
No. 申請者名 建物（施設）名 建物所在地 建物用途 ZEBの分類

1 糸島市 糸島市新庁舎 福岡県 事務所等 ZEB
Ready

2 株式会社インター・アート・
コミッティーズ

北土浦インター自動車学校
管理棟 茨城県 学校等 Nearly

ZEB

3 エフコープ生活協同組合 エフコープ本部事務棟 福岡県 事務所等 Nearly
ZEB

4 小鹿野町 小鹿野町役場庁舎 埼玉県 事務所等 Nearly
ZEB

5 川上村 川上村新庁舎及び交流防
災センター 長野県 事務所等 ZEB

Ready

6 綜合エナジー株式会社 ペガサス沼田防災SS 広島県 百貨店等 『ZEB』

7 大榮産業株式会社 大榮産業株式会社本社屋 愛知県 事務所等 ZEB
Ready

8 丹波山村 丹波山村新庁舎 山梨県 事務所等 Nearly
ZEB

9 テレ通株式会社 テレ通株式会社 富山県 事務所等 『ZEB』

10 東京冷機工業株式会社 上中里GSCビル 東京都 事務所等 ZEB
Ready

11 豊田市 （仮称）豊田市博物館 愛知県 集会所等 ZEB
Ready

12 株式会社橋本ホールディン
グス （仮称）B.B.BOX焼津 静岡県 事務所等 Nearly

ZEB

13 深川市 深川市庁舎 北海道 事務所等 ZEB
Ready

14 富士川町 富士川町役場 山梨県 事務所等 ZEB
Ready

15 八女市 八女市新庁舎 福岡県 事務所等 Nearly
ZEB
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レジリエンス強化型ZEB実証事業　採択者一覧



No. 申請者名 建物（施設）名 建物所在
地 建物用途 ZEBの分類

1 アイワビルド株式会社 アイワビルド双葉社屋 福島県 事務所等 『ZEB』

2 イワコンハウス新潟株式会社 （仮称）ココファン新潟江南 新潟県 病院等 ZEB
Ready

3 株式会NJS NX羽田ビル 東京都 事務所等 Nearly
ZEB

4 株式会社エネ創 エネ創本社屋 栃木県 事務所等 『ZEB』

5

太田市浜町第二地区第一種市
街地再開発事業共同個人施行
者　関東建設工業株式会社

テナント棟１ 群馬県 事務所等 ZEB
Ready

6 群馬東部水道企業団 群馬東部水道企業団みどり支所 群馬県 事務所等 『ZEB』

7 株式会社ＴＡＮＡＫＡ せん太くん　川内駅前東口店 鹿児島県 百貨店等 『ZEB』

8 丹羽鋼業株式会社 丹羽鋼業株式会社 愛知県 事務所等 Nearly
ZEB

9 中部薬品株式会社 V・drug浄心店 愛知県 百貨店等 『ZEB』

10 DⅠC九州ポリマ株式会社 DIC九州ポリマ㈱新事務棟 大分県 事務所等 『ZEB』

11 日鉄テックスエンジ株式会社 名古屋研修センター 愛知県 事務所等 『ZEB』

12 福島ミドリ安全株式会社 福島ミドリ安全いわき支所 福島県 事務所等 『ZEB』

13 ホーコス株式会社 ホーコス株式会社新本社ビル 広島県 事務所等 ZEB
Ready

14 リコージャパン株式会社 株式会社カリーノ貸事務所 宮崎県 事務所等 『ZEB』
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No. 申請者名 建物（施設）名 都道府県

1 医療法人愛命会 大田病院 山口県

2 青森保険生活協同組合 協立クリニック 青森県

3 アパリゾート株式会社 アパホテル金沢駅前 石川県

4 アパホテル株式会社 アパホテル福井片町 福井県

5 社会福祉法人以和貴会 特別養護老人ホーム　以和貴苑 鹿児島県

6 株式会社ウッデイワールドのざき 株式会社ウッデイワールドのざき　本社 岡山県

7 医療法人社団温故会 直方中村病院 福岡県

8
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井
県済生会 福井県済生会病院 福井県

9 株式会社カインズ カインズ明和店 三重県

10 株式会社カインズ カインズ名古屋みなと店 愛知県

11 社会福祉法人関寿会 特別養護老人ホームはちぶせの里 兵庫県

12 株式会社下松自動車学校 下松自動車学校 山口県

13 医療法人社団慈篤会 三浦病院 宮城県

14 株式会社シャンソン化粧品 （株）シャンション化粧品ビル 静岡県

15 医療法人修腎会　藤﨑病院 医療法人修腎会藤﨑病院 佐賀県

16 社会福祉法人秀明会 特養老人ホームあすーる吹田 大阪府

17 社会福祉法人城陽福祉会 特別養護老人ホームひだまり久世 京都府

18 新川森林組合 新川森林組合事務所 富山県

19 社会福祉法人仁成福祉協会 介護老人保健施設あすか 新潟県

20 医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 千葉県
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民間建築物等における省CO２改修支援事業　採択者一覧



21 株式会社スマート・リソース ホテル小柳 新潟県

22 学校法人聖望学園 学校法人　聖望学園 埼玉県

23 医療法人社団清陽会 富士山麓病院介護医療院 静岡県

24 医療法人洗心会 荒尾中央病院 熊本県

25 第一総合警備保障株式会社 DSKビル 東京都

26 株式会社大起 泉南大阪晴愛病院 大阪府

27 社会福祉法人大福会 特別養護老人ホーム　いちご 福岡県

28 学校法人田中育英会 東京工学院専門学校 東京都

29 天宗社会福祉事業会 瓜破西域在宅サービスステーションてんそう
苑 大阪府

30 学校法人同志社 寒梅館 京都府

31 富山ファースト・リース株式会社 エルダーヴィラ氷見 富山県

32 社会福祉法人のじぎく福祉会 自立支援センターむさしの里 兵庫県

33 社会福祉法人人と緑の大地 すずらんの園 新潟県

34 学校法人福岡海星女子学院 福岡海星女子学院小学校 福岡県

35 社会福祉法人豊寿会 サンライフ彦坂 岐阜県

36 マルホン株式会社 マルホン株式会社本社 宮城県

37 みずほ信託銀行株式会社 RICセントラルタワー 兵庫県

38 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 おかがき病院 福岡県

39 みやぎ生活協同組合 みやぎ生活協同組合亘理店 宮城県

40 医療法人社団明芳会 板橋ロイヤルケアセンター 東京都

41 株式会社やなぎや セレモニーホールやなぎや 山形県

42 学校法人山中学園 如水館高等学校 広島県

43 株式会社ワールドリゾートオペレーション 別府風雅 大分県



ID 申請者名 建物（施設）名 都道府県

2 嘉エ門商事株式会社 ハトリビル 茨木県

1 株式会社大丸企業 内海慈仁有馬病院 兵庫県

3 有限会社薔薇屋 薔薇屋ビル 兵庫県
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テナントビルの省CO2改修支援事業　採択者一覧



ID 申請者名 建物（施設）名 都道府県

採択者なし
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空き家における省CO2改修支援事業　採択者一覧
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