
No 採択者名 建物名 所在地 建物用途 ZEBの分類

1 瀬戸市
瀬戸市立小中一

貫校　校舎棟
愛知県 学校等 ZEB Ready

2 株式会社濱木屋 濱木屋ビル 愛知県 事務所等 『ZEB』

3 社会福祉法人拓心会
有料老人ホーム

ラポール２号館
青森県 病院等 ZEB Ready

4 株式会社琉球銀行
琉球銀行本部支

店
沖縄県 事務所等 Nearly ZEB

5 小矢部市 蟹谷統合こども園 富山県 学校等 ZEB Ready

6 株式会社LCリアルマネジメント
フィル･パーク博多

祇園
福岡県 ホテル等 ZEB Ready

7 株式会社STGコーポレーション ＳＴＧビル 沖縄県 ホテル等 ZEB Ready

8 株式会社リベルダージ 喜代多旅館 富山県 ホテル等 ZEB Ready

9 開成町 開成町新庁舎 神奈川県 事務所等 Nearly ZEB

10 株式会社ベルモニー
ベルモニー会館伊

予
愛媛県 体育館等 ZEB Ready

11 アサヒエンジニアリング株式会社
アサヒエンジニアリン

グ株式会社社屋
静岡県 事務所等 『ZEB』

12 ダイダン株式会社
ダイダン四国支店

エネフィス四国
香川県 事務所等 『ZEB』

13 株式会社金山精機製作所
金山精機製作所

本社ビル
京都府 事務所等 Nearly ZEB

14 アツミ電氣株式会社
アツミ電氣助信

事業所
静岡県 事務所等 ZEB Ready

15 中村建設株式会社
中村建設株式会

社　本社
静岡県 事務所等 Nearly ZEB

16 有限会社駒屋 一の郷 喜陽 福島県 病院等 ZEB Ready

17 東海旅客鉄道株式会社 神領現業事務所 愛知県 事務所等 ZEB Ready

18 株式会社宝輪
株式会社宝輪

津営業所
三重県 事務所等 Nearly ZEB

平成30年度　ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業

採択者一覧表



No 採択者名 所在地 対象

1 株式会社ワイ・アンド・ジェイ 福岡県 安田第５ビル

2 株式会社加藤ビル 福井県 加藤ビル

3
三井住友信託銀行株式会社

日本リート投資法人
東京都 FORECAST高田野馬場

4
三井住友信託銀行株式会社

日本リート投資法人
東京都 三井ウッディビル

5 渡辺コンクリート工業株式会社 千葉県 渡辺ビル

6 株式会社丸杉 愛知県 ヴェッセル丸杉ビル

7 株式会社リンク 福井県 ビジネスホテルCooju

8 三丸興業株式会社 東京都 浜松町エクセージビルディング

9 日星産業株式会社 東京都 日産江戸橋ビル

平成30年度　テナントビルの省CO2促進事業

採択者一覧表



No 採択者名 所在地

1 社会福祉法人　愛泉会 大分県

2 社会福祉法人　東寿会 大阪府

3 社会福祉法人愛宕福祉会 新潟県

4 社会福祉法人　幸 兵庫県

5 社会福祉法人　ふるさと自然村 高知県

平成30年度　既存建築物等の省CO2改修支援事業

（中小規模老人福祉施設）採択者一覧表



No 採択者名 対象

1 近畿日本鉄道株式会社 十条駅・上鳥羽口駅・鵜方駅

2 福岡市交通局 千代県庁口駅

3 大阪市高速電気軌道株式会社 長堀橋停留所

4 福岡市交通局 馬出九大病院前駅

5 福岡市交通局 交通局7、８階

6 横浜市交通局
市営地下鉄①中川駅②仲町

台駅③三ッ沢下町

7 埼玉高速鉄道株式会社
新井宿駅・赤羽岩淵駅~浦

和美園駅間（線路）

8 名古屋市交通局 本陣駅

9 東京都交通局 宝町駅

平成30年度既存建築物等の省CO2改修支援事業

（鉄・軌道）採択者一覧表



No 採択者名 所在地

1 剣淵町 北海道

2 赤井川村 北海道

3 比布町 北海道

4 島牧村 北海道

5 黒松内町 北海道

6 真鶴町 神奈川県

7 下川町 北海道

8 宇佐市 大分県

9 沼津市 静岡県

平成30年度　既存建築物等の省CO2改修支援事業

（地方公共団体所有施設の省CO2改修支援事業）

採択者一覧表



No 申請者名 国立公園

1 株式会社富士レークホテル 富士箱根伊豆国立公園

2 鶴雅リゾート株式会社 阿寒摩周湖国立公園

3 株式会社川湯観光冨士屋 吉野熊野国立公園

4 渓流荘　しおり絵 中部山岳国立公園

5 株式会社　山水荘 磐梯朝日国立公園

6 三井住友ファイナンス＆リース株式 磐梯朝日国立公園

7 一般財団法人　休暇村協会 大山隠岐国立公園

8 有限会社まこと総合企画 瀬戸内海国立公園

9 有限会社　大屋ホテル 富士箱根伊豆国立公園

10 有限会社雲仙福田屋 雲仙天草国立公園

11 株式会社ホテルサンバレー 日光国立公園

12 株式会社スマート・リソース 山陰海岸国立公園

13 株式会社いなとり荘 富士箱根伊豆国立公園

14 オリックス株式会社 瀬戸内海国立公園

15 株式会社大池ホテル 富士箱根伊豆国立公園

16 株式会社新湯ホテル 雲仙天草国立公園

17 有限会社大正池ホテル 中部山岳国立公園

18 株式会社パレスホテル 上信越高原国立公園

平成30年度国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業

採択者一覧表



１．上水道

No 申請者名 建物（施設）名

1 三郷市 北部第二配水場

2 横浜市 保木ポンプ場

3 奈良県 田原本町浄水場

4 福山市 下竹田ポンプ所

5 周南市 中山中継ポンプ場

6 滋賀県 水口浄水場

7 兵庫県 船津浄水場

8 周南市 曙団地ポンプ場

2．下水道

No 申請者名 建物（施設）名

1 中川村 片桐浄化センター

2 たつの市 沢田前処理場

平成30年度 上下水道施設の省CO2改修支援事業

採択者一覧表



ID 申請者名 導入する設備・機器

1 日本電気株式会社 ICT 機器

2 株式会社インターネットイニシアティブ
空調機器、廃熱利用技術、統合マネジメントシス

テム

平成30年度　次世代省CO2型データセンター確立・普及促進事業

採択事業者一覧表


