
Clean & Amenity
お客様に感動を与える技術と心

■大垣方面： 国道21号線を各務原方面へ途中川島ICを降り、右折後JAの交差点を左折約1㌔直進です。

■各務原方面： 国道21号線を大垣方面へ途中長森ICを降り、信号を右折後約1㌔です。

〒501-6003 岐阜県羽島郡岐南町平島４丁目３６番地　TEL：058-247-3711　FAX：058-248-1157
〒501-3152 岐阜県岐阜市岩滝西１丁目４７５番地２　TEL：058-241-3354

本　社
本　店

大垣共立銀行
岐南支店

クスリのアオキ
芋島店

岐阜東
自動車学校

ファミリーマート

旧21号線

五島美容室
　　　本店

岐阜各務原IC

ＪＡ

至
大
垣

至
各
務
原

東
海
北
陸
自
動
車
道

21



経営理念
安心・信頼の未来空調メンテナンスで
お客様の喜びをつくり、共に幸せになる

環境方針
当社の提案する商品・技術・サービスの内容は地球環境に少なからぬ変化を
もたらすものと認識し、全ての企業活動を通じて常に環境保全に取組みます。
中部空調サービスは、環境対応と企業経営を融合し、事業を発展させます。

信　条 利を以って利とせず義を以って利とする

ビジョン 空調業界日本一（№１）の地球環境保全企業となる

代表取締役　藤井 政規

歩みつづけて ５０周年　－輝く未来－
岐阜の総合空調設備会社
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高圧ガス販売認可
高圧機器製造事業届け
認可

岐阜市芥見で藤井義昭が
中部空調サービスを創業
ダイキン工業株式会社
サービス認定店になる

資本金 980 万円に増資

建設業一般管工事業許可おりる

ダイキン工業株式会社特工店となる

資本金 1,500 万円に増資

建設業一般電気工事業許可おりる

建設業一般消防施設工事業許可おりる

資本金 2,000 万円に増資

建設業一般機械器具設置工事業許可おりる

ISO14001：2000 認証を取得

建設業特定機械器具設置工事業
許可おりる

倉庫屋根に太陽光発電設置
中部空調発電所開設

建設業特定管工事業許可おりる

本社：岐阜県羽島郡岐南町平島 4-36
本店：岐阜県岐阜市岩滝西 1-475-2　に移転

岐阜市東中島 3丁目に
本社及び工場を移転

株式会社中部空調サービス設立
藤井義昭が
代表取締役社長に就任

　弊社は、創業より現在に至るまで空調設備の仕事を通じ、多くのお客様に快適な環

境をご提供することに従事して参りました。創業より大切にしてきたことは、お客様の立

場に立って考え対応させていただき、お困りごとを解決することです。お客様の要望に

お応えするために全社員で我々の持っているノウハウ、技術、サービスの品質を高め

それを実現して、貢献していこうというものです。

　お客様に満足、喜んでいただくことが我々の喜びであり、ご愛顧いただき続けられる

企業として日々 イノベーションを行い、努力していくというものです。

　最近では、地球環境の変化により多くの災害が起こっています。環境への取組み

は、空調設備業として、お客様、地域社会のみならず、地球環境貢献という側面から

も、弊社の取組むべき責任として強く意識しております。弊社では、地球環境保全に配

慮した独自の省エネシステム（エコ・ドックシステム）を進め、環境ＩＳＯの取得により地球

環境保全企業としての取組みも積極的におこなっております。

　弊社は、技術とサービスを提供する、社員一人ひとりの「人間力」によってこれを実

現したいと考え、お客様に貢献できる「人財」の育成に力を入れており、これからもお

客様から愛され、貢献できる企業として、人を育て次世代にそして地球環境保全に貢

献できる企業としてこれからも全社員で精進努力して参ります。

空調設備業から快適空間創造業へ
弊社は創業より現在に至るまで、空調設備の設計・施工、

メンテナンスに特化して快適空間のご提供に従事してまいり

ました。

私達が大切にし続けてきたのは、お客様の安心、そして満足

を第一に考えたサービスです。お客様の立場になって考え、

技術・サービスを駆使し「感動」を提供することに努めてま

いりました。

空調設備業としての役割として快適で最適な環境創り、フロ

ンガス取扱いの適正運用、省エネ対策への取り組み、自然

エネルギー活用の推進など空調設備業としてだけでなく、

地球環境にも貢献する企業としての責任を果たせる快適空間

創造業としてこれから行っていきたいと考えております。

沿 革

空調設備を通じてお客様に、社会に地球環境  に貢献。  愛される企業をめざして─
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一、より最上の安心、信頼を提供します。
二、最新の技術・細心の未来空調メンテナンスを提供します。
三、未来環境貢献企業、社会貢献人財の育成を目指します。
四、お客様の喜びを造り、社会と共に幸せになります。

Ｈ30年 5月 建設業許可一般防水工事業
塗装工事業許可おりる

Ｈ23年 3月 代表取締役社長に藤井政規就任

R2年 11月  SDGs宣言



概　要 事業内容

商　　号

創　　業

設　　立

代  表  者

資  本  金

社  員  数

売  上  高

I S O

株式会社中部空調部空調サービス

昭和46年2月

昭和53年4月

藤井 政規

2,000万円

34名（2021年10月時点）
10.2億（2021年2月）

ISO14001：2004（2008年7月月31日）

商　　号

創　　業

設　　立

代  表  者

資  本  金

社  員  数

売  上  高

I S O

大垣共立銀行　岐南支店

十六銀行　笠松支店

名古屋銀行　岐阜支店

高圧ガス販売事業

高圧ガス製造事業

冷凍空調施設工事事業

ダイキン空調機特工店

ダイキンサービス認定店

〒501-6003 岐阜県羽島郡岐南町平島４丁目３６番地

TEL：058-247-3711　FAX：058-248-1157

〒501-3152 岐阜県岐阜市岩滝西１丁目４７５番地２

TEL：058-241-3354

岐阜県、岐阜市、防衛省その他地方公共団体

優良企業・団体　約2,000社

取引銀行

営業許可

本　　社

本　　店

主要取引先

お打合せ
お客様からの問い合わせに対して、営業担当者が訪問しヒアリングを実施します。
空調設備に関することはもちろんのこと、換気・給排水衛生・電気など各設備の
お困りごとや要望等を細かくお伺いし、現状を把握した上で提案をいたします。

設計・提案
営業から情報共有を行ったのち社内で最適なプランを設計します。
必要ならば設計者が再度訪問し、設備のプロがお客様のご要望に沿った機器選定
を行います。また、施工・サービスの各部署とも連携し施工・施工後の使用方法
も考慮した提案をいたします。

施　工
弊社の提案内容にご納得いただきご発注いただくと施工いたします。
管工事施工管理技士、電気工事士、フロン類取扱技術者等、国家資格保有者が「安
全は全てに優先する」の理念のもと、安全と品質にこだわりを持った施工をさせ
ていただきます。

メンテナンス・保守
設置後も快適な環境でご使用していただくためにも、県下有数の技術力を備える
サービスマンがサポート。幅広いメーカーに対応しているため、万が一の故障時
もスピード対応で、お客様のお困りごとを解決いたします。
フロンの定期点検など法改正にあわせた取り組みもお手伝いいたします。

空調設備関連事業
1 空調設備設計施工、修理メンテナンス、保守管理

2 低温倉庫、冷凍冷蔵設備設計施工、保守管理

エコドック関連事業
3 省エネソリューション機器販売施工、保守管理

4 LED 照明設備設計施工、保守管理

5 電力監視及び省電力化設計施工、保守管理

設備関連事業
6 給排水衛生設備設計施工、保守管理

7 機械器具設置工事
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弊社は岐阜県を中心とし、愛知・三重の空調設備の販売、設計・施工、サービスなど
それぞれの作業を別会社へ委託することなく、すべてを自社を行っています。
常にお客様の一番近くで最高のサービスをそれが弊社が提案する「感動」の基本です。

エコドック
ソリューション

工場向け
直販事業

店舗・オフィス
向け直販事業

病院・クリニック
向け直販事業

一般家庭
向け直販事業

官公庁向け

私たち中部空調サービスの誇りです。

Service
サービス

Specialty
専　門

Satisfaction
満　足

Safty
安　全

hiStory
歴　史

エコドックしてますか？
国や地方公共団体が毎年、省エネ性の高い空調機を導入する際に補助金が出ることをご存知ですか？
当社では幅広い情報網を駆使し、最適な方法で施工できる様に改善策をご提案いたします。
フロン排出抑制法への取り組みとして、管理者様の代行で当社のサービスマンが定期的に訪問し、点検
記録簿の作成を代行し、お客様の機器を守ります。

工場内の労働環境改善とエネルギーコスト削減をご提案
工場内の大規模空調、換気、エアー配管、冷却水循環設備、工場内における労働環境等それぞれの工場
様のお悩みや問題点を適切に洗い出し、最適な方法でご提案いたします。
当社営業マンが直接現場へ赴き、先方の設備ご担当者様と実際に現状を把握し、要望を詳細にヒアリン
グし、社内で検討を行い最適で最良なご提案をいたします。

メンテナンスし易く電気代削減につながるエアコンを選定
油を多く使用する店舗では、厨房用エアコンをご提案し、料理や人の熱を計算したエアコン性能を選定。
また、定期的にメンテナンスをしやすい様に設置をいたします。
電気代削減のために定期的に清掃・点検を実施することにより、コンプレッサーの仕事量のロスを減ら
し、快適な使用環境を維持します。

クリーンで快適な空間を設計
一般的に総合病院などは24時間稼動のため、電気代の問題、臭気対策、湿度の問題などの多くの問題を
抱えています。このような場合、温度だけではなく湿度も一緒にコントロールするように設計段階で検討
し、快適でクリーンな空間をご提供します。
建物の大きさや部屋数・使用状況に応じて個別空調・セントラル空調など最適な管理方法で設備のご担
当者様や入居者様や患者様の気持ちを考え安心安全をお届けします。

快適ライフサイクルを実現
昨今デザインハウスが主流となり、埋設配管や室内のエアコンの見た目にこだわりを持つお客様が増え
ている中、こうした要望にも親切丁寧な説明と施工でお応えします。
空気が汚れにくく、火を使わずに高いエネルギー効率と深夜電力で光熱費を大幅節約できるオール電化
も推進しております。クリーンな空気と省エネで快適ライフスタイルをお勧めしています。

空気の品質を追求し続けます
岐阜県はじめ官公庁の発注する工事に携わっています。長年培ってきたノウハウで着工前から本工事そ
して竣工まで安心安全で確実な施工をお約束できます。
公共事業は税金で行われることが多く、その建物の多くは普段一般の方々が利用されています。
建物内で快適に気持ちよく過ごしていただける環境づくりを担うことが誇りであり、無責任な施工は許さ
れないことを忘れずに励んでいきます。

ソリューション 5つの強み

サービス

メーカー問わず迅速なアフターサービスが可能です。

Service

Service
サービス

空調設備の事なら全てお任せください。全メーカー対応で、いつでもお客様
のご要望にお応えします。また、ダイキン工業岐阜№１特工店の実績があり、
高い技術力でお客様のご要望に素早く対応いたします。

サービス

「空調プロ集団」だから一貫した自社対応が可能です。

Service

Specialty
専　門

設計や施工、サービスなどそれぞれの作業を別会社へ委託することなく、そ
のすべてを自社内で行っています。それは、お客様の情報やニーズを社内全
体で共有・把握し、いつでも最適な方法でご提案やサービスを行うことがで
きるからです。

サービス

お客様のニーズに合わせてトータルサポート！

Service

Satisfaction
満　足

一般住宅から工場、病院、公共事業まで用途別に特化した設計で、幅広いユー
ザー様にご満足いただける様、常に最適な方法をご提案します。空調設備の
提案・設計はもちろんのこと、保守・メンテナンスもトータルでサポートい
たします。

サービス

安全第一の確かな技術。

Service

Safty
安　全

私たち中部空調サービスは施工にこだわりを持つ空調プロ集団として安全第
一に施工しております。国家資格保有者も多数在籍しており、万全の体制で
設計・施工・管理にあたります。

サービス

昭和４６年創業。地域に根付いた企業です。

Service

hiStory
歴　史

昭和４６年創業、空調設備の専門として始めた会社、中部空調サービスは快
適空間をご提供するため、従事してきました。また、地域の皆様に愛される
会社を目指し、６Ｓの実施や、近所の公園の清掃、世界のこどもにワクチン
の寄付を行っております。

s5つの5 強み
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