
2016年4月14日から１６日にかけて「熊本・大分大地震」が発生いたしました。被害にあわれまし
た方々にお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々、ご遺族の皆様に対し深くお悔やみを申
し上げます。

なお、地震や余震の影響により、九州地方の配送の遅延や被災地域へ配達が出来ないことが生じてお
ります。配送については各配送会社のホームページに最新状況が掲載されていますので、あわせてご
確認ください。

【お休み】　９月まで休日でも10：00～15：00の間、店舗にて緊急対応いたします。　緊急連絡先
は納品書に書かれています。
８月のお休みは８月７日、１１日、１３日、１４日、１５日、２１日、２８日
アマゾン・楽天のメガストアは土・日・祝はお休み、　クールストア通販館は日・祝がお休みです。

緊急連絡先：納品書に書かれてある携帯

空調設備
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店舗やオフィスなどの業務用エアコンを
新規交換・工事を行います。神奈川・横
浜で空調設備にお困りの方は、ご相談下
さい。

 

冷えない・温まらない・音がするなどの
空調設備の故障の際には、業務用エアコ
ンの修理工事を行います。まずは、故障
の診断を行いますので、お気軽にお問い
合わせ下さい。

 

業務用エアコンが臭い・カビの臭いがす
る等のトラブルが発生した際に、分解洗
浄を行います。飲食店・病院・オフィス
等どんな場所でも古い業務用エアコンの
分解洗浄ならお任せください。

空調設備の更新情報

空調機からの漏水は汚れが原
因？！

平成27年8月6日　冷凍ケースガラ
ス扉交換作業

平成27年7月30日～31日　Ｓドラ
ッグストア冷凍機更新工事

R443aの処理　某社が充填したガ
スを処分しました

錆が原因で漏水　大口のドラッグ
ストア

ファンモーターの交換作業　ドラ
ッグストアＳ店

他社による断熱（保温）工事の改
修工事

ナイトカバーの交換作業／相模原
のドラッグストア

久里浜／ドラッグストアの空調異
常点検と修理

横浜東口　ジャストⅢ 警備室空調
機漏水点検・修理

掲示板

●ヒートポンプ給湯機 設置に伴う 騒音苦情の防止 について 
詳細：http://coolstore.jp/infomation/post̲271 
●ＡＬＥ形デジタルサーモスタット／ＢＬＥ形ﾃﾞｼﾞﾀﾙヒューミディティスタッ
ト／サギノミヤ製：
対象ロットＮｏ．1510の安全チェック＆不具合品対象製品交換のお願い！（対
象基板
Ｎｏ。1510に該当する商品を購入された方はご連絡を 
フリーダイヤル　080‒800‒8004） 

該当商品製造期間（2015年5月～11月製造分の中の一部）それ以外のロットは
問題ありません。
● 一部の部材が値上げ；特にR22のサービス缶は大手メーカが製造終了の為値
上、ご注意を！
● ダンフォス膨張弁Ｔ２／ＴＥＳ２のラベルの表示変更（ＡＨＲＩ規格採用の
ため）についてこちら
●（フロン排出抑制法）充填回収業者に関する運用の手引き
● 改定フロン法でこうなる！　20141002085357.pdf 
● 電子版　INFREP　行程管理票：https://www.jreco.jp/ 
● 平成２６年横浜市建築局優良専門業者「配管部門」で表彰されました。
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フロン回収・破壊処理

御社がフロンガスを回収
し、当店が破壊処理のみ
を行う

当社でフロンガス回収作
業と破壊処理を行う。

フロン回収機・フロン回
収ボンベのレンタル

当社でできる管理代行業
務の範囲内で対応致しま
す。

フロン回収・破壊処理の更新情報

フロンガス回収・破壊処理 お申込
みフォーム

フロン回収機の各機種

掲示板

【ご注意】　　

【詐欺にご注意】
最近、『環境省・経済産業省の指示により、エアコンに使用されているフロン
類の入替が必要だ』と言って、エアコンに充填されているフロンガス類の入替
作業を勧誘する事例があるようです。詐欺ご注意を！

環境省のＨＰ：http://www.env.go.jp/info/notice̲scam140710.html 

http://www.coolstore.jp/assets_c/2014/12/s-%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E5%BC%8F%E3%81%AE%E6%A7%98%E5%AD%90-1392.php
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経済省のＨＰ　http://www.meti.go.jp/policy/chemical̲management/ozo
ne/kanki.html

【R‒443a, R‒441a, R‒600の注意】 
既存のエアコンにガスを入れ替えることは『改造』となり、メーカーの保証が
受けられません。冷媒ガスを充填する時は、改正フロン法87条3号に基づき、製
品の銘板や取扱い説明書等に表示されたものであるか確認し、機器に適したも
のを充填しなければなりません。　
R‒443ａやＲ‒441ａはプロパンガスを含み、R‒600はブタン系の可燃性ガスで
す。　ガス漏れによる火災、電動工具の火花の引火、モーターの加熱等からの
発火、冷媒破壊処理時の爆発、トラブルや事故を未然に防ぐためにもガスの特
性を理解する必要があります。　
ＷＥＢ上では入れ替えのメリットのみが発信されておりますが、注意が必要で
す。　　
尚、当店では取扱いを行いません。　
詳細は[Q&A]をご覧ください！http://coolstore.jp/wp/qa/r‒443ano

ドレンホースの先端を地面につけてはいけないのは何
故ですか？

室内機吹き出し口からの水漏れはなぜ？　天井カセッ
ト型／天吊り型エアコン

エアコンにノンフロンガスの入れ替えを勧められまし
たが　Ｒ‒600

厨房の頑固な油汚れが取れなくて困っています。

サギノミヤ製の膨張弁の商品番号が分かりません、VPX
とＷＰＸを選ぶには？

2018　５月２７日（金）　第二種冷媒フロン類取扱技
術者講習会　横浜

２０１６年第一種・第二種　冷媒フロン類取扱技術者
講習会日程

2015 11/19　厚木市文化会館　『第二種類冷媒フロン
類取扱技術者講習会』

第４７回　管工機材・設備総合展のお知らせ

2015 9/11（金）第一種冷媒フロン取扱講習会　かな
がわ労働プラザ

会社案内

【基本情報】

社名：株式会社　高野商店
代表：高野 良夫 
住所：神奈川県横浜市西区戸部町7丁目225　電話：045‒322‒0846 
FAX：045‒323‒3177 目印：写真のようにデザインされた自社ビルがあります。 
最寄駅：横浜市営地下鉄線　高島町駅から徒歩3分、京浜急行線　戸部駅から徒歩5分

【セール】

【店　舗】

高野商店　横浜市西区戸部町7‒225　7：45～19：00（土／15：00）日・祝／休み 
(直営)クールストア通販館　日・祝／休み 

よくあるご質問 勉強会

ﾆｸﾅｽ　２０１６　お買得フェア　３月１８日迄
冬のにぎわい市　2015‒2016 WINTER!!　2016年1月30日まで
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(アマゾン)　冷凍空調エアコン工具のメガストア　土・日・祝／休み 
(楽天)冷凍空調エアコン工具のメガストア　土・日・祝／休み

【工事部】

冷凍・冷蔵・空調・エアコンの設備、店舗・スーパーマーケットの設備施工、レストラン・食堂等の設備施工、
空調機器・エアコンの洗浄作業、冷媒（フロンガス）の回収作業

【許　可】

【資　格】

【加　入】

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険（現場労災／雇用・販売労災）・事業総合賠償責任保険　他

【会　員】

【社会貢献】

【その他】

『クールストア』は商標登録されています　登録第５５２１３０５号

アクセス・地図

冷凍空調施設工事事業所　１４Ｂ－２７
一般建設業　熱絶縁工事　神奈川県知事許可　般－２４　第４９７３４号
一般建設業　管工事業　 　神奈川県知事許可　般－２６　第４９７３４号
神奈川県　第一種フロン類回収業者　登録番号　神（気水）第１－４６号
東京都　第一種フロン類回収業者　登録番号　１３１０４３５９
埼玉県　第一種フロン類回収業者　登録番号　埼玉県知事　第　１９１４０２２６号
千葉県　第一種フロン類回収業者　登録番号　１２Ａ１４３１４３
産業廃棄物収集運搬業許可　許可番号　０１４０２０７６５８０
毒物劇物一般販売業登録票　登録番号　第51040119号

第一種　冷媒フロン類取扱技術者証（業務用冷凍空調機器）（一社）日本冷凍空調設備工業連合）
第二種　冷媒フロン類取扱技術者証（業務用冷凍空調機器）（一財）日本冷媒・環境保全機構）
RRC冷媒回収技術者登録　００１６６
職長・安全衛生責任者教育修了　第１９－３４７３
第二種電気工事免状　神奈川県第７９５９１
石綿使用建築物等解体等業務特別教育　第０５１６石０４５号
高所作業車運転　技能講習修了　第５０７１号
溶接作業　神奈川労働局登録番号　第１７号　第４８３１７号

神奈川県冷凍空調設備協同組合会員
（社）日本冷凍空調設備工業連合会員
高圧ガス保安協会会員
横浜商工会議所
公益社団法人横浜中法人会

ＮＰＯ法人 横浜カーフリーデー実行委員会 理事
ヨコハマＮＯＷ プロデューサー

http://coolstore.jp/otoiawase/
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〒220-0042 神奈川県横浜市西...
〒220-0042 神奈川県横浜市西区戸部
町７丁目２２５  
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保存

拡大地図を表示

あなたと他友達24人が「いいね！」しました

空調設備と洗浄・冷媒回収の高野商店

当社のある神奈川県はもちろんのこと、東京都、千葉県、埼玉
県での冷媒回収作業ができるようになりまし
た。http://www.coolstore.jp/news/news01.php

いいね！ コメントする シェア

2015年12月26日

030)お知らせ｜業務用エアコン工事 | 横浜・東...
【お休み】年末年始休暇のお知らせ：店舗  １２月２９日～１月３...

COOLSTORE.JP

空調設備と洗浄・冷媒回収の高野商店
67 いいね！の数

いいね！済み シェア

あなたと他友達35人が「いいね！」しました

横浜  空調部材の高野商店

折りたたみヘルメットの在庫が少なくなっており、ご迷惑をお
掛けしております。出荷が１日～２日遅れることがあります。
申し訳ございませ
ん。http://item.rakuten.co.jp/megastore/10002270/

いいね！ コメントする シェア

4月20日

【楽天市場】DIC 防災用ヘルメット IZANO MET ...
沖縄・離島別途送料。DIC 防災用ヘルメット IZANO MET ホワイト ...

ITEM.RAKUTEN.CO.JP

横浜  空調部材の高野商店
87 いいね！の数

いいね！済み シェア

〒220‒0042 
神奈川県横浜市西区戸部町7丁目225

tel:045‒322‒0846 
fax:045‒323‒3177

サイトメニュー

お役立ち情報 ｜ ご紹介します yappinnのお友達コーナー ｜ セール情報 ｜ フロンガス回収・破壊 ｜
ブログ ｜ 会社案内 ｜ 勉強会のお知らせ ｜ 取り扱いメーカー一覧 ｜ 店舗開業や設備のご相談 ｜
空調設備 ｜ Ｑ＆Ａ ｜ For customers living within Yokohama and suburban area｜ 
お問い合わせフォーム｜ お知らせ｜ サイトマップ｜ フロン回収・破壊処理　掲示板｜ 
プライバシーポリシー｜ 営業カレンダー｜ 空調設備　掲示板｜

業務内容

空調工事｜ 業務用エアコン工事｜ 業務用エアコン洗浄｜ エアコン分解洗浄｜ 業務用エアコン修理｜ フロ
ン回収｜ フロン破壊処理｜ フロン回収機レンタル｜ フロン回収ボンベのレンタル｜ 管理代行業務
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