
平成 29 年度業務⽤施設等における省 CO2 促進事業採択者⼀覧 
１．テナントビルの省 CO2 促進事業 

申請者名 
申請者 

所在地 
対象施設名 

⾚⽻不動産株式会社 ⻑野県 ⾚⽻ビル 

株式会社東京テレポートセンター 東京都 有明フロンティアビル 

下関フィッシャーマンズワーフ株式会社 ⼭⼝県 カモンワーフ 

株式会社松原興産 京都府 エスカールなんばビル 

安⽥産業株式会社 福岡県 安⽥産業株式会社 安⽥第 7 ビル 

名古屋ビルディング株式会社 愛知県 名古屋第⼀ビル 

ワイズ株式会社 静岡県 第 1 ヨシコン常磐町ビル 

三井住友信託銀⾏株式会社 

MCUBS Mid City 投資法⼈ 

東京都 

東京都 
ツイン 21 

合資会社 太朋商事 神奈川 東武太朋ビル 

名古屋ビルディング株式会社 愛知県 名古屋第⼀ビル・アネックス 

株式会社コムス 東京都 COMS ビル 

東京信⽤販売株式会社 神奈川県 東京信⽤販売ビル 

株式会社マイホーム 千葉県 ランドロームフードマーケット都賀店 

株式会社つる家 東京都 つる家ビル 

三菱 UFJ 信託銀⾏株式会社 

⽇本リート投資法⼈ 

東京都 

東京都 
ラ・ベリテ AKASAKA 

有限会社宗村管財 東京都 SS ビル 

 



２．ＺＥＢ実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業 

申請者名 
申請者 

所在地 
対象施設名 

株式会社⽇本電⼯  ⼤分県 株式会社 ⽇本電⼯ ビル  

⾼島市 滋賀県 ⾼島市役所庁舎 

株式会社サンコウ設計 奈良県 SANHON ビル 

株式会社モーリショップ ⼤阪府 株式会社モーリショップ名古屋⽀店 

SPT.E.MAKIBA 合同会社 北海道 (仮称)江別蔦屋書店 C 棟 

オークス株式会社 ⽯川県 オークス セレモニーホール藤江 

株式会社加治川の⾥ 新潟県 グループホーム加治川の⾥ 

テラル株式会社 広島県 テラル株式会社 本社事務所棟 

社会福祉法⼈健晴会 福岡県 すばる保育園 

株式会社加治川の⾥ 新潟県 株式会社加治川の⾥本社 

株式会社加治川の⾥ 新潟県 ディサービスセンター加治川の⾥ 

株式会社三建ビルデイング 東京都 札幌 SB ビル 

峰光電⼦株式会社 神奈川県 峰光電⼦株式会社本社ビル 

しらさぎホールディングス株式会社 熊本県 ⽩鷺電気⼯業株式会社 本社ビル 

北⽇本モーター株式会社 富⼭県 呉⽻⾃動⾞学校 

個⼈事業者 沖縄県 － 

 



３．既存建築物等の省ＣＯ2 改修⽀援事業  
①中⼩規模⽼⼈福祉施設 

申請者名 所在地 対象施設名 

三井住友ファイナンス 

＆リース株式会社  
東京都 特別養護⽼⼈ホーム湯々館 

社会福祉法⼈ ⾼宮美⼟⾥福祉会 広島県 ⾼美園 

公益財団法⼈ 脳⾎管研究所 群⾺県 介護⽼⼈保健施設アルボース 

社会福祉法⼈ 仁寿会 広島県 特別養護⽼⼈ホームハートフル⽵原中央 

社会福祉法⼈ せんだん会 島根県 特別養護⽼⼈ホームやすぎの郷 

株式会社キューコーリース  福岡県 介護⽼⼈保健施設清⾵苑 

医療法⼈ 真和会 ⼤阪府 介護⽼⼈保健施設プリオール 

社会福祉法⼈ 新⽣寿会 岡⼭県 きのこ⽼⼈保健施設 

社会福祉法⼈ 聖桜会 茨城県 特別養護⽼⼈ホームすずらんの⾥ 

株式会社⽇医リース  東京都 
介護⽼⼈保健施設境⽊の丘 

特別養護⽼⼈ホーム快⾵苑 

社会福祉法⼈ 新潟南福祉会 新潟県 特別養護⽼⼈ホーム虹の⾥ 

オリックス株式会社  東京都 プレジール箕島 

株式会社⽇医リース  東京都 ⾼齢者総合福祉施設ウィローふたば 

社会福祉法⼈ 慈幸会 三重県 特別養護⽼⼈ホームすいせんの⾥ 

京葉住設株式会社  千葉県 特別養護⽼⼈ホーム船橋百寿苑 

社会福祉法⼈ 多邦会 ⼤阪府 ひばり苑 

社会福祉法⼈ 湖成会 静岡県 特別養護⽼⼈ホーム百恵の郷 

社会福祉法⼈ くだまつ平成会 ⼭⼝県 特別養護⽼⼈ホームほしのさと 

社会福祉法⼈ 楽慈会 奈良県 ケアハウス/デイサービスセンターらくじ苑 

医療法⼈社団 三喜会 神奈川県 介護⽼⼈保健施設ライフプラザ鶴巻 

社会福祉法⼈ 福岡ケアサービス 福岡県 
ケアハウス「桜ガーデン⽣の松原」 

及びグループホーム「安養」 

三菱 UFJ リース株式会社  ⼤阪府 医療法⼈育和会育和会介護⽼⼈保健施設ひまわり

社会福祉法⼈ ⻘⾕福祉会 京都府 特別養護⽼⼈ホーム加茂の⾥ 

医療法⼈社団 榮紀会 静岡県 介護⽼⼈保健施設みしゅくケアセンターわか葉 



社会福祉法⼈ 清和園 京都府 特別養護⽼⼈ホーム城南ホーム 

社会福祉法⼈ ふじみ野福祉会 埼⽟県 特別養護⽼⼈ホームむさしの等 

株式会社⽇医リース  東京都 潤⽣園 

医療法⼈社団 晃和会 宮城県 介護⽼⼈保健施設 リンデンバウムの杜 

社会福祉法⼈ よしみ会 ⼤阪府 特別養護⽼⼈ホーム泉北園百寿荘 

社会福祉法⼈ 神⼾中央福祉会 兵庫県 特別養護⽼⼈ホーム⼭⼿さくら苑 

社会福祉法⼈ 愛光会 熊本県 あいこう 

株式会社⽇医リース  東京都 介護⽼⼈保健施設⻄⾕憩いの家 

社会福祉法⼈ 湘南望⻘会 神奈川 特別養護⽼⼈ホーム汐⾒台パシフィックステージ

社会福祉法⼈ カルスト会 ⾼知県 梼原ふじの家 

社会福祉法⼈ のじぎく福祉会 兵庫県 ケアハウス津名やすらぎの⾥ 

社会福祉法⼈ 佳翔会 ⼤阪府 コムシェいばらき 

医療法⼈ 松徳会 ⼤阪府 介護⽼⼈保健施設⽼健ふじさか 

医療法⼈社団 静恒会 東京都 介護⽼⼈保健施設コージーハウス はすぬま 

社会福祉法⼈ 祥雲会 岐⾩県 ケアハウスあかつき 

社会福祉法⼈ 博愛福祉会 京都府 特別養護⽼⼈ホームグリーンプラザ博愛苑 

三井住友ファイナンス 

＆リース株式会社  
東京都 介護⽼⼈保健施設瑞穂の⾥ 

社会福祉法⼈ 市⽐野福祉会 ⿅児島県 養護⽼⼈ホーム和光園 

社会福祉法⼈ ⼗条⿓⾕会 京都府 特別養護⽼⼈ホームビハーラ⼗条 

社会福祉法⼈ 枚⽅療育園 埼⽟県 社会福祉法⼈枚⽅療育園南河原福祉の⾥ 

株式会社⽇医リース  東京都 介護⽼⼈保健施設こころ 

社会福祉法⼈ 寿会 滋賀県 社会福祉法⼈寿会常輝の⾥ 

株式会社関電Ｌ＆Ａ  ⼤阪府 ⽯⽥デイサービスセンター 

医療法⼈ 常葉会⻑与病院 ⻑崎県 通所リハビリテーションすずらん 

株式会社⽇医リース  東京都 介護⽼⼈保健施設ふるさとの森 

社会福祉法⼈ けいびん会 島根県 デイサービスやまももの家 

⼀般社団法⼈ ⾅杵市医師会 ⼤分県 ⾅杵市医師会介護⽼⼈保健施設南⼭園 

社会福祉法⼈ 三省会 ⻑崎県 社会福祉法⼈三省会やまずみ荘 



社会福祉法⼈ カナン ⼤阪府 社会福祉法⼈カナン 

社会福祉法⼈ 南陽恵和会 ⼭形県 特別養護⽼⼈ホームこぶし荘 

社会福祉法⼈ 

⼤阪聴覚障害者福祉会 
⼤阪府 特別養護⽼⼈ホームあすくの⾥ 

川崎医療⽣活協同組合  神奈川県 介護⽼⼈保健施設樹の丘 

社会福祉法⼈ アルペン会 富⼭県 ケアハウスとやま 

医療法⼈社団 東華会 神奈川県 介護⽼⼈保健施設たかつ 

株式会社昭美会  ⼤阪府 介護付有料⽼⼈ホームふる郷 

医療法⼈ 清仁会 ⼤阪府 若⼭荘 

社会福祉法⼈ 慈恵園福祉会 ⼤阪府 介護⽼⼈保健施設あかしあ 

三井住友ファイナンス 

＆リース株式会社  
東京都 淀川キリスト教病院⽼⼈保健施設 

社会福祉法⼈ 功有会 奈良県 特別養護⽼⼈ホーム⼤和園⽩鳳 

株式会社⽇医リース  東京都 特別養護⽼⼈ホーム シルバーハイツ宮崎 

社会福祉法⼈ 天聖会 ⼤阪府 社会福祉法⼈天聖会ケアハウスオーパス 

社会福祉法⼈ 福陽会 ⻑崎県 軽費⽼⼈ホームケアハウス⼤浜 

社会福祉法⼈ 博仁会 福岡県 特別養護⽼⼈ホームリハモール福岡 

三菱電機クレジット株式会社  愛知県 特別養護⽼⼈ホームフルハウス 

 

  



②鉄・軌道関連施設 

申請者名 所在地 対象施設名 

⼤阪市交通局 ⼤阪市 ⼤阪市⾼速電気軌道第２・６号線 南森町駅 

名古屋市 交通局 愛知県 市営地下鉄東⼭線星ヶ丘駅 

伊⾖急⾏株式会社 静岡県 伊⾖⾼原駅 

埼⽟⾼速鉄道株式会社 埼⽟県 
⾚⽻岩淵駅〜浦和美園駅間（トンネル内） 

鳩ヶ⾕駅 

神⼾市交通局 兵庫県 
神⼾市営地下鉄海岸線 新⻑⽥駅 御崎公園駅 中央市

場前駅 ハーバーランド駅 御崎⾞両基地⾞両⼯場 

九州旅客鉄道株式会社 福岡県 ⼩倉駅 

九州旅客鉄道株式会社 福岡県 博多駅 

⼤阪市交通局 ⼤阪府 ⼤阪市⾼速電気軌道第７号線 蒲⽣四丁⽬駅 

横浜市交通局 神奈川県 横浜市営地下鉄 三ツ沢上町駅、⽚倉町駅、岸根公園駅 

⾸都圏新都市鉄道株式会社 東京都 ⻘井駅 六町駅 南流⼭駅 みらい平駅 つくば駅 

埼⽟新都市交通株式会社 埼⽟県 加茂宮駅 東宮原駅 沼南駅 

⼤阪市交通局 ⼤阪府 2 号線駒川中野駅 

近畿⽇本鉄道株式会社 ⼤阪府 
⼤阪線 新⻘⼭トンネル、垣内トンネル 

名古屋線 名古屋地下トンネル     

名古屋鉄道株式会社 愛知県 ⽝⼭検査場 

⼤阪市交通局 ⼤阪府 4 号線⾼井⽥駅 

神⼾市交通局 兵庫県 ⻄神⼭⼿線（板宿駅〜新⻑⽥駅 ずい道内） 

福岡市交通局 福岡県 空港線姪浜駅 

福岡市交通局 福岡県 空港線博多駅 

 

  



③地⽅公共団体所有施設のリース⼿法を⽤いた⼀括省 CO2 改修 （バルクリース） 
 

市町村名 

我孫⼦ 

浦添市 

秩⽗市 

栃⽊市 

 


