水素発生装置
　アルゴンガス回収装置
　ヘリウム回収装置
　一酸化炭素回収装置
　エチレン生成装置／プロピレン装置

窒素ガス発生装置、酸素ガス発生装置、その他のガス発生装置（それぞれ商品を掲載）

●ボンベ交換、手配・発注によるロスタイムを削減
●ガスの使用料、税額控除によるコストの削減

オンサイトガス供給の流れ
http://nxpg.net/pub/shinko-airtech/pdf/n2-concierge.pdf
の図式をアレンジ

Shinko AirTech,Ltd.

導入メリット

導入メリット

窒素ガス　　　　酸素ガス　　   その他のガス

税額
控除
税額
控除

3.ガス利用・産業機器材
神戸製鋼グループの力でさらなるソリューションを

4.産業用ガス、化成品
必要なガスを必要なだけ

●お問い合わせ・お見積もりは

〒657-0873　兵庫県神戸市灘区原田通２-3-16
TEL. 078-261-6550（平日9:00～17：30）／FAX. 078-261-6553
http: //nxpg.net/pub/shinko-airtech/index.html

コンプレッサ（圧縮機）
空気に圧力を加えて容積を縮小し連続的
に送り出すコンプレッサ（圧縮機）は、産業
分野には欠かせません。
設置・使用環境に応じて神戸製鋼グルー
プ の 多 彩
な コ ン プ
レッサから
選 定 い た
だけます。

ウルトラファインバブル気液
混合装置
0 .1～0.2µｍの気泡

（ナノバブル）を高密
度に発生させます。高
い洗浄性、液体性状制
御性、高吸収性、高溶
解性などの特性を持
ち、さまざまな分野で
の利用が可能です。

窒素ガスによる脱酸素装置
（ストリッピング脱酸素装置）
窒素ガスを利用し、液
体に溶け込んだ酸素
を化学薬品を使わず
に除去する装置です。
少量のガスで効率的
に酸素を低減、また装
置の稼動部はポンプ
だけで経済的です。

ガス供給ソリューションサービス
高効率蒸気供給システム、余剰蒸気発電、
蒸気動力圧縮機、低圧蒸気再生、熱利用発
電、ヒートポンプなどを見直すことで、省エ
ネルギー、高効率、CO2 排出量の大幅削減
を実現するソ
リューション
メニューを取
り揃えていま
す。

産業用洗浄剤・エアゾール製品
機械・金属などの工場現
場で人体に付着した油汚
れを環境にも手肌にもや
さしく洗い流す「洗うモン 」

（薬事法で化粧品の認可
取得）のほか、エアゾール
を使用したダストクリー
ナーやオイルスプレーな
どを販売しています。

ドライアイスブラスト洗浄システ
ム、ドライアイスベスト
用途に応じたドライア
イスの提供をはじめ、
ドライアイス粒を高速
噴射して油汚れや塗料
を除去する洗浄システ
ムや熱中症を予防する
ドライアイスベストな
どを販売しています。

▼お届けできるガスの種類

▼産業ガスの供給方法

ボンべガス 可搬液化（LGC）ガス タンクローリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

常温常圧で無色無臭の気体。不活性
ガスの特性を生かしたさまざまな分
野で活用されています。窒素ガス発生
装置を使うことでコストダウン、省エネ
が可能。

常温常圧で無色無臭の気体。強い助燃
性を持ち、酸化剤、助燃剤として使用さ
れています。純度90～93%の高濃度酸素
をオンサイトで空気から製造できる酸素
ガス発生装置での活用がおすすめ。

希ガス（不活性元素）の一つ。常温
常圧で無色無臭。不活性ガスの性
質を生かし、封入ガスとしての用途
が多いほか、金属加工工場でも使
用されます。

常温常圧で無色無臭無味無毒の気
体。空気よりも軽く、燃えないため、
浮揚用ガス、ガスクロマトグラフィ
などの搬送ガスなどとして使用され
ています。

常温常圧で無色無臭の気体。石油化学
プランドなどから回収されたCO2は超
臨界状態にして高機能食品の抽出など
に再利用されています。昇華したドライ
アイスは冷却材などにも活用されます。

常温常圧で無色無臭の気体。原料、還
元剤、燃料などに利用され、発電効率が
高い燃料電池の原料としてその用途が
拡大しています。炭酸水素の水蒸気改
質、水の電気分解などで製造されます。

一般にLPガス、プロパンガスなど呼
ばれる空気よりも重い気体。ブタン、
プロパンを主成分とし、圧縮すること
で、常温で容易に液化できる気体燃
料です。

そのほか、酸、アルカリ、基礎科学品、
霊媒、洗浄液などの化成品も多数用
意しています。詳しくはお問い合わせ
ください。

お届けできるガスの種類
窒素N2　　　　　　　　　　　　　　　酸素O2　　　　　　　　　　　　　　　アルゴンAr　　　　　　　　　　ヘリウムHe

炭酸ガスCO2　　　　　　　　　　　　　　水素H2　　　　　　　　　　　　　　　燃料ガス　　　　　　　　　　その他化成品

シリンダー供給

エア・ウォーターのガスビジネスの原点、それがシリンダー（ガスボンベ）による供給です。全国に広がる供給ネットワークを通して、その1本1本を自分たちの手でお客様のもとまできめ細かにお届けできる安定供給体制を確立しています。

供給の特長

供給量 少量
ガスの種類 酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、水素、ヘリウム、レアガス、特殊ガス、混合ガス
供給特性 1本の充填シリンダーから配送を行います。工業用・商業用から研究用まで、さまざまな用途への少量供給が可能です。産業分野では、特に造船、建設、鉄骨、橋梁、金属加工などで使用されます。

シリンダーや液化ガス容器による供給の中核拠点となるのは「充填所」と呼ばれる施設です。製造工場で生産した液化ガスは、液化ガスローリーによって充填所まで輸送し、充填所に設置されたCEタンク（液化ガスを貯蔵する大型タンク）に納入します。そして、これをシリンダーや液化ガス容器に1本ずつ小分けしていき、トラックに搭載してお客様のもとまで運送します。

ヘリウムHe窒素N2 酸素O2 アルゴンAr 炭酸ガスCO2 水素H2 燃料ガス その他化成品

▼供給イメージ
お客様のガス使用量や使用形態に応じて、さまざまな供給形態でガスを安
定的にお届けします。全国に広がる供給ネットワークを通して、製造工場から
直接液化ガスローリーや充填所で1本ずつ小分けし、トラックでボンベガス
(シリンダー)、可搬式液化(LGC)ガスをお客様のもとまで運送します。

そのほか、酸、アルカリ、基礎化学品、冷媒、洗浄液などの化成品も多数用意しています。詳しくはお問い合わせください。

仮

仮
仮

ガスや空気に圧力を加えて容積を縮小し連続的に送り出すコンプレッサ（圧縮機）は、ガス発生装置には欠かせません。

▼供給イメージ

液化ガスローリー

蒸発器

蒸発器

蒸発器

トラック

トラック

トラック

(LGC)

CE

CE

(シリンダー)

液化ガス工場

LGC
（超低温液化ガス容器）

トラック
(LGC)

各種シリンダー

充填所

工場

工場

工場

工場

（ウルトラファインバブル）

▼オンサイトガス供給の流れ

4.
▼産業ガスの供給方法

ボンベガス

99.999％
107m3液体窒素
容器＋蒸発器

99.999％
ローリー車で

CE貯留＋蒸発器
99～99.999％

7ｍ3充填ボンベ窒素

可搬式液化
（LGC)ガス ローリー

・帯の天地は17mmです。
・ロゴ位置は、上から3ｍｍ、下から2.5ｍｍ、菱マークは左から11mmです。
　住所市は、上下共に3ｍｍ、右から20ｍｍです。
・菱マークは赤色にしてください。
・URLの変更
http://n2-sat.com/
・住所の変更・追加
本　　　　　　　　社　　〒657-0873　神戸市灘区原田通２丁目3-16
TEL（078）261-6550 FAX（078）261-6553
関　東　営　業　所　　〒251-8551　藤沢市宮前100-1
TEL（0446）20-3305 FAX（0446）20-3428

本　　　　　　　社　〒657-0873　神戸市灘区原田通２丁目3-16
　　　　　　　　　　TEL（078）261-6550 FAX（078）261-6553
関　東　営　業　所　〒251-8551　藤沢市宮前100-1
　　　　　　　　　　EL（0446）20-3305 FAX（0446）20-3428http://n2-sat.com/

（記載内容は予告なく変更する場合があります。201703）
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