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報道関係者各位       アイ・ティ・イー株式会社 

アイスバッテリー®G2 カート 311」をアグロ・イノベーション 2011 にて発表 

これまでにない長時間保冷を達成 

 

物品の輸送時に電力を使用せず温度湿度の管理を行える「アイスバッテリーシステム」を開

発・提供しているアイ・ティ・イー株式会社（代表取締役社長：パンカジ・ガルグ、本社：東京都

千代田区新丸ビル）はこれまでにない長時間(72 時間)の保冷カゴ車「アイスバッテリーG2 カー

ト 311」を発表した。アグロ・イノベーション 2011 http://www.jma.or.jp/ai/ja/visitor/about.html、

11月 30日(水)～12月 2日(金) 幕張メッセの富士電機ブース(小間番号：G-12)、にて展示す

る。 

 

さらにアイスバッテリー®は電気冷蔵庫とは異なり、庫内の湿度が 70％以上となり野菜・果

物を優しく保存する。電気冷蔵庫では水分は霜となり庫外に排出されてしまうが、アイスバッテ

リー®は果物・野菜の水分を保ち味・風味を保つ。これまで輸送距離や時間・コストの関係で届

けられなかった都市にも美味しい果物・野菜が安価に配送でき、商圏の拡大が期待できる。 

 アイ・ティ・イー(株)顧問の京都市立伏見工業高等学校ラグビー部総監督の山口良治氏は

次のように述べています。「農家のみなさんが国民の為に一生懸命作物を作り、そのおかげで

私達はエネルギーを与えてもらっています。本当に感謝しています。アイ・ティ・イーにはみなさ

んに対して恩返しの意味で、アイスバッテリー®を開発してもらっています。」 

アイ・ティ・イー株式会社代表取締役社長パンカジ ガルグは以下の様に述べています。英

語の農業を意味するアグリカルチャーは、文化を意味するカルチャーにつながるように、農業
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「アイスバッテリー®ジェネレーション 2(G2) カート

311」は、冷凍・冷蔵装置のない常温トラックでも要冷

蔵・冷凍品を複数の温度帯で一度に輸送できる。コ

ールドチェーンロジスティックスのトラックに高価な冷

凍機が不要なので燃費を改善しフロンガスも使用し

ない。さらに庫内の湿度を高く保つため農産物には

最適である。フルペイロードの場合、庫内温度をこれ

までにない 72時間以上の定温で保つことができ

る。 

アイスバッテリー®は、冷凍食品と同時に、凍らせ

てはならない野菜・果物の様に、異なる温度帯での

保持が必要となる食品等を一度に配送できる。既に

JAL など大手輸送関連企業や温度管理を必要とす

る医薬品関連企業への納入実績がある。 

http://www.jma.or.jp/ai/ja/visitor/about.html
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は社会に重要な役割を占めます。しかし現状は、多くの農家が高齢化して農業のイノベーショ

ンは停滞しています。いまこそ持続的成長と後継する世代が必要です。3 月 11 日の震災では、

東日本の機能が麻痺しました。私は人間のエネルギーは食品であると強く感じました。そして、

それは農業(アグリカルチャー)から始まると確信しました。ITE はコールドチェーンロジスティッ

クスを革新してより良い農作物がより多くの人たちの食卓に並ぶように努力致します。 

English Summary: ITE (Innovation Thru Energy Co., Ltd.) developed a second 

generation IceBattery® Generation 2 Cart311, and it enables farmers to store their 

products at appropriate temperatures and humidity up to 72 hours. It uses special 

refrigeration IceBattery G2 as system. Secondly, it also brings a capability as cold chain 

logistics, to support multiple temperature products on normal truck. We are going to 

showcase this product on Agro-innovation Japan 2011 at Makuhari  

(http://www.jma.or.jp/ai/en/visitor/about.html) on 30th Nov to 2nd Dec at Fuji-Electric 

booth (Booth No.G-12). This product could bring a strategic tool for farmers to keep the 

agriculture product fresh and extend the food life for few more days. 

Pankaj Garg, CEO of ITE said “Culture is Agriculture” and the farmers are at aging 

stage and there is no innovation, sustainability and follow-up generation who could 

continue to do farming. On March 11th during Japan and Fukushima episode, when 

entire East Japan was on completely dead lock stage; I realized that the one of basic 

needs of human energy is food and the base of that is Agriculture. ITE is committed to 

focus and develop innovative product for Cold chain logistics. 

How to access Agro-innovation  place 

 http://www.m-messe.co.jp/en/access/index.html 

○アイ・ティ・イー株式会社 (Innovation Thru Energy Co., Ltd. ITE 社) 
アイ・ティ・イー株式会社は 2007 年に設立。一定温度（-20℃ から +20℃）、長時間（8～120

時間以上）維持できる高精度な温度管理が可能な保冷プレートであるアイスバッテリーシステ
ムを用いた保冷システムを供給している。 http://www.ithrue.com/jp/ アイスバッテリー(R)は
アイ・ティ・イー株式会社の登録商標です。 
○代表者略歴 パンカジ・ガルグ(Pankaj Garg） 

IT、半導体業界など様々な分野の応用研究開発および工学技術、ビジネス開発、戦略マー
ケティングのキャリアを有する。（株）神戸製鋼、（株）安川電機、シーラスロジック（株）、インテ
ル(Intel)等を経て、2007 年に ITE を設立、代表取締役に就任。半導体分野で特許取得。日本、
海外を含む 22 年の IT業界でのキャリアを有する。 
お問い合わせ先： 
アイ・ティ・イー株式会社 (英文社名 Innovation Thru Energy Co., Ltd.） 
〒100-6510 東京都千代田区丸の内１-５-１ 新丸の内ビルディング１０階 日本創生ビ
レッジ内 
ホームページ：http://www.ithrue.com/jp/  
E-mail：info@ithrue.com 電話：03-3287-7327 FAX：03-3287-7328 
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