


快適な作業空間をつくることは

ヒトにも地球にもやさしい
私たちカマクラは創業以来、作業空間で働くヒトの健康・快適に寄り添い、

環境負荷にも配慮した多くの製品・サービスを開発・提供してきました。

気候変動による温暖化や消費エネルギー削減などの社会課題・環境課題

と向き合い、人々の健康・快適を求めて、私たちはこれからも確かな製品・

サービスを通して社会に貢献していきます。



「快適作業空間の実現」に向けて
カマクラが目指すソリューション・コンセプト

快適作業空間

作業空間を快適化するための課題とソリューションは、お客様によりそれぞれ異なります。

私たちは、確かな技術力や新たな技術の探究、豊富な経験などを駆使し、

最適で価値のある製品・サービスを創出・提案しつづけます。

人や設備を取り巻く空気や光、音、熱を総合的にコントロールし、

快適にした環境

働くヒトの
健康・快適

施設の
環境改善

消費エネルギー
の削減

コンサルティングコアテクノロジー ＋ 新技術

換気、気化熱、送風、水冷などのテクノロジーの組み合

わせや新技術の研究などにより、課題解決に求められ

る製品・サービスを開発していきます。

長年積み上げてきたノウハウを駆使し、作業空間全体の

最適化を見据えた企画・提案を促進します。

実現に向けたカマクラのソリューション



冷水循環式 身体冷却システム 『COOLEX』

クーレックスは、小型チラーで作った冷水をウェア内に循環させて人を冷やす新発想のクールウェアです。
温暖化や酷暑化が進む真夏の作業空間において、 「人を直接冷やす」 ことで快適化を実現するという新し
い発想で開発されました。効率的かつ効果的な冷却を実現するため、これまで社内にノウハウの無かった
水冷技術に着目。専任の技術者を新たに採用し、独自のプロジェクトチームを立ち上げ、製品開発を実現
しました。

● 顧客ニーズの把握
● 作業空間全体を俯瞰した最適提案
● 社会的な環境ニーズ・課題の把握

● 潜在ニーズを探り出す発想力
● 課題解決のための技術開拓
● 新技術の研究・既存技術との組み合わせ

お客様・社会ニーズに応える
新製品開発

営業 ・ コンサルティング企画 ・ 開発

柔軟な発想が生み出す
カマクラの新製品開発

私たちの製品・サービスの価値は、お客様や社会のニーズに応えることにあります。

作業空間の快適化に必要なものを常に考え、これまで培った技術の活用だけでなく、

常に新しい技術・解決策を模索する柔軟な発想で、新製品開発を追求しつづけます。

カマクラの理念

行動規範

積極・誠実・正確
使命

快適作業空間の実現
基本方針

顧客満足の向上・人材育成の推進



スモークハッチ
（排煙ハッチ）

排煙形ドーム

単体形ドーム
（固定式）

エアカーテン
（吹き下ろし式）

グリーンキーパー
（冷蔵庫用加湿機）

ユニットヒータ
（温風暖房装置）

エアカーテン
（対向横吹き式）

クーレックス
（身体冷却システム）

屋内移動形クールルーフファン
（気化放熱式涼風扇）

ポータブルファン
（局所給排気装置）

ユニットクーラー
（熱交換式涼風扇）

アクアクールミニ
（気化放熱式涼風扇）

ブルージェットファン
（強力送風機）

搬送ファン
（サイレンサ付）

搬送ファン

平形搬送ファン

クリーンファン（壁取付形）
（中性能フィルタ付給気ファン）

クールルーフファン（上吹出形）
（気化放熱式涼風給気装置）

給気ユニットファン
（粗塵フィルタ付給気ファン）

クールクリーンファン（上吹出形）
（気化放熱式涼風給気装置）

クールルーフファン（下吹出形）
（気化放熱式涼風給気装置）

クリーンファン（室外据置形）
（中性能フィルタ付給気ファン）

ルーフファン（FRP製）

ルーフファン（鋼板製・SUS製）

ルーフファン（アルミ製）

ユニットファン（排気）

環境改善を促進する製品ラインアップ
カマクラの豊富な製品・サービスを紹介します。

涼風
水の気化熱の利用により、外気を涼
しくきれいな空気に変えて供給。冷
房技術に頼らない空間の冷却化で、
省エネ・省コスト化を実現します。

採光・排煙
自然光と新鮮な空気を効率よく取
り入れ、電力エネルギーの省力化
を実現。快適作業空間の実現と省
エネを両立します。

身体冷却
「人を直接冷やす」という新発想
に基づき開発された身体冷却シス
テム。酷暑環境をはじめとしたあ
らゆる環境下での作業者の快適
化実現を目指します。

換気
多彩なラインアップの排気・給気
ファンでさまざまな換気ニーズにお
応えします。

送風
熱気・蒸気対策、製品冷却、ヒュー
ム対策など、作業空間における空
気の課題を、用途に合わせた多彩
な送風技術で解決します。

クールルーフファン

ルーフファン

ブルージェットファン

クールクリーンファン

採光形スモークハッチ

ユニットファン

ブルージェットファン 省エネ形

アクアクールミニ

排煙形ドーム

クリーンファン

搬送ファン

クーレックス



施設全体を俯瞰し最適提案を実現する
コンサルティング&サービス
製品・サービスの最適化を実現する各種サービスを紹介します。

カマクラの

トータルコンサルティング

長年に渡って培ってきた換気・涼風・送風などの豊富な
技術知識と、多様なお客様の作業空間の快適化に取り組
んできた現場を見る確かな力で、施設に必要な価値ある
製品・サービスを最適提案。将来を見据えた本質的な快
適作業空間の実現を目指します。

施設・作業空間全体の
快適化に向けた課題発見

●施設の実地調査

●ヒアリング

解決に向けた多角的な提案

●最適な製品・ソリューション提案

●施設・課題に応じた変更対応

●換気計画書作成など

納入・アフターフォロー
●設置工事・施工管理

●納品後の効果検証

●さらなる改善提案

施設や空調、換気などに関わる様々な事業や取り組みを行っています。

空調ダクトのプランニング・施工 レンタル事業 製品カスタマイズ・特注品 換気セミナー

設 備 工 事におけるダクト
全般（矩形ダクト・長尺フ
レキ・グラスウールダクト）
のプランニング、施 工 管
理を請け負います。

涼風・送風・加湿などの
季 節・ 期 間 限 定 の 製 品
ニーズに応えるため、一
部製品のレンタルサービ
スを行っています。

特殊な工場で必要とされ
る製 品カスタマイズ・特
注品の製作にも対応して
います。

工場換気の基礎知識など
のセミナーを開 催。当 社
がこれまで培ってきた豊富
なノウハウを広く発信して
います。

1 2 3



全国への納入を可能とする
営業・サービス体制
全国各地に点在する営業所とセンターにより、全都道府県でのサービスが可能です。

実際の製品・導入効果を確認できる見学施設　

東日本と西日本の 2ヶ所にあるセンターでは、様々な製品の導入効果の体験が可能です（要予約）。
環境への取り組み
株式会社 鎌倉製作所は、地球温暖化やオゾン層の破壊、資源エネルギーの枯渇への対応や廃棄
物処理に関する様々な問題など、地球・地域の環境保全に対して大きな関心を持ち、積極的な取
り組みを行っています。「持続可能な循環型社会」の実現に向けて、会社と社員の一人ひとりが地
球にやさしい活動を様々なレベルで推進します。

佐久平開発センター 姫路センター

〒385-0035 長野県佐久市瀬戸553-15 〒679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加509-3

●静岡営業所
〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川1-11-28 MAビル3F
TEL 054-202-8620　FAX 054-202-8624

●名古屋営業所
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-11-17 みのかめビル5F
TEL 052-733-2811　FAX 052-733-2814

●大阪営業所
〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町9-4-5 新谷九ビル2F
TEL 06-6768-0345　FAX 06-6768-0348

●姫路センター
〒679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加509-3
TEL 0790-24-8864　FAX 0790-24-8866

●広島営業所
〒730-0802 広島県広島市中区本川町2-1-9 日宝本川町ビル3F
TEL 082-291-4771　FAX 082-291-4773

●福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル2F
TEL 092-441-6460　FAX 092-441-6487

●長野営業所 ●長野センター
〒381-2217 長野県長野市稲里町中央4-21-41 〒381-2217 長野県長野市稲里町中央4-21-41
TEL 026-283-9220　FAX 026-283-9225 TEL 026-283-9223　FAX 026-283-9225

●佐久平開発センター
〒385-0035 長野県佐久市瀬戸553-15
TEL 0267-63-6848　FAX 0267-63-6849

●仙台営業所
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サンアドバンスビル8F
TEL 022-257-0319　FAX 022-257-7267

●本社
〒107-8623 東京都港区北青山2-7-11
TEL 03-3403-4311　FAX 03-3470-7331

●東京営業所 特需課
〒107-8623 東京都港区北青山2-7-11 〒107-8623 東京都港区北青山2-7-11
TEL 03-3403-4308　FAX 03-3403-4319 TEL 03-6857-4508　FAX 03-3497-5059

COOLEX事業部 工事部
〒107-8623 東京都港区北青山2-7-11 〒107-8623 東京都港区北青山2-7-11
TEL 03-3403-0881　FAX 03-3403-6353 TEL 03-3403-4313　FAX 03-3403-1531

環境方針
◦ 各装置・システムに関する、研究・開発・製造・販売等の事業活動において、環境汚染の予防に努め、継続

的な改善を行います。
◦ 環境関連の法規則、条例および当社が同意するその他の要求事項を遵守し、環境保全に取り組みます。
◦ 当社の事業活動、製品およびサービスが環境に与える影響の中で、次の項目を重要テーマとして取り組みます。
 • 環境効果の高い技術をもとにして製品の開発、設計、製造および販売を行います
 • 有害な化学物質の使用抑制・削減に努めます
 • 廃棄物の削減を図ります
 • 日常の業務活動における3R（リユース、リデュース、リサイクル）に取り組みます



会社概要

産業用換気装置、送風機、採光・排煙機器等の設計、製作、販売及び設置工事
上記製品のレンタル、リース業務及び割賦販売
身体冷却システムの研究、開発、設計、販売及び設置工事
ダクト工事の請負

業務内容

Kamakura ‘Advanced K’ ～常に未来へ向かって前進するカマクラ～
シンボルマークは、未来へと力強く前進する様子を頭文字「K」と「矢印」をモチーフに表現しています。
ロゴタイプは曲線で柔らかみを持たせ、空気や水の「流れ」・人や環境への「やさしさ」を表しています。

カマクラ・ロゴマーク

◦ 基本方針 ◦ 行動規範

 顧客満足の向上を目指します  積極・誠実・正確を旨に行動します
 人材育成を積極的に推進します

作業空間環境を快適にします企業理念

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業に認定
仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやすい職場の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる中小
企業を認定し、その取組を応援する「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定」。カマクラでは、2016 年度より現在
に至るまで「子育て支援分野」と「働きやすい職場環境づくり分野」にて、継続的に認定を受けています。

社名 株式会社鎌倉製作所

設立 1951年6月14日

本社所在地 東京都港区北青山2-7-11

資本金 130,000,000円

代表取締役 堀江 威史

主要取扱製品 産業用屋上換気装置 ルーフファン
気化放熱式涼風装置 クールルーフファン　クールクリーンファン　アクアクールミニ
産業用換気装置 ユニットファン　クリーンファン　給気システムファン
産業用送風機 ブルージェットファン　ポータブルファン
産業用暖房装置 ユニットヒータ
産業用エアカーテン エアカーテン
採光・排煙装置 スモークハッチ　ライトドーム
身体冷却システム クーレックス

建設業許可 国土交通大臣許可（般-28）第18702号 管工事業
国土交通大臣許可（般-28）第18702号 内装仕上工事業
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