
No 補助事業名 申請者名 事業場所

1 苫小牧Ｉ・ＴＥＣデータセンタービル照明機器節電改修工事 株式会社Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 北海道

2 ゴルフ５大曲店節電改修工事 株式会社アルペン 北海道

3 イオン北海道株式会社 イオン岩見沢店 照明ＬＥＤ化工事 イオン北海道株式会社 北海道

4 イオン北海道株式会社 イオン千歳店 照明ＬＥＤ化工事 イオン北海道株式会社 北海道

5 池脇会計 本社ビル節電改修工事 税理士法人池脇会計事務所 北海道

6 株式会社いちまる ルーキー店 冷蔵冷凍設備節電改修工事 株式会社 いちまる 北海道

7 イトーヨーカドー釧路店 節電改修工事 株式会社イトーヨーカ堂 北海道

8 有限会社　井上商事　活菜旬魚さんかい本店節電改修工事 有限会社 井上商事 北海道

9 有限会社　井上商事　活菜旬魚さんかい環状東店節電改修工事 有限会社 井上商事 北海道

10 上田商事株式会社 ホテル平安節電改修工事 上田商事株式会社 北海道

11 上田商事株式会社 本社・店舗節電改修工事 上田商事株式会社 北海道

12 グラーネ北の沢節電改修工事 NTTファイナンス株式会社 北海道

13 帯広第一病院節電改修工事 ＮＴＴファイナンス株式会社 北海道

14 帯広西病院節電改修工事 ＮＴＴファイナンス株式会社 北海道

15 音更病院・老健とかち節電改修工事 ＮＴＴファイナンス株式会社 北海道

16 釧路鶴ヶ岱啓生園節電改修工事 ＮＴＴファイナンス株式会社 北海道

17 エム・エンタープライズ株式会社 店舗節電改修工事 エム・エンタープライズ株式会社 北海道

18 応用地質株式会社 札幌支社照明改修工事 応用地質株式会社 北海道

19 大槻食品館函館店節電改修工事 大槻食材株式会社 北海道

20 西條百貨店士別店における省エネルギーＥＳＣＯ事業 オリックス株式会社 北海道

21 株式会社桂和商事 第３７桂和ビル節電改修工事 株式会社桂和商事 北海道

22 株式会社桂和商事 桂和大通ビル３８節電改修工事 株式会社桂和商事 北海道

23 北雄ラッキー株式会社 ラッキー新琴似四番通店 照明改修工事 北雄ラッキー株式会社 北海道

24 北王コンサルタント株式会社 札幌支社ビル節電改修工事 北王コンサルタント株式会社 北海道

25 株式会社北のたまゆら 北のたまゆら桑園節電改修工事 株式会社 北のたまゆら 北海道

26 株式会社クリーンリバー　北のたまゆら江別節電改修工事 株式会社クリーンリバー 北海道

27 株式会社クリーンリバー　北のたまゆら東苗穂節電改修工事 株式会社クリーンリバー 北海道

28 株式会社クリーンリバー 北のたまゆら厚別節電改修工事 株式会社クリーンリバー 北海道

29 グローヴエンターテイメント　エドゥ札幌節電改修工事 グローヴエンターテイメント株式会社 北海道

30 グローヴ センティールラセゾン中島公園節電改修工事 グローヴエンターテイメント株式会社 北海道

31 グローヴ センティールラセゾン函館節電改修工事 グローヴエンターテイメント株式会社 北海道

32 株式会社 興商 興商ビル節電改修改修工事 株式会社 興商 北海道

33 社会医療法人 康和会 篠路病院 照明器具更新工事
社会医療法人 康和会 札幌しらかば台篠
路病院

北海道

34 （有）ゴトウフーズ 店舗節電改修工事 有限会社 ゴトウフーズ 北海道

35 札幌優翔館病院照明器具改修工事 医療法人社団 札幌優翔館病院 北海道

36 札幌三信倉庫株式会社 本社ビル節電改修工事 株式会社札幌北洋リース 北海道

37 札幌トヨタ商事株式会社（エステイビル）節電改修工事 札幌トヨタ商事株式会社 北海道

38 株式会社ＳＡＶＡＮＮＡ 本社ビル節電改修工事 株式会社ＳＡＶＡＮＮＡ 北海道

39 釧路全日空ホテル節電改修工事 ＧＨＳ 株式会社 北海道

40 株式会社セラビ セラビ東ビル節電改修工事 株式会社セラビ 北海道

41 株式会社大宝グループ『ゴッドステージ』節電改修工事 株式会社 大宝グループ 北海道

42 株式会社大宝グループ『パーラーゴールデンゴッド』節電改修工事 株式会社大宝グループ 北海道

43 株式会社大宝グループ『ゴッドスロットパーク』節電改修工事 株式会社大宝グループ 北海道

44 株式会社タカハシ　スリラーカラオケ南３条店節電改修工事 株式会社タカハシ 北海道

45 株式会社タカハシ　歌屋北３条店節電改修工事 株式会社タカハシ 北海道

46 ＪＡとうや湖（虻田支所）節電改修工事 とうや湖農業協同組合 北海道

47
トーホウリゾート株式会社 名湯の宿パークホテル雅亭節電改修工
事

トーホウリゾート株式会社 北海道

48 トーホウリゾート株式会社 ホテルまほろば 節電改修工事 トーホウリゾート株式会社 北海道

49
特定医療法人 とこはる 介護老人保健施設 おおぞら 空調機入替
に伴う節電改修工事

特定医療法人 とこはる 北海道
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50 富川農業協同組合　Ａコープ店舗　節電改修工事 富川農業協同組合 北海道

51 ハーモネートビル節電改修工事 日本ＧＥ株式会社 北海道

52 お宝鑑定館苫小牧店 節電改修工事 日本リサイクル研究所有限会社 北海道

53
野口観光マネジメント株式会社 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館 ＬＥＤ照明設
置工事

野口観光マネジメント 株式会社 北海道

54 野口観光マネジメント株式会社　湯元啄木亭　ＬＥＤ照明設置工事 野口観光マネジメント 株式会社 北海道

55
野口観光マネジメント株式会社 湯元ホロホロ山荘 ＬＥＤ照明設置
工事

野口観光マネジメント株式会社 北海道

56 野口観光マネジメント株式会社　洞爺湖畔亭 ＬＥＤ照明設置工事 野口観光マネジメント株式会社 北海道

57
野口観光マネジメント株式会社 朝陽リゾートホテル ＬＥＤ照明設置
工事

野口観光マネジメント 株式会社 北海道

58 野口観光マネジメント株式会社 湯元名水亭 ＬＥＤ照明設置工事 野口観光マネジメント 株式会社 北海道

59 野口観光マネジメント株式会社 層雲峡朝陽亭 ＬＥＤ照明設置工事 野口観光マネジメント株式会社 北海道

60 野口観光株式会社 望楼 ＮＯＧＵＣＨＩ 登別 ＬＥＤ照明設置工事 野口観光株式会社 北海道

61 野口観光株式会社 石水亭ＬＥＤ照明設置工事 野口観光株式会社 北海道

62 登別カントリー倶楽部 冷蔵冷凍庫等入替工事 登別リゾート開発株式会社 北海道

63 函館トヨペット（株）五稜郭店 節電改修工事 函館トヨペット株式会社 北海道

64 ＰＳＳＪ北海道社社屋 エアコン更新工事
パナソニック システムソリューションズ
ジャパン株式会社

北海道

65 有限会社光商事 キングタイガー古平店節電改修工事 有限会社光商事 北海道

66 有限会社光商事 キングタイガー鹿追店節電改修工事 有限会社光商事 北海道

67 藤丸・ふじまるビル照明節電改修工事 株式会社藤丸 北海道

68 函館健康センター湯都里節電改修工事 株式会社 プロット 北海道

69 株式会社ＰＯＩＮＴ 定山渓ホテル節電改修工事 株式会社ＰＯＩＮＴ 北海道

70 ホーマック株式会社 八雲店舗改修工事 ホーマック株式会社 北海道

71 ホーマック株式会社 士別店舗改修工事 ホーマック株式会社 北海道

72 ホーマック株式会社 手稲前田店舗改修工事 ホーマック株式会社 北海道

73 ホーマック株式会社 深川店舗改修工事 ホーマック株式会社 北海道

74 ホーマック株式会社 旭ヶ丘店舗改修工事 ホーマック株式会社 北海道

75 北陸銀行 函館支店 空調節電改修工事 株式会社 北陸銀行 北海道

76 株式会社ボスコ インファスビル節電改修工事 株式会社ボスコ 北海道

77 北海道中央バス（株） 北広島ターミナルビル空調節電改修工事 北海道中央バス株式会社 北海道

78 ドトールコーヒーＪＲ札幌北口店照明ＬＥＤ化工事 北海道キヨスク株式会社 北海道

79 マックスバリュ北海道株式会社 マックスバリュ菊水店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ北海道株式会社 北海道

80 株式会社丸栄吉野商店　節電改修工事 株式会社丸栄吉野商店 北海道

81 大槻食品館七飯店節電改修工事 有限会社丸大オーツキ 北海道

82 株式会社ダイイチ ダイイチ東旭川店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 北海道

83 株式会社ダイイチ ダイイチ旭町店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 北海道

84 株式会社ダイイチ ダイイチ白石神社前店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 北海道

85 株式会社ダイイチ ダイイチ八軒店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 北海道

86 株式会社ダイイチ ダイイチ二条通店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 北海道

87 南るもい農業協同組合節電改修工事 南るもい農業協同組合 北海道

88 有限会社明昇 パーラージァンジァン節電改修工事 有限会社明昇 北海道

89 有限会社明昇 ブドウカン２小樽店節電改修工事 有限会社明昇 北海道

90 有限会社明昇 ＦＥＳＴＡポートサイド店 有限会社明昇 北海道

91 問屋町会館冷暖房空調設備機器改修工事 協同組合青森総合卸センター 青森県

92 株式会社ソフトアカデミーあおもり社屋節電改修工事 あおぎんリース株式会社 青森県

93 青森県庁消費生活協同組合 つくだ店節電改修工事 青森県庁消費生活協同組合 青森県

94 青森県庁消費生活協同組合 金沢店節電改修工事 青森県庁消費生活協同組合 青森県

95 青森県民生活協同組合　あやめ館節電改修工事 青森県民生活協同組合 青森県

96 青森県民生活協同組合 あじさい館節電改修工事 青森県民生活協同組合 青森県

97 青森県民生活協同組合 コスモス館節電改修工事 青森県民生活協同組合 青森県

98 青森トヨペット株式会社 青森西店　照明改修工事 青森トヨペット株式会社 青森県
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99 青森県民生活協同組合 はまなす館節電改修工事 青森県民生活協同組合 青森県

100 青森県民生活協同組合 アカシア館節電改修工事 青森県民生活協同組合 青森県

101 青森県民生活協同組合 ひまわり館節電改修工事 青森県民生活協同組合 青森県

102 有限会社オフィスティティ節電改修工事 有限会社 オフィス・ティ・ティ 青森県

103 株式会社さくら野百貨店 青森店 蛍光灯のＬＥＤ化 株式会社廣済堂 青森県

104 株式会社さくら野百貨店 八戸店 蛍光灯のＬＥＤ化 株式会社廣済堂 青森県

105 株式会社さくら野百貨店 弘前店 蛍光灯のＬＥＤ化 株式会社廣済堂 青森県

106 株式会社サンデー弘前店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

107 株式会社サンデー柏店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

108 株式会社サンデー八戸新井田店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

109 株式会社サンデー青森虹ヶ丘店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

110 株式会社サンデー弘前石渡店本館節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

111 株式会社サンデー八戸石堂店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

112 株式会社サンデー弘前石渡店園芸館節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

113 株式会社サンデー八戸長苗代店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

114 株式会社サンデー浪岡店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

115 株式会社サンデー青森店節電改修工事 株式会社サンデー 青森県

116 オートバックス むつ店 節電改修工事 株式会社シェルビー 青森県

117 ジェームス青森株式会社 城下店節電改修工事 ジェームス青森株式会社 青森県

118 株式会社鹿内組 節電改修工事 株式会社 鹿内組 青森県

119 介護老人保健施設はくじゅ節電改修工事 財団法人シルバーリハビリテーション協会 青森県

120 医療法人仁泉会 介護老人保健施設しんごう節電改修工事 医療法人仁泉会 青森県

121 医療法人仁泉会 介護老人保健施設しもだ節電改修工事 医療法人仁泉会 青森県

122 医療法人仁泉会 介護老人保健施設ハートランド節電改修工事 医療法人仁泉会 青森県

123 老人ホーム木崎野荘 節電改修工事 社会福祉法人誠友会 青森県

124 大東会館 節電改修工事 株式会社大東会館 青森県

125 有限会社塚原 フィットネスクラブウイング青森節電改修工事 有限会社塚原 青森県

126 有限会社塚原 フィットネスクラブウイング弘前節電改修工事 有限会社塚原 青森県

127 ネッツトヨタみちのく株式会社 湊高台店節電改修工事 ネッツトヨタみちのく株式会社 青森県

128 東和電材株式会社 本社・青森営業所 節電改修工事 東和電材株式会社 青森県

129 サンタハウス弘前節電改修工事 社会福祉法人　弘　前　豊　徳　会 青森県

130 有限会社ファミリープラザろくのへ　たっこ店　節電改修工事 有限会社ファミリープラザろくのへ 青森県

131 紅屋商事株式会社 カブセンター弘前店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 青森県

132 紅屋商事株式会社 カブセンター大野店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 青森県

133 紅屋商事株式会社 ベニーマート青森店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 青森県

134 紅屋商事株式会社 メガ石江店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 青森県

135 紅屋商事株式会社 カブセンター神田店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 青森県

136 紅屋商事株式会社 ベニーマート観光通り店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 青森県

137 紅屋商事株式会社 ベニーマート黒石店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 青森県

138 ＭｉＫ 株式会社 あおばビル節電改修工事 ＭｉＫ 株式会社 青森県

139 みちのく銀行 節電改修工事 株式会社みちのく銀行 青森県

140 Ｐ・クラブ ヨーデル節電改修工事 株式会社 ミナミ 青森県

141 株式会社 ミナミ Ｐ・ＣＬＵＢヨーデル節電改修工事 株式会社 ミナミ 青森県

142 株式会社みなとや 尻内店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

143 株式会社みなとや 類家青葉店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

144 株式会社みなとや 下長石堂店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

145 株式会社みなとや 鮫店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

146 株式会社みなとや 白銀大久保店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

147 株式会社みなとや 河原木日計店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県
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148 株式会社みなとや 売市店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

149 株式会社みなとや 大杉平店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

150 株式会社みなとや 湊中道店節電改修工事 株式会社みなとや 青森県

151 （社福）みやぎ会 老健とわだ節電改修工事 社会福祉法人みやぎ会 青森県

152 株式会社ユニバース 階上店節電改修工事 株式会社ユニバース 青森県

153 株式会社ユニバース 松園町店節電改修工事 株式会社ユニバース 青森県

154 株式会社アマノ スーパーセンターアマノ井川店 節電改修工事 株式会社秋田グランドリース 秋田県

155 秋田海陸運送株式会社 本社屋照明設備省エネ化事業 秋田海陸運送株式会社 秋田県

156 株式会社安藤醸造 北浦本館節電改修工事 株式会社 安藤醸造 秋田県

157 タプロス株式会社 本社ビル節電改修工事 オリックス株式会社 秋田県

158 コメリＰＷ大曲店節電改修工事 株式会社コメリ 秋田県

159 コメリＰＷ角館店節電改修工事 株式会社コメリ 秋田県

160 有料老人ホーム・グループホーム節電改修工事 株式会社サイトー商会 秋田県

161 株式会社境田商事 サカイダビル節電改修工事 株式会社境田商事 秋田県

162 三信建設株式会社節電改修工事 三信建設株式会社 秋田県

163 株式会社サンデー秋田御野場店節電改修工事 株式会社サンデー 秋田県

164 株式会社サンデー花輪店節電改修工事 株式会社サンデー 秋田県

165 株式会社サンデー秋田土崎店節電改修工事 株式会社サンデー 秋田県

166 株式会社サンデー角館店節電改修工事 株式会社サンデー 秋田県

167 有限会社ＳＯＲＡ節電改修工事 有限会社ＳＯＲＡ 秋田県

168 有限会社ソレイユ節電改修工事ＮＯ１ 有限会社ソレイユ 秋田県

169 有限会社ソレイユ節電改修工事２ 有限会社ソレイユ 秋田県

170 高橋畜産食肉株式会社 元気市場 節電改修工事 高橋畜産食肉株式会社 山形県

171 有限会社中央市場 ビフレにかほ店節電改修工事 有限会社中央市場 秋田県

172 有限会社中央市場 ビフレ稲川節電改修工事 有限会社中央市場 秋田県

173 株式会社友愛ビルサービス 東カン秋田ビル節電改修工事 株式会社友愛ビルサービス 秋田県

174 有限会社パルフェ建築物節電改修工事 有限会社パルフェット 秋田県

175 紅屋商事株式会社 メガ土崎店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 秋田県

176 紅屋商事株式会社 メガ能代中央店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 秋田県

177 紅屋商事株式会社 メガ仁井田店 節電改修工事 紅屋商事株式会社 秋田県

178 マックスバリュ東北株式会社 マックスバリュ本荘店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ東北株式会社 秋田県

179 マックスバリュ東北株式会社 マックスバリュ広面店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ東北株式会社 秋田県

180 丸島商事株式会社 丸島ビル節電改修工事 丸島商事株式会社 秋田県

181 有限会社ミサトフーズ アックス六郷店 節電改修工事 有限会社ミサトフーズ 秋田県

182 株式会社ユニバース 毛馬内店節電改修工事 株式会社ユニバース 秋田県

183 若美電気工事株式会社 空調改修工事 若美電気工事株式会社 秋田県

184 株式会社女川観光ホテル 旅館照明ＬＥＤ化工事 株式会社女川観光ホテル 宮城県

185 株式会社日新　日新本社ビル節電改修工事 株式会社　日新 宮城県

186 株式会社 福田商会 ＡＮＡホリデイ・イン仙台節電改修工事 株式会社 常陽リース 宮城県

187 株式会社 雄企画 節電改修工事 株式会社 雄企画 宮城県

188 株式会社ヨークベニマル湊鹿妻店 全体節電改修工事 株式会社ヨークベニマル 宮城県

189 介護老人福祉施設 いなほの里 空調機更新工事 社会福祉法人 南郷福祉会 宮城県

190 （株）つるエンタープライズ 空調設備改修工事 株式会社 つるエンタープライズ 宮城県

191 株式会社ダルマ薬局 加茂店 照明設備節電改修工事 株式会社ダルマ薬局 宮城県

192 みやぎ生活協同組合 加賀野店 節電改修工事 みやぎ生活協同組合 宮城県

193 株式会社白松がモナカ本舗 本社事務所節電改修工事 株式会社 白松がモナカ本舗 宮城県

194 東北工業大学 長町キャンパス１号館 節電照明改修事業 学校法人 東北工業大学 宮城県

195 ドライブイン七ッ森冷蔵・冷凍機器更新 ドライブイン七ッ森 宮城県

196 テルウェル仙台ビル個別空調機更新工事（高効率型） 財団法人 電気通信共済会 宮城県
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197 株式会社Ｙ・Ｈ・Ｏｆｆｉｃｅ 自遊空間名取店 節電改修工事 株式会社Ｙ・Ｈ・Ｏｆｆｉｃｅ 宮城県

198 庄建上杉ビル節電改修工事 庄司建設工業株式会社 宮城県

199 セレモニーホール東さぬま斎苑節電改修工事 株式会社佐沼葬儀社 宮城県

200 （株）ユニマットそよ風 山田ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 宮城県

201 株式会社白松がモナカ本舗 一番町店節電改修工事 株式会社 白松がモナカ本舗 宮城県

202 有限会社 肉の柴崎 節電改修工事 有限会社 肉の柴崎 宮城県

203 株式会社 一の坊 ゆと森倶楽部節電改修工事 株式会社 一の坊リゾート 宮城県

204 シーガル泉バイパス店節電改修工事 株式会社 シーガル 宮城県

205 有限会社サンフレックス ホテルビル節電改修工事 有限会社 サンフレックス 宮城県

206 株式会社 テクノ長谷ビル 空調機更新工事 株式会社 テクノ長谷 宮城県

207 やまや塩釜店 ＬＥＤ照明一斉交換工事 株式会社やまや 宮城県

208 やまや沖野店　ＬＥＤ照明一斉交換工事 株式会社やまや 宮城県

209 やまや吉岡店 ＬＥＤ照明一斉交換工事 株式会社やまや 宮城県

210 あやしデイサービスセンター節電改修工事 アサヒサンクリーン株式会社 宮城県

211 東仙台デイサービスセンター 節電改修工事 アサヒサンクリーン株式会社 宮城県

212
有限会社 日榮商会 冷凍冷蔵庫入替、厨房照明設備 ＬＥＤ照明交
換

有限会社 日榮商会 宮城県

213 ワンダーグー大崎古川店 空調設備 節電改修工事 株式会社デンコードー 宮城県

214 紳士服コナカ気仙沼店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 宮城県

215 紳士服コナカ石巻蛇田店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 宮城県

216 紳士服コナカ名取店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 宮城県

217 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 新名取店ＬＥＤ照明化改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 宮城県

218 錦ヶ丘ショッピングセンター空調機節電改修工事 新日住株式会社 宮城県

219 パラディソ二日町店節電改修工事 有限会社 石栄商事 宮城県

220 株式会社ダイユーエイト白石店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 宮城県

221 株式会社ダイユーエイト大河原店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 宮城県

222 株式会社ごんきや セレモニア南光台椿会館 節電改修工事 株式会社ごんきや 宮城県

223 株式会社ごんきや 塩釜本社 節電改修工事 株式会社ごんきや 宮城県

224 株式会社ごんきや セレモニア塩釜楠会館 節電改修工事 株式会社ごんきや 宮城県

225 株式会社ごんきや セレモニア五橋欅会館 節電改修工事 株式会社ごんきや 宮城県

226 株式会社ヤマザワ中田店 節電改修工事 株式会社ヤマザワ 宮城県

227 日本道路（株）東北支店ＬＥＤ照明器具入替工事 日本道路株式会社 宮城県

228 株式会社日昇工業本社ビル節電改修工事 株式会社日昇工業 宮城県

229 服部コーヒーフーズ株式会社 服部ビル照明設備改修工事 服部コーヒーフーズ株式会社 宮城県

230 六せい 照明器具、空調設備改修工事 六せい 宮城県

231 学校法人尚絅学院 学校法人尚絅学院 宮城県

232 株式会社丹勝　利府ゴルフ練習場・食堂節電改修工事 株式会社丹勝 宮城県

233 野村不動産仙台パークサイドビル 節電改修工事 野村不動産株式会社 宮城県

234 コンビニＡｙｅｒｓＲｏｃｋホテル石巻節電改修工事 株式会社エアーズロックＭＥＩＳＥＩ 宮城県

235
いわて生活協同組合 ＢＥＬＦ青山店冷凍・冷蔵、照明器具節電改
修工事

いわて生活協同組合 岩手県

236 いわて生活協同組合 ＢＥＬＦ山岸店照明器具節電改修工事 いわて生活協同組合 岩手県

237 いわて生活協同組合 ＢＥＬＦ仙北店照明器具節電改修工事 いわて生活協同組合 岩手県

238
いわて生活協同組合 マリンコープＤＯＲＡ冷凍・冷蔵設備節電改
修工事

いわて生活協同組合 岩手県

239 有限会社エスティーユー 養老乃滝 前沢店 節電事業 有限会社 エスティーユー 岩手県

240 あっとほーむだんらん　照明器具ＬＥＤ化工事 有限会社　エフ・ティー・シー 岩手県

241 株式会社川徳不動産 Cube-Ⅱ節電改修工事 株式会社川徳不動産 岩手県

242 株式会社川徳 アネックスカワトク節電改修工事 株式会社川徳 岩手県

243 紳士服コナカ釜石店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 岩手県

244 紳士服コナカ宮古店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 岩手県

245 コメリＰＷ花巻店節電改修工事 株式会社コメリ 岩手県
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246 株式会社佐原 本社ビル節電改修工事 株式会社佐原 岩手県

247 株式会社サンデー花巻店節電改修工事 株式会社サンデー 岩手県

248 社団医療法人 久仁会 介護老人保健施設ヴィラ加賀野 改修工事 社団医療法人 久仁会 岩手県

249 株式会社ベルプラス サンライフ桜木店節電改修工事 株式会社ベルプラス 岩手県

250 株式会社ベルプラス ビックハウス巣子店節電改修工事 株式会社ベルプラス 岩手県

251 株式会社ベルプラス ビックハウス国分店節電改修工事 株式会社ベルプラス 岩手県

252 株式会社ベルプラス　１００均村崎野店節電改修工事 株式会社　ベルプラス 岩手県

253 株式会社ベルプラス サンライフ松園店節電改修工事 株式会社ベルプラス 岩手県

254 ホーマック株式会社 前沢店舗改修工事 ホーマック株式会社 岩手県

255 ホーマック株式会社 矢巾店舗改修工事 ホーマック株式会社 岩手県

256 ホーマック株式会社 西根店舗改修工事 ホーマック株式会社 岩手県

257 マックスバリュ北東北株式会社 マックスバリュ西根店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ北東北株式会社 岩手県

258 有限会社松屋商店 節電改修工事 有限会社松屋商店 岩手県

259 有限会社 みかわや みゆき館ビル節電改修工事 有限会社 みかわや 岩手県

260 サンリア節電改修事業 協同組合南三陸ショッピングセンター 岩手県

261 協同組合 盛岡南ショッピングセンター節電改修工事 協同組合 盛岡南ショッピングセンター 岩手県

262 株式会社リンク ホテル プチハウス節電改修工事 株式会社リンク 岩手県

263 介護老人保健施設コスモス通り空調設備節電改修工事
医療法人 藹グループ 介護老人保健施設
コスモス通り

福島県

264 株式会社いちい 福島西店節電改修工事 株式会社 いちい 福島県

265 株式会社エネルギー生活市場 エルム館展示館節電改修工事 株式会社エネルギー生活市場 福島県

266 有限会社カネサン書店　空調・照明節電改修工事 有限会社　カネサン書店 福島県

267 （株）カワチ薬品須賀川店 空調機入替工事 株式会社 カワチ薬品 福島県

268 株式会社カワチ薬品富田店 空調設備改修工事 株式会社カワチ薬品 福島県

269 カメラのキタムラいわき・平店 節電改修工事 株式会社キタムラ 福島県

270 計画建設株式会社 節電・断熱改修工事 計画建設株式会社 福島県

271 有限会社サイトウホーム 節電改修工事 有限会社サイトウホーム 福島県

272 有限会社 榎田企画 スクエアピロティエノキビル 節電改修工事 株式会社 鈴屋 福島県

273 イトーヨーカドー郡山店節電改修工事 株式会社西部開発 福島県

274 本社社屋照明器具改修工事 関場建設株式会社 福島県

275 株式会社ダイユーエイト二本松店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

276 株式会社ダイユーエイト 原町店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

277 株式会社ダイユーエイト八島田店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

278 株式会社ダイユーエイト 須賀川西店節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

279 株式会社ダイユーエイト三春街道店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

280 株式会社ダイユーエイト石川店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

281 株式会社ダイユーエイト 西若松店節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

282 株式会社ダイユーエイト鎌田店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

283 株式会社ダイユーエイト保原店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

284 株式会社ダイユーエイト桑折店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

285 株式会社ダイユーエイト船引店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

286 株式会社ダイユーエイト浅川店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

287 株式会社ダイユーエイト会津坂下店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

288 株式会社ダイユーエイト小野店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

289 株式会社ダイユーエイト郡山安積店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

290 株式会社ダイユーエイトいわき好間店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

291 株式会社ダイユーエイト上名倉店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

292 株式会社ダイユーエイトいわき城東店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 福島県

293 多田建設株式会社 本社社屋照明節電改修工事 多田建設 株式会社 福島県

294 ドンドンダウンオンウェンズデー郡山鳴神店 節電改修工事 株式会社ＤＯＮ ＤＯＮ 福島県
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295 日栄地質測量設計株式会社 空調設備節電改修工事 日栄地質測量設計株式会社 福島県

296 財団法人福島県労働保健センター空調設備節電改修工事 財団法人福島県労働保健センター 福島県

297 福島サンケン株式会社 ３号棟２階事務フロアＬＥＤ照明工事 福島サンケン株式会社 福島県

298 福島銀行平支店 省エネ空調機改修事業 株式会社福島銀行 福島県

299 株式会社ミナミ・エンタープライズ 節電改修工事 株式会社ミナミ・エンタープライズ 福島県

300 パーラーニューフェイスいわき南店 節電改修工事 株式会社ムラタ 福島県

301 パーラーニューフェイスいわき店 節電改修工事 株式会社ムラタ 福島県

302 株式会社吉田産業福島支店 空調設備改修工事 株式会社吉田産業 福島県

303 株式会社LIXILビバ VH横塚店 節電改修工事 株式会社LIXILビバ 福島県

304 コメリＰＷ東根店節電改修工事 株式会社コメリ 山形県

305 （株）ハードオフコーポレーション山形北店 節電改修工事 芙蓉総合リース株式会社 山形県

306 （株）ハードオフコーポレーション米沢店 節電改修工事 芙蓉総合リース株式会社 山形県

307 株式会社清川屋 鶴岡インター店 照明ＬＥＤ化 株式会社 清川屋 山形県

308 株式会社山形レジャー企画 照明ＬＥＤ化 株式会社山形レジャー企画 山形県

309 株式会社青山デンタルラボ 事務所節電改修工事 株式会社 青山デンタルラボ 山形県

310 株式会社　野川食肉食品センター山形北店　節電改修工事 株式会社　野川食肉食品センター 山形県

311 小野川温泉 河鹿荘 節電改修工事 株式会社 小野川温泉 河鹿荘 山形県

312 山形ファミリーボウル 節電改修工事 株式会社 マルヰ 山形県

313 株式会社チャンピオン　節電工事 株式会社 チャンピオン 山形県

314 株式会社フェニックス ゴリラ南陽店 照明ＬＥＤ化 株式会社フェニックス 山形県

315 シーガル米沢店節電改修工事 株式会社 シーガル 山形県

316 ケーズデンキ鶴岡店 空調設備 節電改修工事 株式会社デンコードー 山形県

317 みゆきの丘節電改修工事 医療法人社団みゆき会 山形県

318 株式会社ダイユーエイト南陽店　節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 山形県

319 株式会社ダイユーエイト河北店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 山形県

320 株式会社ダイユーエイト 村山店節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 山形県

321 株式会社ダイユーエイト山形花楯店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 山形県

322 株式会社ダイユーエイト高畠店 節電改修工事 株式会社ダイユーエイト 山形県

323 株式会社ヤマザワ 高畠店 節電改修工事 株式会社ヤマザワ 山形県

324 株式会社ヤマザワ バイパス店 節電改修工事 株式会社ヤマザワ 山形県

325 株式会社ヤマザワ 旭新町店 節電改修工事 株式会社ヤマザワ 山形県

326 株式会社ヤマザワ 中山店 節電改修工事 株式会社ヤマザワ 山形県

327 東京第一ホテル鶴岡 節電改修工事 株式会社庄交コーポレーション 山形県

328 四季の里 幸新館 節電改修工事 四季の里 幸新館 山形県

329 株式会社 米沢牛黄木 自社ビル空調設備改修工事 株式会社 米沢牛黄木 山形県

330 住宅型有料老人ホーム フォレストヒルズたかはた 株式会社ハギウダ 山形県

331 株式会社ジョイ ジョイ白山店 ＬＥＤ化工事 株式会社ジョイ 山形県

332 イオン米沢店 ＬＥＤ化工事 イオンリテール株式会社 山形県

333 株式会社 主婦の店鶴岡店 美原店節電改修工事 株式会社主婦の店鶴岡店 山形県

334 主婦の店ＩＺＭＯ新斎店節電改修工事 株式会社 主婦の店 鶴岡店 山形県

335 株式会社山形県観光物産会館 新館空調節電改修工事 株式会社山形県観光物産会館 山形県

336 イオン高萩店 ＬＥＤ化工事 イオンリテール株式会社 茨城県

337 一誠商事株式会社 第二ＩＳＳＥＩビル節電改修工事 一誠商事株式会社 茨城県

338 株式会社伊藤商店　ガソリンスタンド節電改修工事 株式会社　伊藤商店 茨城県

339 茨城県きぬ看護専門学校 １Ｆ～３Ｆ空調入替工事 社団法人 茨城県きぬ医師会 茨城県

340 いばらぎコープうしく店 冷凍冷蔵設備 照明設備改修工事 いばらぎコープ生活協同組合 茨城県

341 株式会社ウチダ ピンクパンサーつくば店節電改修工事 株式会社ウチダ 茨城県

342 エコス川島店 冷凍冷蔵設備 改修工事 株式会社エコス 茨城県

343 エコス明野店 冷凍冷蔵設備 改修工事 株式会社エコス 茨城県
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344 エコス下館東店 冷凍冷蔵設備 改修工事 株式会社エコス 茨城県

345 株式会社エコス 山方店照明器具改修工事 株式会社 エコス 茨城県

346 株式会社エコス 沓掛店照明器具改修工事 株式会社 エコス 茨城県

347 ジャンジャン八千代店節電改修工事 株式会社エスエープランニング 茨城県

348 大堀電気工事株式会社 大堀ビル節電改修工事 大堀電気工事株式会社 茨城県

349 嘉ヱ門商事株式会社 ハトリビルエアコン改修工事 嘉ヱ門商事株式会社 茨城県

350 ロイヤルオフィス節電改修工事 鴨志田 弘道 茨城県

351 協同組合江戸崎ショッピングセンター”パンプ”節電改修工事 協同組合 江戸崎ショッピングセンター 茨城県

352 黒川建設株式会社本社ビル 空調設備改修工事 黒川建設株式会社 茨城県

353 有限会社　健伸　節電改修工事 有限会社　健　伸 茨城県

354 プルミエールひたち野 節電改修工事 社会福祉法人 廣山会 茨城県

355 紳士服コナカ下妻店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 茨城県

356 紳士服コナカ高萩店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 茨城県

357 紳士服コナカ下館店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 茨城県

358 有限会社 寿々木 寿々木ビル節電改修工事 有限会社 寿々木 茨城県

359
株式会社 ジョイパック ビックマーチけやき台店 ＬＥＤ照明改修工
事

株式会社 ジョイパック 茨城県

360 株式会社 ジョイパック ビックマーチつくば店 ＬＥＤ照明改修工事 株式会社 ジョイパック 茨城県

361
株式会社 ジョイパック ビックマーチ河和田東店 ＬＥＤ照明改修工
事

株式会社 ジョイパック 茨城県

362 常総開発工業株式会社 本社ビル節電改修工事 常総開発工業株式会社 茨城県

363 株式会社セイミヤ モール麻生店照明器具改修工事 株式会社 セイミヤ 茨城県

364 ケアハウスシャロン節電改修工事 社会福祉法人 清栄会 茨城県

365 つくばＡＮＮＥＸ空調設備節電改修工事 関彰商事株式会社 茨城県

366 Ｈｕｓｈ　Ｐｕｐｐｉｅｓ イーアスつくば店 照明器具改修工事 東京センチュリーリース株式会社 茨城県

367 有限会社 大成観光 パチンコ・スロットベガス節電改修工事 有限会社 大成観光 茨城県

368 大和電気工事株式会社 事務所節電改修工事（空調設備） 大和電気工事株式会社 茨城県

369 株式会社 ダイナム 茨城古河店節電改修工事 株式会社 ダイナム 茨城県

370 株式会社ツカダ ＴＯＮＰＫＩＮＳ水戸店ビルＬＥＤ改修工事 株式会社ツカダ 茨城県

371 学校法人 筑波学園 節電改修工事 学校法人 筑波学園 茨城県

372 株式会社寺岡精工 茨城営業所節電改修工事 株式会社寺岡精工 茨城県

373 ドラッグてらしま古河三和東店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

374 ドラッグてらしまつくば大穂店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

375 ドラッグてらしま下妻店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

376 ドラックてらしま常陸大宮石沢店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

377 ドラッグてらしま古河総和店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

378 ドラッグてらしま行方麻生店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

379 ドラッグてらしま水戸平須店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

380 ドラッグてらしま水戸新原店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

381 ドラッグてらしま神栖知手店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

382 ドラッグてらしま石岡東光台店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

383 ドラッグてらしま土浦東都和店 空調設備 節電改修工事 寺島薬局株式会社 茨城県

384 とりせん結城店節電改修工事 株式会社とりせん 茨城県

385 とりせん総和店節電改修工事 株式会社とりせん 茨城県

386 アックアセレーナ 空調設備改修工事 中澤 幸子 茨城県

387 プロカフェ 空調照明改修工事 プロカフェ 茨城県

388 ホーマック株式会社 阿見店舗改修工事 ホーマック株式会社 茨城県

389 株式会社みらい ザップ取手（パチンコ店）節電改修工事 株式会社みらい 茨城県

390 パーラーニューフェイス高萩店 節電改修工事 株式会社ムラタ 茨城県

391 ライズ高萩店 節電改修工事 安村木材株式会社 茨城県

392 山口商事株式会社節電改修工事 山口商事株式会社 茨城県
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393 やまや鮎川店 ＬＥＤ照明一斉交換工事 株式会社やまや 茨城県

394 ＵＤトラックスジャパン株式会社 空調設備 改修工事 ＵＤトラックスジャパン株式会社 茨城県

395 株式会社ユニマットそよ風 結城ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 茨城県

396 （株）ユニマットそよ風 土浦ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 茨城県

397 （株）ユニマットそよ風 下館ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 茨城県

398 （株）ユニマットそよ風 阿見ケアコミュニティ節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 茨城県

399 （株）ユニマットそよ風 水海道ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 茨城県

400 株式会社ゆにろーず つくば店節電改修工事 株式会社ゆにろーず 茨城県

401 株式会社ゆにろーず 友部店節電改修工事 株式会社ゆにろーず 茨城県

402 （株）ランドロームジャパン ランドロームＫ＆Ｔ店節電改修工事 株式会社ランドロームジャパン 茨城県

403 デルノザウルス取手店節電改修工事 株式会社エスエープランニング 茨城県

404 株式会社ＬＩＸＩＬビバ ＶＨ龍ヶ崎店 節電改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 茨城県

405
ロイヤル開発株式会社 茨城ロイヤルカントリー倶楽部節電改修工
事

ロイヤル開発株式会社 茨城県

406 株式会社ロコレディ 水海道本社ビル節電改修工事 株式会社ロコレディ 茨城県

407 有限会社岩田会計照明空調省エネ改修工事 有限会社岩田会計 栃木県

408 ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮戸祭店節電改修工事 うさぎや株式会社 栃木県

409 学校法人内木学園 節電改修工事 学校法人 内木学園 栃木県

410 デルノザウルス石橋店節電改修工事 株式会社エスエープランニング 栃木県

411 デルノザウルス今市店節電改修工事 株式会社エスエープランニング 栃木県

412 フードオアシスオータニ戸祭店 節電改修工事 株式会社 オータニ 栃木県

413
有限会社オカベリスクマネジメント空調・遮熱フィルム省エネ改修
工事

有限会社オカベリスクマネジメント 栃木県

414 株式会社加山 温泉棟節電改修工事 株式会社加山 栃木県

415 （株）カワチ薬品今市店　空調機入替工事 株式会社　カワチ薬品 栃木県

416 株式会社きくや酒店 鹿沼店照明設備節電改修工事 株式会社きくや酒店 栃木県

417 株式会社きくや酒店 新里店照明設備節電改修工事 株式会社きくや酒店 栃木県

418 株式会社きくや酒店　上戸祭店照明設備節電改修工事 株式会社きくや酒店 栃木県

419 医療法人小金井中央病院 節電改修工事 医療法人小金井中央病院 栃木県

420 紳士服コナカ真岡店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 栃木県

421 佐野日本大学高等学校特別教室棟照明器具節電改修工事 学校法人　佐野日本大学学園 栃木県

422 社会医療法人 恵生会 照明器具節電改修工事 社会医療法人 恵生会 栃木県

423 特別養護老人ホーム はりがや 空調設備更新工事 社会福祉法人 朝日会 栃木県

424 株式会社スチール　空調設備節電改修工事 株式会社スチール 栃木県

425 須藤製糸株式会社 ファミリーランド２１壬生店改修工事 須藤製糸株式会社 栃木県

426 スワストア西那須野南店 空調設備改修工事 株式会社 諏訪ストア 栃木県

427 たいらや烏山店節電改修工事 株式会社たいらや 栃木県

428 飯田病院 節電改修工事 医療法人社団 高砂会 栃木県

429 ＫＤビル 省エネ改修工事 有限会社 近 長 栃木県

430 株式会社ツカダ ＴＯＮＰＫＩＮＳ佐野店ビル ＬＥＤ改修工事 株式会社ツカダ 栃木県

431 株式会社烏山城カントリークラブ 節電改修工事 株式会社烏山城カントリークラブ 栃木県

432 とりせん大平店節電改修工事 株式会社とりせん 栃木県

433 とりせん助戸店節電改修工事 株式会社とりせん 栃木県

434 芳賀温泉ロマンの湯 照明設備節電改修工事 芳賀町ロマン開発株式会社 栃木県

435 藤井産業株式会社 本社節電改修工事 藤井産業株式会社 栃木県

436 株式会社 ホテル花月　節電改修工事 株式会社　ホテル花月 栃木県

437 グランドホテル静風 節電改修工事 株式会社ホテル静風 栃木県

438 ホテル松屋 節電改修工事 三菱電機クレジット株式会社 栃木県

439 株式会社雅秀殿 らーめん火山滝谷町店節電改修工事 株式会社雅秀殿 栃木県

440 株式会社みらい　ザップ黒磯（パチンコ店舗）節電改修工事 株式会社みらい 栃木県

441 やまや佐野店　ＬＥＤ照明一斉交換工事 株式会社やまや 栃木県
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442 桐生整形外科病院 節電に係る空調更新工事 医療法人社団明石会 群馬県

443 あがつま農協節電改修工事 あがつま農業協同組合 群馬県

444 有限会社　有賀ビジネスサポートビル節電改修工事 有限会社　有賀ビジネスサポート 群馬県

445 ＩＥＰビル節電改修工事 株式会社　石井アーキテクトパートナーズ 群馬県

446 株式会社イシヅカ高崎東部店 空調設備改修工事 株式会社イシヅカ 群馬県

447 今泉会計事務所 節電改修工事 今泉会計事務所 群馬県

448 デルノザウルス藤岡店照明改修工事 株式会社エスエープランニング 群馬県

449 小川東邦株式会社 本社ビル 照明節電改修工事 小川東邦株式会社 群馬県

450 株式会社小川屋 自社店舗ビル節電改修工事 株式会社小川屋 群馬県

451 四万温泉 柏屋旅館 節電改修工事 有限会社 柏屋 群馬県

452 カメラのキタムラ群馬・太田店 節電改修工事 株式会社キタムラ 群馬県

453 社会福祉法人 玉樹会 明生苑 節電改修工事 社会福祉法人 玉樹会 群馬県

454 桐生瓦斯株式会社 本社節電改修工事 桐生瓦斯株式会社 群馬県

455 株式会社 倉屋 節電改修工事 株式会社倉屋 群馬県

456 株式会社群馬自販会館ビル節電改修工事 株式会社群馬自販会館 群馬県

457 医療法人群馬会 赤城高原ホスピタル 照明節電改修工事 医療法人群馬会 群馬県

458 群馬県学校生活協同組合 照明節電改修工事 群馬県学校生活協同組合 群馬県

459 ケービックス株式会社 本社ビル 節電改修工事 ケービックス株式会社 群馬県

460 株式会社ケンゾー アジュールケンゾー節電改修工事 株式会社ケンゾー 群馬県

461 株式会社五洲園 アメイジンググレイス前橋節電改修工事 株式会社 五洲園 群馬県

462 紳士服コナカ館林店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 群馬県

463 紳士服コナカ桐生店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 群馬県

464 紳士服コナカ富岡店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 群馬県

465 大間々ショッピングプラザ節電改修工事 株式会社セキチュー 群馬県

466 株式会社セキチュー高崎矢中店節電改修工事 株式会社セキチュー 群馬県

467 株式会社セキチュー前橋駒形店節電改修工事 株式会社セキチュー 群馬県

468 株式会社セキチュー大間々資材館節電改修工事 株式会社セキチュー 群馬県

469 株式会社積善館 ＬＥＤ照明改修工事 株式会社積善館 群馬県

470 株式会社ソニアプラン ドコモショップ富岡店節電改修工事 株式会社ソニアプラン 群馬県

471 株式会社ソニアプラン ドコモショップ吉井店節電改修工事 株式会社ソニアプラン 群馬県

472 株式会社ソニアプラン ダニエルハウス節電改修工事 株式会社ソニアプラン 群馬県

473 株式会社ニューサンライフ うたや天川店節電改修工事 第一リース株式会社 群馬県

474 ビエント高崎節電改修工事 高崎卸商社街協同組合 群馬県

475 滝田建材株式会社 藤岡ホテル節電改修工事 滝田建材株式会社 群馬県

476 ＴＢＭ 高崎ビューティモード専門学校節電改修工事 学校法人中央総合学園 群馬県

477 株式会社手島会計総合事務所節電改修工事 株式会社手島経営総合事務所 群馬県

478 東和銀行太田支店節電改修工事 株式会社東和銀行 群馬県

479 とりせん富士見町店節電改修工事 株式会社とりせん 群馬県

480 永田智彦税理士事務所 節電改修工事 永田 智彦 群馬県

481 信澤工業株式会社旭町事務所節電改修工事 信澤工業株式会社 群馬県

482 児玉企業株式会社 パークレーン高崎 節電改修工事 児玉企業株式会社パークレーン高崎 群馬県

483 株式会社梅林堂 太田店節電改修工事 株式会社梅林堂 群馬県

484 株式会社梅林堂 伊勢崎店節電改修工事 株式会社梅林堂 群馬県

485
（株）シーガル・リゾートイノベーション客室システム冷蔵庫入替工
事

日立キャピタル株式会社 群馬県

486 社会福祉法人広済会 つつじヶ丘学園 節電改修工事 社会福祉法人 広済会 群馬県

487 フレッセイ渋川阿久津店節電改修工事 株式会社フレッセイホールディングス 群馬県

488 フレッセイ新町店節電改修工事 株式会社フレッセイホールディングス 群馬県

489 株式会社ホンダカーズ群馬 東部バイパス店様 節電工事 株式会社ホンダカーズ群馬 群馬県

490 家具のホンダ 太田店 節電改修工事 株式会社ホンダ 群馬県
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491 松村税務会計事務所照明・空調改修工事 松村 志ず枝 群馬県

492 ６３４ガーデン 節電改修工事 株式会社六三四 群馬県

493 株式会社モトーレン群馬 前橋店 空調設備改修工事 株式会社モトーレン群馬 群馬県

494 楽歩堂節電改修工事 株式会社　楽歩堂 群馬県

495 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 館林店ＬＥＤ照明化改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 群馬県

496 医療法人 緑陽会 老人保健施設こまち節電改修工事 医療法人 緑陽会 群馬県

497 サンシャイン前橋店 ＬＥＤ照明及び空調機更新工事 株式会社 ロイヤル開発 群馬県

498 株式会社早稲田学習研究会伊勢崎校節電改修工事 株式会社早稲田学習研究会 群馬県

499 株式会社ワセダ 太田校節電改修工事 株式会社 ワセダ 群馬県

500 秩父温泉（株）　満願の湯空調・照明設備改修工事 秩父温泉株式会社 埼玉県

501 株式会社埼玉コーヨー　川越店節電改修工事 株式会社埼玉コーヨー 埼玉県

502 学校法人 星野学園 第二校舎空調設備等改修工事 学校法人 星野学園 埼玉県

503 医療法人 優和会 節電改修工事 医療法人 優和会 埼玉県

504 株式会社メンテックジャパン 事務所ビル節電改修工事 株式会社メンテック ジャパン 埼玉県

505 東和銀行　蕨支店　空調設備節電改修工事 株式会社　東和銀行 埼玉県

506 東和銀行本庄支店 空調設備節電改修工事 株式会社東和銀行 埼玉県

507 新鮮市場 草加店 節電改修工事 株式会社マルサンシステム 埼玉県

508 株式会社太平 岩槻夢らんど店内照明改修工事 株式会社 太平 埼玉県

509 ウェアハウス東浦和店 節電改修事業 株式会社ウェアハウス 埼玉県

510 パラッツォ川越店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ東京プラザ 埼玉県

511 パラッツォ小手指店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ東京プラザ 埼玉県

512 株式会社 細井興業 パーラー８０８店 節電改修工事 株式会社 細井興業 埼玉県

513 パラッツォ鳩ケ谷店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ鳩ヶ谷 埼玉県

514 応用地質株式会社　コアラボ照明改修工事 応用地質株式会社 埼玉県

515 応用地質株式会社 大宮ビル照明改修工事 応用地質株式会社 埼玉県

516 株式会社 大東バルブ製作所 節電改修工事 株式会社大東バルブ製作所 埼玉県

517 東和産業株式会社 上尾ＵＮＯ・スロット節電改修支援事業 昭和リース株式会社 埼玉県

518 KGF株式会社 節電改修工事 三菱UFJリース株式会社 埼玉県

519 株式会社ノジマ　所沢本店　ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社ノジマ 埼玉県

520 株式会社大宮ゴルフコース クラブハウス節電改修工事 株式会社大宮ゴルフコース 埼玉県

521 松鶴園 空調の高効率導入事業 社会福祉法人春秋会 埼玉県

522 ミュー２店 節電改修 株式会社 和幸 埼玉県

523 花園整形外科内科 節電改修工事 佐村 敦義 埼玉県

524 西武信用金庫狭山ヶ丘支店 節電改修工事 西武信用金庫 埼玉県

525 株式会社ヨークマート 東岩槻店節電改修工事 株式会社ヨークマート 埼玉県

526 （株）ユニマットそよ風 川口ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 埼玉県

527 （株）ユニマットそよ風 岩槻ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 埼玉県

528 東和電材株式会社 大宮営業所 節電改修工事 東和電材株式会社 埼玉県

529 古郡建設株式会社 旧本社ビル節電改修工事 古郡建設株式会社 埼玉県

530 南越谷楽園タウン共用部 節電改修工事 有限会社浜友商事 埼玉県

531 株式会社ワールド ワールド幸手店節電改修工事 株式会社ワールド 埼玉県

532 パシフィックシステム株式会社 浦和本社Ｂ棟節電改修工事 パシフィックシステム株式会社 埼玉県

533 株式会社オザム オザムバリュー川越天沼店節電改修工事 株式会社 オザム 埼玉県

534 （株）ユニマットそよ風 三橋ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 埼玉県

535 （株）ユニマットそよ風 八潮ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 埼玉県

536 やまや青木店　ＬＥＤ照明一斉交換工事 株式会社やまや 埼玉県

537 やまや久喜店　LED照明一斉交換工事 株式会社やまや 埼玉県

538 やまや三芳店 ＬＥＤ照明一斉交換工事 株式会社やまや 埼玉県

539 株式会社浦和スプリングレーンズ 節電改修工事 株式会社浦和スプリングレーンズ 埼玉県
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540 株式会社 ふくしま 節電対策工事 株式会社 ふくしま 埼玉県

541 医療法人啓仁会（平成の森・川島病院）ＬＥＤ交換工事 医療法人 啓仁会 埼玉県

542 医療法人啓仁会（所沢ロイヤルの丘）ＬＥＤ交換工事 医療法人 啓仁会 埼玉県

543 医療法人啓仁会（所沢ロイヤル病院）ＬＥＤ交換工事 医療法人 啓仁会 埼玉県

544 医療法人社団青葉会 狭山神経内科病院節電改修工事 医療法人社団青葉会 埼玉県

545 医療法人靖和会 飯能靖和病院節電改修工事 医療法人靖和会 埼玉県

546 紳士服コナカ飯能店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 埼玉県

547 惠川 一成 ＡＣＲＯＳＳ節電改修工事 惠川 一成 埼玉県

548 フジビル節電改修工事 有限会社トナミ商事 埼玉県

549 大井地所（株） 所沢ＦＳビル 節電改修工事 大井地所株式会社 埼玉県

550 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ　Ｏｌｙｍｐｉｃ宮原店節電改修工事 株式会社オリンピック 埼玉県

551 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ ホームピック深谷店節電改修工事 株式会社オリンピック 埼玉県

552 株式会社ＬＩＸＩＬビバ　飯能店ＬＥＤ照明化改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 埼玉県

553 株式会社三慶商事（ＡＲＥＮＡ岩槻本店）節電改修工事 株式会社三慶商事 埼玉県

554 株式会社三慶商事（ＡＲＥＮＡ上尾店）節電改修工事 株式会社三慶商事 埼玉県

555 株式会社三慶商事（ＡＲＥＮＡ桶川坂田店）節電改修工事 株式会社三慶商事 埼玉県

556 株式会社三慶商事（ＡＲＥＮＡ岩槻古ケ場店）節電改修工事 株式会社三慶商事 埼玉県

557 建設物節電改修支援事業
医療法人社団愛友会 介護老人保健施設
あげお愛友の里

埼玉県

558 株式会社ケンゾー ノールケンゾー店節電改修工事 株式会社ケンゾー 埼玉県

559 株式会社ケンゾー ケンゾー本店節電改修工事 株式会社ケンゾー 埼玉県

560 株式会社ケンゾー ココモケンゾー節電改修工事 株式会社ケンゾー 埼玉県

561 株式会社ケンゾー ケンゾーウエスト店節電改修工事 株式会社ケンゾー 埼玉県

562 ケアハウスロイヤルの園 節電照明改修事業 社会福祉法人 栄光会 埼玉県

563 特別養護老人ホーム さいたまロイヤルの園 節電照明改修事業 社会福祉法人 栄光会 埼玉県

564 特別養護老人ホーム ロイヤルの園 節電照明改修事業 社会福祉法人 栄光会 埼玉県

565 東和銀行熊谷支店節電改修工事 株式会社東和銀行 埼玉県

566 サン旅行開発株式会社 節電改修工事 サン旅行開発株式会社 埼玉県

567 騎西クリニック病院節電改修工事 有限会社 アイオーメディカルサービス 埼玉県

568 パチンコプリンス 節電改修工事 協伸商事株式会社 埼玉県

569 埼玉脳神外科病院 空調設備更新工事
医療法人社団浩蓉会 埼玉脳神経外科病
院

埼玉県

570 三愛病院節電改修工事 医療法人社団 松弘会 埼玉県

571 ショッピングセンターニットーモール 照明器具節電改修工事 三菱商事都市開発 株式会社 埼玉県

572 イエローハット新座店 節電改修工事 株式会社フラップ 埼玉県

573 株式会社与野フードセンター ＬＥＤ照明 取付工事 首都圏リース株式会社 埼玉県

574 川口ビジネスセンタービル ＬＥＤ照明取付工事 株式会社合同会計 埼玉県

575 ロメオ熊谷店 節電改修工事 株式会社プレックス 埼玉県

576 冷蔵・冷凍庫更新設備工事 坂戸グランドホテル株式会社 埼玉県

577 株式会社 マルエツ 大宮大和田店節電改修工事 株式会社 マルエツ 埼玉県

578 株式会社雄飛堂 空調・電灯の高効率導入事業 株式会社雄飛堂 埼玉県

579 ニチモビル浦和 井上 浩一 埼玉県

580 株式会社梅林堂 上尾平塚店節電改修工事 株式会社梅林堂 埼玉県

581 株式会社梅林堂 籠原南店節電改修工事 株式会社梅林堂 埼玉県

582 いなほの里節電改修工事 社会福祉法人 白岡白寿会 埼玉県

583 直治グループビル 節電改修工事 金子 光男 埼玉県

584 首都圏事業所節電改修工事 小泉成器株式会社 埼玉県

585 上尾中央看護専門学校 省エネ空調更新工事 医療法人社団愛友会 埼玉県

586 社会福祉法人潤青会 利根いこいの里節電改修工事 社会福祉法人 潤青会 埼玉県

587 東和銀行東松山支店節電改修工事 株式会社東和銀行 埼玉県

588 株式会社東上セレモサービス 吉原ビル節電改修工事 株式会社東上セレモサービス 埼玉県
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589 株式会社東上セレモサービス 本社ビル節電改修工事 株式会社東上セレモサービス 埼玉県

590 特別養護老人ホーム吾野園 省エネ設備導入工事 社会福祉法人武州清寿会 埼玉県

591 株式会社ギガ物産 ギガマート上福岡店節電改修工事 株式会社 ギガ物産 埼玉県

592 株式会社サカエ建材事務所節電改修工事 株式会社サカエ建材 埼玉県

593 大洋実業有限会社宮地ビル節電改修工事 大洋実業有限会社 埼玉県

594 ザ・ビッグ八潮南店 ＬＥＤ化工事 イオンリテール株式会社 埼玉県

595 髙野建設株式会社 本社ビル節電改修工事 髙野建設 株式会社 埼玉県

596 医療法人 壽照会 大谷記念病院節電改修工事 医療法人 壽照会 大谷記念病院 埼玉県

597 ホーマック株式会社 春日部店舗改修工事 ホーマック株式会社 埼玉県

598 アイ・エム・アイ株式会社 本社ビル節電改修工事 アイ・エム・アイ株式会社 埼玉県

599 ベリテビル節電改修工事 株式会社テルミ 埼玉県

600 株式会社ＬＩＸＩＬビバ ＳＶＨ加須店 節電改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 埼玉県

601 東松山第一ホテル節電改修工事 岩堀建設工業株式会社 埼玉県

602 川越第一ホテル節電改修工事 伊藤 久子 埼玉県

603 昭産開発株式会社 ショーサンプラザ節電改修工事 昭産開発株式会社 埼玉県

604 株式会社トワイス ＬＥＤ交換工事 株式会社 トワイス 埼玉県

605 株式会社トワイス ＬＥＤ交換工事 株式会社 トワイス 埼玉県

606 株式会社トワイス ＬＥＤ交換工事 株式会社 トワイス 埼玉県

607 株式会社トワイス ＬＥＤ交換工事 株式会社トワイス 埼玉県

608 東京計器株式会社 空調機省エネ改修工事 東京計器株式会社 埼玉県

609 株式会社明文堂プランナー 西川口店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 埼玉県

610 株式会社明文堂プランナー 川口末広店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 埼玉県

611 株式会社 不二精工 本社 株式会社 不二精工 千葉県

612 医療法人弘仁会　ロータスケアセンター節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 千葉県

613 株式会社おどや　館山海岸店節電改修工事（照明） 株式会社 おどや 千葉県

614 セントラルスポーツクラブ津田沼節電改修工事 有限会社 天野実業 千葉県

615 株式会社コメリパワー館山店ＬＥＤ照明化 株式会社コメリ 千葉県

616 Ｔマートタカハシ照明設備節電改修工事 株式会社高橋商店 千葉県

617 特別養護老人ホーム八幡苑改修工事 社会福祉法人 豊珠会 千葉県

618 介護老人保健施設フェルマータ船橋 空調改修工事 医療法人社団紺整会 千葉県

619 ＭＹ船橋ビル節電改修工事 アトランティス株式会社 千葉県

620 ザ・カントリークラブグレンモア　クラブハウス節電改修工事 株式会社　グレンモア 千葉県

621 ドーミーイン蘇我 空調設備改修工事 中央三井信託銀行株式会社 千葉県

622 株式会社新興ウオターマネージメント工業　節電改修工事
株式会社新興ウオターマネージメント工
業

千葉県

623 思井福祉会館ＥＳＣＯ事業 芙蓉総合リース株式会社 千葉県

624 駒木台福祉会館ＥＳＣＯ事業 芙蓉総合リース株式会社 千葉県

625 向小金福祉会館ＥＳＣＯ事業 芙蓉総合リース株式会社 千葉県

626 江戸川台福祉会館ＥＳＣＯ事業 芙蓉総合リース株式会社 千葉県

627 第３庁舎ＥＳＣＯ事業 芙蓉総合リース株式会社 千葉県

628 赤城福祉会館ＥＳＣＯ事業 芙蓉総合リース株式会社 千葉県

629 パラッツォ新検見川店パート２省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ東京プラザ 千葉県

630 パラッツォ志津店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ東京プラザ 千葉県

631 株式会社せんどう 古市場店 節電改修工事 株式会社 せんどう 千葉県

632 株式会社せんどう　島野店　節電改修工事 株式会社　せんどう 千葉県

633 吉田屋湊店照明設備節電改修工事 有限会社吉田商店 千葉県

634 吉田屋横田店照明設備節電改修工事 有限会社吉田商店 千葉県

635 フロントンビル節電改修工事 フロントンビル 千葉県

636 日本電設資材株式会社　木更津営業所　節電改修工事 播州電機　株式会社 千葉県

637 千葉トヨタ自動車株式会社 国分寺店 節電空調改修工事 千葉トヨタ自動車株式会社 千葉県
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638 パラッツォ馬橋店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ馬橋 千葉県

639 パラッツォ船橋店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ志村 千葉県

640 フードマーケットカドヤ流山江戸川台店 節電改修工事 有限会社カドヤ食品 千葉県

641 『千葉銀行 中央支店 穴川出張所』 空調設備 改修工事 株式会社千葉銀行 千葉県

642 『千葉銀行 二和向台支店』空調設備 改修工事 株式会社千葉銀行 千葉県

643 『千葉銀行 小金原支店』空調設備 改修工事 株式会社千葉銀行 千葉県

644 『千葉銀行 志津支店』 空調設備 改修工事 株式会社千葉銀行 千葉県

645 『千葉銀行 八幡支店』 空調設備 改修工事 株式会社千葉銀行 千葉県

646 『千葉銀行 大原支店』 空調設備 改修工事 株式会社千葉銀行 千葉県

647 『千葉銀行 船橋支店』 空調設備 改修工事 株式会社千葉銀行 千葉県

648 株式会社ヨークマート 花野井店節電改修工事 株式会社ヨークマート 千葉県

649 （株）ユニマットそよ風 四街道ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 千葉県

650 ＡＯＫＩ店舗節電改修事業（船橋市場店） 株式会社 ＡＯＫＩ 千葉県

651 特別養護老人ホーム やわら木苑 空調設備改修工事 社会福祉法人 竹友会 千葉県

652 三協フロンテア（株）本社 節電空調改修工事 三協フロンテア株式会社 千葉県

653 八千代事業所 厚生棟空調設備節電改修工事 東邦シートフレーム株式会社 千葉県

654 八千代事業所 生産管理センター空調設備節電改修工事 東邦シートフレーム株式会社 千葉県

655 八千代事業所 本事務所空調設備節電改修工事 東邦シートフレーム株式会社 千葉県

656 （株）ユニマットそよ風 さくらケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 千葉県

657 イトーヨーカドー成田店 節電改修工事 株式会社イトーヨーカ堂 千葉県

658 青山病院空調・照明節電改修工事 有限会社 ５Ｄメディカルサービス 千葉県

659 太陽ハウス株式会社 本社ビル節電改修工事 太陽ハウス株式会社 千葉県

660 ハップス五井店空調設備節電改修工事 株式会社ヒカリシステム 千葉県

661
株式会社焼津ミマツ 七光台温泉、ＹＡＺワールド野田七光台店節
電改修工事

株式会社焼津ミマツ 千葉県

662 医療法人社団健仁会 船橋北病院節電改修工事 医療法人社団健仁会 千葉県

663 湊町日本橋ビル節電改修工事 日本橋製菓株式会社 千葉県

664 アクア・ユーカリ 空調設備節電改修工事 山万株式会社 千葉県

665 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ　Ｏｌｙｍｐｉｃ市川大野店節電改修工事 株式会社オリンピック 千葉県

666 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｏｌｙｍｐｉｃ柏花野井店節電改修工事 株式会社オリンピック 千葉県

667 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ ホームピック西八千代店節電改修工事 株式会社オリンピック 千葉県

668 習和産業株式会社 １７２番１号棟節電改修工事 習和産業株式会社 千葉県

669 有限会社 島一商事 すきっぷマート夏見店 節電改修工事 有限会社 島一商事 千葉県

670 株式会社富分 富分君津店節電改修工事 株式会社富分 千葉県

671
（株）ランドロームジャパン ランドロームニュータウン南店節電改修
工事

株式会社ランドロームジャパン 千葉県

672 （株）ランドロームジャパン ランドローム西白井店節電改修工事 株式会社ランドロームジャパン 千葉県

673 みのりの湯 柏健康センター節電改修工事 株式会社 柏稔商事 千葉県

674 クレールインドアテニス 節電改修事業 中村 康仁 千葉県

675 （株）ランドロームジャパン ランドローム富里店節電改修工事 株式会社ランドロームジャパン 千葉県

676 染谷エステートビル 染谷エステートビル 千葉県

677 株式会社三徳 三徳市原店節電改修工事 株式会社三徳 千葉県

678 宍倉株式会社 レオ岬店節電改修工事 宍倉株式会社 千葉県

679 株式会社ヒノックス 日の丸パチンコ小湊店 節電改修工事 株式会社ヒノックス 千葉県

680 （株）ランドロームジャパン ランドローム八街店節電改修工事 株式会社ランドロームジャパン 千葉県

681 八千代ケアセンター空調及び照明設備改修工事 医療法人社団 弘成会 千葉県

682 株式会社 マルエツ 金杉店節電改修工事 株式会社 マルエツ 千葉県

683 株式会社 マルエツ 南行徳店節電改修工事 株式会社 マルエツ 千葉県

684 とよさと節電改修工事 医療法人社団 土合会 千葉県

685 ヴィーナス旭店 節電改修工事 株式会社国際エーアールジー 千葉県

686 ヴィーナス東金店 節電改修工事 株式会社国際エーアールジー 千葉県
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687 京北スーパー寿店 節電改修工事 株式会社京北スーパー 千葉県

688 京北スーパー布施店 節電改修工事 株式会社京北スーパー 千葉県

689 京北スーパー南柏店 節電改修工事 株式会社京北スーパー 千葉県

690 株式会社みきや 店舗節電改修工事 株式会社みきや 千葉県

691 特別養護老人ホーム プレーゲ本埜節電改修工事 社会福祉法人 六親会 千葉県

692 株式会社コンフォート ビル節電改修工事 株式会社コンフォート 千葉県

693 株式会社ギガ物産 ギガマート五香店節電改修工事 株式会社 ギガ物産 千葉県

694 新興プランテック（株）千葉事業所ビル 節電改修工事 新興プランテック株式会社 千葉県

695 千葉中央駅前ビル節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 千葉県

696 丸庄ビル空調機入替工事 石井 早苗 千葉県

697 社会福祉法人 聖心会 明尽苑ＬＥＤ変換工事 社会福祉法人聖心会 千葉県

698 ホテルサードＬＥＤ変換工事 有限会社ラシー 千葉県

699 及川ビル 節電改修工事 有限会社リコー 千葉県

700 イオン鎌ヶ谷店 ＬＥＤ化工事 イオンリテール株式会社 千葉県

701 イオンノア店 ＬＥＤ化工事 イオンリテール株式会社 千葉県

702 株式会社四谷大塚 津田沼校舎節電改修工事 株式会社四谷大塚 千葉県

703 日本生命保険相互会社 館山営業部 節電改修工事 日本生命保険相互会社 千葉県

704 日鐵住金建材株式会社 君津鋼板工場 研究棟空調改修工事 日鐵住金建材株式会社 千葉県

705 ヒノックス千葉ニュータウン店 節電改修工事 株式会社ヒノックス 千葉県

706 小田山第３ビル 節電改修工事 有限会社 小田山ビル 千葉県

707 ザ・フィッシュ節電改修工事 三菱電機クレジット株式会社 千葉県

708 医療法人社団 康栄会 浦安病院 節電改修工事 ＪＡ三井リース株式会社 千葉県

709 東京大学柏キャンパス新領域基盤科学系研究棟空調改修工事 国立大学法人 東京大学 千葉県

710 東京大学柏キャンパス物性研究所空調改修工事 国立大学法人 東京大学 千葉県

711 メディケアさざなみ 照明設備節電改修工事 総合メディカル株式会社 千葉県

712 特別養護老人　ホームさざなみ苑 照明設備節電改修工事 総合メディカル株式会社 千葉県

713 医療法人社団恒久会 山口医院 照明設備節電改修工事 総合メディカル株式会社 千葉県

714 メディケアやまゆり 照明設備節電改修工事 総合メディカル株式会社 千葉県

715 新鮮市場マルエイ八千代店節電改修工事 株式会社マルエイ 千葉県

716 株式会社マルエイ白井店節電改修工事 株式会社マルエイ 千葉県

717 島田台病院節電改修工事 島田台病院 千葉県

718 （株）ランドロームジャパン ランドローム龍ヶ岡店節電改修工事 株式会社ランドロームジャパン 千葉県

719 株式会社メイセイ ピーナッツ八千代台店節電改修工事 株式会社メイセイ 千葉県

720 アーバン芝公園 節電改修工事 株式会社アーバン 東京都

721 オートバックス稲城店　省エネ設備導入工事 アイエーグループ株式会社 東京都

722 株式会社アイジービー 第三岩月ビル節電改修工事 株式会社アイジービー 東京都

723 アイシーエクスプレス株式会社 本社ビル節電改修工事 アイシーエクスプレス株式会社 東京都

724 株式会社アイネス アイネス赤坂ビル照明改修工事 株式会社 アイネス 東京都

725 株式会社愛育 愛育ビル節電改修工事 株式会社愛育 東京都

726 一番町ＭＳビル 節電改修工事 青木 未佳 東京都

727 ＡＯＫＩ店舗節電改修事業（足立栗原店） 株式会社ＡＯＫＩ 東京都

728 ＡＯＫＩ店舗節電改修事業（足立保木間店） 株式会社 ＡＯＫＩ 東京都

729 有限会社あさぬま商店 ＬＥＤ照明交換工事 有限会社あさぬま商店 東京都

730 株式会社 アシスト東京営業所 節電改修工事 株式会社 アシスト 東京都

731 アジア商事株式会社 節電改修事業 アジア商事株式会社 東京都

732 アスパイアビジョン株式会社 ジーカンズ節電改修工事 アスパイアビジョン株式会社 東京都

733 大森駅前ビル共用部節電改修工事 足立産業 株式会社 東京都

734 自遊空間 武蔵小金井店 節電改修工事 足立太郎 東京都

735 アトレヴィ巣鴨 節電改修共用部ＬＥＤ照明工事 株式会社アトレ 東京都
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736 アトレヴィ田端 節電改修共用部ＬＥＤ照明工事 株式会社アトレ 東京都

737 株式会社 油商会館 Ａ棟 ２～８階（４階除く）空調機更新工事 株式会社 油商会館 東京都

738 株式会社あまいけ上石神井店 節電改修工事 株式会社 あまいけ 東京都

739 六本木三河台ビル 節電改修工事 雨宮 隆子 東京都

740 株式会社ＡＲＥＳ 池袋Ｄ－ＢＯＸビル節電改修工事 株式会社ＡＲＥＳ 東京都

741 南大塚アロービル節電改修工事 有限会社アロー・エンタープライズ 東京都

742 イオン西新井店 LED化工事 イオンリテール株式会社 東京都

743 株式会社 池下設計 池下アネックスビル節電改修工事 株式会社 池下設計 東京都

744 石川 株式会社 ウィングエイトビル ２階 ３階 節電改修工事 石川 株式会社 東京都

745 エルフェ四番町空調機更新工事 株式会社 伊勢半本店 東京都

746 千代田ビル１Ｆ共用部及び３Ｆ～１１Ｆ空調設備更新工事 株式会社一松 東京都

747 西新橋ホームビル 節電対策空調改修工事 株式会社一景 東京都

748 イトーヨーカドー立石店 節電改修工事 株式会社イトーヨーカ堂 東京都

749 伊藤ハム株式会社 アルト伊藤ビル節電改修工事 伊藤ハム株式会社 東京都

750 イマゴデイ　ビル節電改修工事 イマゴデイビル 東京都

751 立川 四谷大塚ビル 節電改修工事 株式会社井門コーポレーション 東京都

752 井門西蒲田ビル 節電改修工事 株式会社井門通商 東京都

753 西蒲田 四谷大塚ビル 節電改修工事 株式会社井門コーポレーション 東京都

754 井門西麻布ビル 節電改修工事 株式会社井門エンタープライズ 東京都

755 井門日本橋本町ビル 節電改修工事 株式会社井門リアルエステート 東京都

756 岩月興業株式会社 第二岩月ビル節電改修工事 岩月興業株式会社 東京都

757 梅原ビルディング株式会社 梅原ビル節電改修工事 梅原ビルディング株式会社 東京都

758 山田ラインビルⅡ 節電改修工事 有限会社エーエムリサーチ 東京都

759 株式会社エコス 小平店照明器具改修工事 株式会社 エコス 東京都

760 株式会社エコス 中神店照明器具改修工事 株式会社 エコス 東京都

761 ＳＭＫ厚生館ビル　節電改修工事 ＳＭＫ 株式会社 東京都

762 パラッツォ葛西店省エネ照明化工事 株式会社エヌ・ピー・エス葛西 東京都

763
日本アニメーション株式会社　日本アニメーションビル節電改修工
事

NTTファイナンス株式会社 東京都

764 江戸川橋アクセスビル空調設備等節電改修工事 株式会社エル・エス管財 東京都

765 株式会社 圓生楼 ＥＫＫビル節電改修工事 株式会社 圓生楼 東京都

766 第７大銀ビル　節電改修工事 株式会社　大淵銀器 東京都

767 株式会社ベスト本社ビル節電改修工事 太田興業株式会社 東京都

768 両国大塚ビル空調機器改修工事 大塚ビル管理 東京都

769 大原ビル 節電改修工事 大原 達 東京都

770 千代田岩本ビル節電改修工事 大坪篤子分 大坪 篤子 東京都

771 オークラ商事ビル節電改修工事 株式会社オークラ商事 東京都

772 浜松町ＯＳビル（パシフィックシティ浜松町）節電改修工事 オーエス株式会社 東京都

773 岡田興業株式会社 フィットネスクラブ省エネ節電改修工事 岡田興業株式会社 東京都

774 株式会社オザム スーパーオザム秋川店節電改修工事 株式会社オザム 東京都

775 音羽建物株式会社 音羽ＹＫビル空調・照明設備節電改修工事 音羽建物株式会社 東京都

776 国際興業株式会社 本社ビル節電改修工事 オリックス株式会社 東京都

777 セブンシーズ株式会社 セントラル南大塚第一ビル 節電改修工事 オリックス株式会社 東京都

778 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｏｌｙｍｐｉｃ中落合店節電改修工事 株式会社オリンピック 東京都

779 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｏｌｙｍｐｉｃ早稲田店節電改修工事 株式会社オリンピック 東京都

780 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ ホームピック立石店節電改修工事 株式会社オリンピック 東京都

781 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ ホームピック三鷹店節電改修工事 株式会社オリンピック 東京都

782 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ ＯｌｙｍｐｉｃおうちＤＥＰＯ府中店節電改修工事 株式会社オリンピック 東京都

783 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ ホームピック熊野前店節電改修工事 株式会社オリンピック 東京都

784 センタークレストビル節電改修工事 尾張屋土地株式会社 東京都
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785 伯東株式会社 本社ビル節電改修工事 伯東株式会社 東京都

786 株式会社カナエ本社ビル節電改修工事 株式会社カナエ 東京都

787 金子ビル節電改修工事 株式会社 カネコトキワ 東京都

788 塩崎ビル照明ＬＥＤ化工事 金萬商事株式会社 東京都

789 柴田ビル 節電改修工事 カホウ産業株式株式会社 東京都

790 株式会社河野 河野ビルディング節電改修工事 株式会社 河野 東京都

791 関交協ビル空調設備改修工事 関東交通共済協同組合 東京都

792 がんこ銀座１丁目店節電改修工事 がんこフードサービス株式会社 東京都

793 キクヤビルにおける空調設備更新による節電改修工事 キクヤピーエム株式会社 東京都

794
キングレコード株式会社 第三音羽ビル空調・照明設備節電改修工
事

キングレコード株式会社 東京都

795 クインバッグ株式会社本社ビル空調設備節電改修工事 クインバッグ株式会社 東京都

796 プレム桜丘空調・照明設備節電改修工事 株式会社 楠本興業 東京都

797 ＰＯＲＴ９１ 高効率照明器具の導入 有限会社クリエイトピア 東京都

798 株式会社クリエイト西武 本社節電改修工事 株式会社クリエイト西武 東京都

799 株式会社クリエイト西武 管理センター節電改修工事 株式会社クリエイト西武 東京都

800 神泉ビル節電改修工事 Ｇｒｏｓｖｅｎｏｒ　Ｌｉｍｉｔｅｄ 東京都

801 株式会社ケアコム　空調設備節電改修工事 株式会社ケアコム 東京都

802 京王新宿三丁目ビル照明設備節電改修工事 京王電鉄株式会社 東京都

803 慶應義塾大学（三田）第１校舎空調設備改修工事 学校法人慶應義塾 東京都

804
株式会社ケイポートドラッグマート ケイポート水門通り店節電改修
工事

株式会社ケイポートドラッグマート 東京都

805 株式会社 ケンコー・トキナー 本社ビル節電改修工事 株式会社ケンコー・トキナー 東京都

806 永寿総合病院節電改修工事 興銀リース（株） 東京都

807 公益財団法人修養団 SYDビル節電改修工事 興銀リース株式会社 東京都

808 株式会社麹町リアルティ 節電改修計画 株式会社麹町リアルティ 東京都

809 甲府観光 有限会社 節電改修工事 甲府観光 有限会社 東京都

810 株式会社小金井自動車学校 本社照明節電改修工事 株式会社小金井自動車学校 東京都

811 五番町Ｋビル節電改修工事 国際ランド＆ディベロップメント株式会社 東京都

812 学校法人後藤学園 １・２・５号館 節電ＬＥＤ工事 学校法人後藤学園 東京都

813 小宮山印刷株式会社 空調の高効率導入事業 小宮山印刷株式会社 東京都

814 櫻正宗株式会社 スリージェ元麻布節電改修工事 櫻正宗株式会社 東京都

815 有限会社サクラホテル 幡ヶ谷ホテル節電改修工事 有限会社サクラホテル 東京都

816 サクマ製菓株式会社 節電改修工事 サクマ製菓株式会社 東京都

817 ＴＳＵＴＡＹＡ調布店 節電改修工事 株式会社佐藤商会 東京都

818 サトーパーツ株式会社本社ビル 節電改修工事 サトーパーツ株式会社 東京都

819 サンコー機材株式会社西多摩支店節電改修工事 サンコー機材株式会社 東京都

820 フロンティア四谷節電改修工事 三丸興業株式会社 東京都

821 四谷アネックス節電改修工事 三丸興業株式会社 東京都

822 株式会社三徳 三徳町田山崎店節電改修工事 株式会社三徳 東京都

823 社会福祉法人 三交会 節電改修工事 社会福祉法人 三交会 東京都

824 サウスウィング東五反田ビル 節電改修工事 株式会社サンフーズ井門 東京都

825 サンデリカ 節電改修工事 サンデリカ 東京都

826 株式会社三徳 三徳南大沢店節電改修工事 株式会社三徳 東京都

827 株式会社サンパワー 節電改修工事 株式会社 サンパワー 東京都

828 株式会社サンパワー 節電改修工事 株式会社 サンパワー 東京都

829 株式会社三徳 三徳汐入店節電改修工事 株式会社三徳 東京都

830 株式会社さえき 若松食品館節電改修工事 JA三井リース株式会社 東京都

831 株式会社グランパ大久保 節電改修工事 ＪＡ三井リース株式会社 東京都

832 特別医療法人社団 慈生会 常楽診療所 節電改修工事 特別医療法人社団 慈生会 東京都

833 品川機械株式会社 神田駅前ＳＫビル 節電改修工事 品川機械株式会社 東京都
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834 シムライズ株式会社 本社照明器具及び空調機リニューアル工事 シムライズ株式会社 東京都

835 サン・モール第七ビル 節電改修工事 株式会社霜越ビル 東京都

836 株式会社ジャンプ中板橋店 節電改修工事 株式会社 ジャンプ 東京都

837 株式会社シュガーレディ本社 本社ビル節電改修工事 株式会社シュガーレディ本社 東京都

838 株式会社さえき 北烏山食品館節電改修工事 首都圏リース株式会社 東京都

839
株式会ジャックル浦島屋 業務スーパー リカーキング寺田店節電
改修工事

首都圏リース株式会社 東京都

840 三鷹中央リハケアセンター 節電改修工事 首都圏リース株式会社 東京都

841 株式会社主婦と生活社 ＬＥＤ照明導入工事 株式会社主婦と生活社 東京都

842 ホーメスト木箱銀座ビル空調設備節電改修工事 株式会社ジュピター 東京都

843 番町ハウス 節電改修工事 昭栄株式会社 東京都

844 玉川高島屋Ｓ・Ｃ 照明ＬＥＤ化改修計画（南館増築棟） 東神開発株式会社 東京都

845 立川ＴＭビル９Ｆ 照明改修工事 東神開発株式会社 東京都

846 商工組合中央金庫 八王子支店節電改修工事 株式会社商工組合中央金庫 東京都

847 老人保健施設まちや・上智厚生館保育園空調設備改修工事 社会福祉法人 上智社会事業団 東京都

848 白石建設株式会社 本社ビル ＬＥＤ照明導入 白石建設株式会社 東京都

849 株式会社 白興 本社ビル節電改修工事 株式会社 白 興 東京都

850 学校法人白百合学園 白百合女子大学３号館 節電改修工事 学校法人白百合学園 東京都

851 新和観光株式会社 マツモトキヨシ新橋駅前店節電改修工事 新和観光株式会社 東京都

852 日本橋三幸ビル 節電改修工事 杉山 幸一 東京都

853 ジュエインドアテニス 節電改修事業 杉山 利昌 東京都

854 スルザーメテコジャパン 空調設備改修工事
スルザーメテコジャパン 空調設備改修工
事

東京都

855 西武信用金庫久我山支店 節電改修工事 西武信用金庫 東京都

856 西武信用金庫東村山支店 節電改修工事 西武信用金庫 東京都

857 西武信用金庫浜田山支店　節電改修工事 西武信用金庫 東京都

858 西武信用金庫荻窪支店 節電改修工事 西武信用金庫 東京都

859 西武信用金庫恵比寿支店　節電改修工事 西武信用金庫 東京都

860 西武信用金庫保谷支店 節電改修工事 西武信用金庫 東京都

861 西武信用金庫西荻窪支店　節電改修工事 西武信用金庫 東京都

862 西武信用金庫下井草支店 節電改修工事 西武信用金庫 東京都

863 西武信用金庫大泉支店 節電改修工事 西武信用金庫 東京都

864 西武信用金庫 鷺宮支店 節電改修工事 西武信用金庫 東京都

865 西武信用金庫 瑞穂支店空調機器節電改修工事 西武信用金庫 東京都

866 西武信用金庫 幸町支店空調機器節電改修工事 西武信用金庫 東京都

867 西武信用金庫 小作支店空調機器節電改修工事 西武信用金庫 東京都

868 西武信用金庫 東大和市店空調機器節電改修工事 西武信用金庫 東京都

869 株式会社清微 株式会社 清微 東京都

870 社会福祉法人 聖明福祉協会聖明園曙荘 節電改修工事
社会福祉法人 聖明福祉協会 聖明園曙
荘

東京都

871 セコム株式会社 目白台ビル節電改修工事 セコム株式会社 東京都

872 セコム株式会社 テクニカルセンター節電改修工事 セコム株式会社 東京都

873 セタニビル節電改修工事 株式会社セタニ 東京都

874 ゼネラル株式会社 東京本社ビル節電改修工事 ゼネラル株式会社 東京都

875 全経会館節電改修工事 公益社団法人 全国経理教育協会 東京都

876 グリーンマート新小岩東店空調設備等節電改修工事 太伸食品株式会社 東京都

877 太陽エステートビル 節電改修工事 株式会社太陽エステート 東京都

878 太陽化学株式会社 東京本社ビル節電改修工事 太陽化学株式会社 東京都

879 大成興業株式会社本社ビル節電改修工事 大成興業株式会社 東京都

880 株式会社ダイシン百貨店 節電改修工事 株式会社ダイシン百貨店 東京都

881 株式会社ダイイチ 第一スレートビル節電改修工事 株式会社 ダイイチ 東京都

882 第一石丸共同ビル株式会社節電改修工事 第一石丸共同ビル株式会社 東京都
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883 大東京信用組合 蒲田支店節電改修工事 大東京信用組合 東京都

884 大和産業株式会社 本社ビル節電改修工事 大和産業株式会社 東京都

885 大黒屋 氷川台店節電改修工事 株式会社 大黒流通チェーン 東京都

886 大和ライフネクスト赤坂本社ビル空調改修工事 大和ライフネクスト株式会社 東京都

887 ＤＫ五反田 節電改修工事 第一恒産株式会社 東京都

888 株式会社高文 高文ビル節電改修工事 株式会社高文 東京都

889 株式会社タカキ 本社ビル照明節電改修工事 株式会社タカキ 東京都

890 高千穂大学 平成２４年度冷暖房空調設備改修工事 学校法人 高千穂学園 東京都

891 文銭堂本舗本社ビル節電改修工事 田口 邦夫 東京都

892 ＢＲ本郷５ビル 節電改修工事 武山 晴夫 東京都

893 日本会館空調・照明設備節電改修工事 巽土地建物株式会社 東京都

894 たなべ物産株式会社空調設備節電改修工事 たなべ物産株式会社 東京都

895 株式会社田中幸和堂 コーワビル２節電改修工事 株式会社 田中幸和堂 東京都

896 特別養護老人ホーム 杜の園 節電改修工事 社会福祉法人 七日会 東京都

897 特別養護老人ホーム さくら野杜 節電改修工事 社会福祉法人 七日会 東京都

898 特別養護老人ホーム 青葉の杜 節電改修工事 社会福祉法人 七日会 東京都

899 岩本町Ｔ・Ｉビル（空調機更新）節電改修工事 田沼　賢一 東京都

900 多摩キャンパス節電プロジェクト（設備改修） 学校法人 田村学園 東京都

901
チェッカーモータース株式会社 クライスラー・ジープ・ダッジ世田谷
節電改修事業

チェッカーモータース株式会社 東京都

902 小川町メセナビル 節電改修工事 中央三井信託銀行株式会社 東京都

903 テクノス中野ビル空調設備節電改修工事
不動産信託受託者 中央三井信託銀行株
式会社

東京都

904 第５中央ビル節電改修工事 中央土地株式会社 東京都

905 五反田中央ビル節電改修工事 中央土地株式会社 東京都

906 第１中央ビル節電改修工事 中央土地株式会社 東京都

907 千代田電子機器株式会社 本社ビル節電改修工事 千代田電子機器株式会社 東京都

908 株式会社千代田 西新井ホール節電改修工事 株式会社 千代田セレモニー 東京都

909 第２ＴＲビル空調設備節電改修工事 辻 泰弘 東京都

910 芝・多賀ビル空調・照明設備節電改修工事 壷井 賀代子 東京都

911 ロイスダールビル 節電改修工事 ティー・オー・シー株式会社 東京都

912 株式会社テンドラッグ北赤羽店節電改修工事 株式会社テン・ドラッグ 東京都

913 京急第５ビル　空調更新工事 京浜急行電鉄株式会社 東京都

914 株式会社機電サービス節電改修工事 株式会社機電サービス 東京都

915 株式会社　東陽テクニカ　照明設備省エネ改修工事 株式会社　東陽テクニカ 東京都

916 駒込ＴＳビル 節電改修工事 合資会社 東京製パン所 東京都

917 東京倉庫運輸株式会社 ＤＳＫビル照明節電改修工事 東京倉庫運輸株式会社 東京都

918 東京シティ信用金庫 赤羽支店節電改修工事 東京都シティ信用金庫 東京都

919 東京シティ信用金庫 砂町支店節電改修工事 東京シティ信用金庫 東京都

920 東プレ興産株式会社 第二プレシーザビル節電改修工事 東プレ興産株式会社 東京都

921 東京経済大学１号館照明節電改修工事 学校法人 東京経済大学 東京都

922 東京管路総研 節電改修工事 東京管路総研株式会社 東京都

923 東海堂渋谷ビル節電改修工事 株式会社東海堂 東京都

924 東邦自動車株式会社 本社ビル節電改修工事 東邦自動車株式会社 東京都

925 東洋製罐幸ビル改修工事 東洋製罐株式会社 東京都

926 株式会社東京企画クロスサイド田町ビル節電改修工事 株式会社東京企画 東京都

927 ニュースター２ 空調改修工事 株式会社東英 東京都

928 ＪＡバンク東京信連 ＪＡ東京情報センター節電改修工事 東京都信用農業協同組合連合会 東京都

929 第１プラザビル空調用熱源設備節電改修工事 株式会社東京ドーム 東京都

930 東急南平台町ビル照明設備節電改修事業 東京急行電鉄株式会社 東京都

931 東急桜丘町ビル照明設備節電改修事業 東京急行電鉄株式会社 東京都
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932 東京大学本郷キャンパス医学部教育研究棟空調改修工事 国立大学法人 東 京 大 学 東京都

933 東京大学本郷キャンパス農学部７号館空調改修工事 国立大学法人 東 京 大 学 東京都

934 トーホー株式会社 東京支店節電改修工事 トーホー株式会社 東京都

935 株式会社 トップ深大寺店 節電改修工事 株式会社 トップ 東京都

936 株式会社 トップ奥沢店 節電改修工事 株式会社 トップ 東京都

937 株式会社トミー精工　本社ビル節電改修工事 株式会社トミー精工 東京都

938 豊玉タクシー本社ビル高効率空調機更新工事 豊玉タクシー株式会社 東京都

939 有限会社トレベルノ ＴＲＥＶＥＲＮＯ恵比寿ビル節電改修工事 有限会社トレベルノ 東京都

940 三田レオマビル 節電改修工事 有限会社中村ビル 東京都

941 ＹＫ駿河台ビル 節電改修工事 有限会社中村ビル 東京都

942 中屋ビル株式会社 両国中屋ビル節電改修工事 中屋ビル株式会社 東京都

943 株式会社中村自工 南砂事業所節電改修工事 株式会社 中村自工 東京都

944 天王洲セントラルタワー節電改修 中川特殊鋼株式会社 東京都

945 株式会社南国酒家 ブロードウェイ プラボ空調工事 株式会社南国酒家 東京都

946 ガス石油機器会館 節電改修工事 一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 東京都

947 日研総業株式会社 日研第一ビル節電改修工事 日研総業株式会社 東京都

948 ニチイホーム 昭島 節電改修工事 株式会社 日本信用リース 東京都

949 ニチイホーム 自由が丘 節電改修工事 株式会社 日本信用リース 東京都

950 ニチイホーム 大森 節電改修工事 株式会社 日本信用リース 東京都

951 日本上下水道設計株式会社 富久ビル節電改修工事 日本上下水道設計株式会社 東京都

952 ＭＫ麹町ビル節電改修工事 日本ＧＥ株式会社 東京都

953 日本ロングライフ株式会社 ロングライフ成城節電改修工事 日本ロングライフ株式会社 東京都

954 日本殖産興業株式会社 茅場町日殖ビル節電改修工事 日本殖産興業株式会社 東京都

955 二引ビル節電改修工事 二引株式会社 東京都

956 日本パーカライジング株式会社 本社ビル節電改修工事 日本パーカライジング株式会社 東京都

957 日本道路株式会社東京支店環境配慮型照明器具入替工事 日本道路株式会社 東京都

958 日本道路株式会社技術研究所空調更新 日本道路株式会社 東京都

959 パセラリゾーツ渋谷店 節電改修工事 株式会社ニュートン 東京都

960 ノアインドアステージ株式会社 国分寺校節電改修工事 ノアインドアステージ株式会社 東京都

961 桜館 公衆浴場用給湯機器節電改修工事 野口 朋宏 東京都

962 株式会社ノジマ 忠生店ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社ノジマ 東京都

963 株式会社ノジマ　小平店ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社　ノジマ 東京都

964 株式会社ノジマ 八王子みなみ野店 ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社 ノジマ 東京都

965 野村興業有限会社 野村興業有限会社 東京都

966 株式会社 橋本屋本社ビル節電改修工事 株式会社 橋本屋 東京都

967 株式会社パスポート国立弁天通り店 店内照明節電改修工事 株式会社パスポート 東京都

968 籏保全株式会社 五反田ハタビル 空調換気設備更新工事 籏保全株式会社 東京都

969 ケーエムビル節電空調改修工事 花田 ちえ子 東京都

970 ハネクトーン早川株式会社 節電改修工事 ハネクトーン早川株式会社 東京都

971 株式会社泉八 泉八東京ビル節電改修工事 浜銀ファイナンス株式会社 東京都

972 調布丸善ビル節電改修工事 原 清二郎 東京都

973 パラッツォ秋津店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ東京プラザ 東京都

974 パラッツォ篠崎店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ篠崎 東京都

975 パラッツォ志村店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ志村 東京都

976 第１２大鉄ビル空調・照明設備節電改修工事 番町興産株式会社 東京都

977 株式会社ビーエムアドバンス 本社節電改修工事 株式会社ビーエムアドバンス 東京都

978 株式会社ピーコックストア東小金井店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都

979 株式会社ピーコックストア石川台店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都

980 株式会社ピーコックストア三軒茶屋の杜店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都
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981 株式会社ピーコックストア桜新町店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都

982 株式会社ピーコックストア上池台店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都

983 目白店 節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都

984 松坂屋ストア大島店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都

985 株式会社ピーコックストア都立家政店節電改修工事 株式会社ピーコック ストア 東京都

986 株式会社ピーコックストア花小金井店節電改修工事 株式会社 ピーコック ストア 東京都

987 株式会社ピーコックストア竹ノ塚店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 東京都

988 スーパーあずま明大前店冷凍設備節電改修工事 東食品株式会社 東京都

989 東麻布久永ビル 節電改修工事 株式会社久永 東京都

990 吉安神田ビル節電改修工事 美倉ホールディング特定目的会社 東京都

991 ひのき進学教室本部 節電改修工事 株式会社ひのき会 東京都

992 株式会社ヒマラヤ デルコス八王子本店節電改修工事 株式会社ヒマラヤ 東京都

993 ファインテック株式会社 不二ビル節電改修工事 ファインテック株式会社 東京都

994
ファーストインベスターズ株式会社 バリュー神田ビルヂング節電
改修工事

ファーストインベスターズ株式会社 東京都

995 有限会社フォーミュラ アトラスビル節電改修工事 有限会社フォーミュラ 東京都

996 府川洋輔、府川芳枝 新川スクエア節電改修工事 府川 洋輔 東京都

997 フジッコ株式会社東京ＦＦセンター節電工事 フジッコ株式会社 東京都

998 富士フイルムメディカル八重洲ビル節電改修工事 富士フイルムメディカル株式会社 東京都

999 平田ビル節電改修工事 株式会社 文光 東京都

1000 株式会社文藝春秋 本館ビル節電改修工事 株式会社 文藝春秋 東京都

1001 株式会社平成ビルサポート 大森センチュリービル節電改修工事 株式会社平成ビルサポート 東京都

1002
株式会社ベンチャーバンク まんが喫茶ゲラゲラ本八幡店節電改
修工事

株式会社ベンチャーバンク 東京都

1003 第一大外ビル節電改修事業 有限会社外川ビル 東京都

1004 マツモトキヨシ 渋谷Ｐａｒｔ１店節電改修工事 株式会社マツモトキヨシ 東京都

1005 松本徽章工業株式会社 本社ビル節電改修工事 松本徽章工業株式会社 東京都

1006 ハクサン第一ビル 節電改修工事 株式会社 マルマサ 東京都

1007 株式会社 マルエツ 足立入谷店 節電改修工事 株式会社 マルエツ 東京都

1008 株式会社萬富 永田町ケーアイビル節電改修工事 株式会社 萬富 東京都

1009 三笠総業株式会社 三笠ビル節電改修工事 三笠総業株式会社 東京都

1010 福音館書店空調設備等節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都

1011 アカツキ商事株式会社　本社ビル節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都

1012 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 天王洲郵船ビル節電改修工事 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都

1013 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大塚ＦＴビル節電改修工事 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都

1014 丹後３３ビル節電改修工事 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都

1015 ミツワ株式会社 ミツワ本社ビル節電改修工事 ミツワ株式会社 東京都

1016 三越伊勢丹フードサービス豊海ビル節電改修工事 株式会社三越伊勢丹フードサービス 東京都

1017 前田紡績株式会社エスケー新宿御苑ビルにおける節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都

1018 ラピスタ新橋ビル節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都

1019 山野美容芸術短期大学 照明設備ＬＥＤ化改修工事 三菱電機クレジット株式会社 東京都

1020 ミツワ産業株式会社 ミツワ産業本社ビル節電改修工事 ミツワ産業株式会社 東京都

1021 医療法人社団珠泉会 ウイング府中 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都

1022 医療法人社団珠泉会 アゼリア昭島 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都

1023 株式会社成和　弘城ビル空調照明節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都

1024 株式会社三徳 三徳新宿本店節電改修工事 株式会社三徳 東京都

1025 特別養護老人ホーム 喜多見ホーム省エネ改修工事 社会福祉法人 南山会 東京都

1026 千代田岩本ビル節電改修工事 箕田順一分 箕田 順一 東京都

1027 宮川ビル空調設備更新工事 宮川 光作 東京都

1028 向井建設株式会社須田ＭＫビル照明節電改修事業 向井建設株式会社 東京都

1029 武蔵野興業株式会社 自由が丘ミュービル節電改修工事 武蔵野興業株式会社 東京都
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1030 株式会社村井 村井ビル節電改修工事 株式会社村井 東京都

1031 明源寺空調更新計画 宗教法人 明源寺 東京都

1032 特別養護老人ホーム藤寿苑 節電改修工事 社会福祉法人 明徳会 東京都

1033 株式会社メタルポート 芝園ビル節電改修工事 株式会社メタルポート 東京都

1034 ふれあい町田ホスピタル 節電改修工事 有限会社 メデイカルヘルスクラブ 東京都

1035 虎ノ門３６森ビル 照明設備更新工事 森ビル株式会社 東京都

1036 有限会社八百久 久間ビル節電改修工事 有限会社 八百久 東京都

1037 安田不動産株式会社 お茶の水ユニオンビル節電改修工事 安田不動産株式会社 東京都

1038 安田不動産株式会社 竹橋３－３ビル節電改修工事 安田不動産株式会社 東京都

1039 安田裕宣他３名 河田町安田ビル 節電改修工事 安田 裕宣 東京都

1040 第１０矢野新ビル空調設備節電改修工事 矢野新興産株式会社 東京都

1041 山三ビル　高効率空調システム導入事業 有限会社　山三地所 東京都

1042 山スストー罐詰株式会社 ストー缶詰ビル節電改修工事 山スストー罐詰株式会社 東京都

1043 ヤマイチ船堀店照明・冷凍冷蔵設備節電改修工事 株式会社ヤマイチ 東京都

1044 ヤマモトビル節電改修工事 株式会社ヤマモト 東京都

1045 原宿山田ビル節電改修工事 山田 惠子 東京都

1046 ヤマコビル節電改修工事 株式会社ヤマコ 東京都

1047 結城運輸倉庫株式会社 本社節電改修工事 結城運輸倉庫株式会社 東京都

1048 株式会社裕幸社 いずみ日本橋ビル節電改修工事 株式会社裕幸社 東京都

1049 株式会社ユー・エス・イー 東京本社ビル節電改修工事 株式会社ユー・エス・イー 東京都

1050 有限会社幸恵商事 有限会社 幸恵商事 東京都

1051 長谷萬ビル東陽町 節電改修工事 ユナイテッド・アーバン投資法人 東京都

1052 株式会社ユニオン 東京支店ビル節電改修工事 株式会社ユニオン 東京都

1053 ユニバーサルドラッグ株式会社 動坂店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1054 ユニバーサルドラッグ株式会社 東新小岩店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1055 ユニバーサルドラッグ株式会社 大泉学園店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1056 ユニバーサルドラッグ株式会社 立石駅前店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1057 ユニバーサルドラッグ株式会社 水元店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1058 ユニバーサルドラッグ株式会社 高島平店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1059 ユニバーサルドラッグ株式会社 大井町店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1060 ユニバーサルドラッグ株式会社 鐘ヶ淵店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1061 ユニバーサルドラッグ株式会社 荻窪店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1062 ユニバーサルドラッグ株式会社 落合店節電改修工事 ユニバーサルドラッグ株式会社 東京都

1063 照明のＬＥＤ化 社会福祉法人浴風会 東京都

1064 株式会社吉野家ホールディングス・本社ビル節電改修工事 株式会社吉野家ホールディングス 東京都

1065 ヨドバシカメラ八王子店 節電改修工事 株式会社ヨドバシカメラ 東京都

1066 東銀座プラザビル（空調機更新）節電改修工事 株式会社　ランドビジネス 東京都

1067 ランダムスクウェア本所ビル 節電改修工事 株式会社ランダムスクウェア 東京都

1068 リード・イン大森　空調の高効率導入事業 リード・ジャパン株式会社 東京都

1069 東京リボン株式会社 ＴＲビル節電改修工事 東京リボン株式会社 東京都

1070 株式会社 りゅう ボン・ヴィサージュ砧店節電改修工事 株式会社 りゅう 東京都

1071 株式会社Ｒｏｏｔｓ Ｎａｖｉ渋谷Ⅴ 節電改修工事 株式会社Ｒｏｏｔｓ 東京都

1072 ル・クルーゼ ジャポン株式会社 東京本社ビル節電改修工事 ル・クルーゼ ジャポン株式会社 東京都

1073 アトラス２ パチスロ棟 節電改修工事 有限会社レジャーシステム 東京都

1074 アトラス２ パチンコ棟 節電改修工事 有限会社レジャーシステム 東京都

1075 株式会社ワールド 丸照ビル節電改修工事 株式会社 ワールド 東京都

1076 ワショー本店空調設備節電改修工事 株式会社 ワショー本店 東京都

1077 立川渡辺ビル 節電改修工事 有限会社 ワタナベ 東京都

1078 ワタナベ本社ビル節電改修工事 株式会社 ワタナベ 東京都
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1079 ワヨー株式会社 本社ビル節電改修工事 ワヨー株式会社 東京都

1080 社会福祉法人 わらしこの会 わらしこ保育園 建築物節電改修工事 社会福祉法人 わらしこの会 東京都

1081 アネーロ厚木Ⅱ 空調・電灯の高効率導入事業 株式会社秋山商事 神奈川県

1082 （有）明昭義塾 ムラーラ本牧２Ｆ、３Ｆ節電改修工事 有限会社明昭義塾 神奈川県

1083 （有）明昭義塾 パークセレス根岸２Ｆ、４Ｆ、５Ｆ節電改修工事 有限会社明昭義塾 神奈川県

1084 （有）明昭義塾 Ｋ１ビル１Ｆ、３Ｆ節電改修工事 有限会社明昭義塾 神奈川県

1085 株式会社イクヨ 事務棟 節電改修工事 株式会社イクヨ 神奈川県

1086 イトーヨーカドー川崎店　節電改修工事 株式会社　イトーヨーカ堂 神奈川県

1087 イトーヨーカドー伊勢原店　節電改修工事 株式会社イトーヨーカ堂 神奈川県

1088 イトーヨーカドー桂台店　節電改修工事 株式会社イトーヨーカ堂 神奈川県

1089 アミューズメントスペースさがみ野空調設備改修工事 株式会社エール 神奈川県

1090 大仙工業株式会社 節電改修工事 大仙工業株式会社 神奈川県

1091 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｏｌｙｍｐｉｃ中央林間店節電改修工事 株式会社オリンピック 神奈川県

1092 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ ホームピック相模大塚店節電改修工事 株式会社オリンピック 神奈川県

1093 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｏｌｙｍｐｉｃ瀬谷店節電改修工事 株式会社オリンピック 神奈川県

1094 新横浜ファーストビル空調設備節電改修工事 片山工業株式会社 神奈川県

1095 神奈川県不動産会館節電改修工事 社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 神奈川県

1096 株式会社カメガヤ フィットケア・デポ小杉店 節電改修工事 株式会社カメガヤ 神奈川県

1097 株式会社カメガヤ フィットケア・デポ北山田店 節電改修工事 株式会社カメガヤ 神奈川県

1098 株式会社加山 東尾垂の温泉棟 節電改修工事 株式会社加山 神奈川県

1099 （株）キャリアプラン オギノビル２Ｆ、３Ｆ節電改修工事 株式会社 キャリアプラン 神奈川県

1100 有限会社銀座ホール パーラーニューギンザ 節電改修工事 有限会社 銀座ホール 神奈川県

1101 有限会社銀座ホール 銀座ホール本店 節電改修工事 有限会社銀座ホール 神奈川県

1102 社会福祉法人敬心会栗原ホーム　節電改修工事 社会福祉法人敬心会 神奈川県

1103 翠松園 節電改修工事 株式会社ＫＰＧ　ＬＵＸＵＲＹ　ＨＯＴＥＬＳ 神奈川県

1104 医療法人 研水会 平塚病院節電改修工事 医療法人 研水会 神奈川県

1105 健麒有限会社 健麒有限会社 神奈川県

1106 介護老人保健施設 ラ・クラルテ節電改修工事 医療法人社団 廣風会 神奈川県

1107 湘南東部総合病院本館節電改修工事 医療法人社団 康心会 神奈川県

1108 茅ヶ崎新北陵病院 節電改修工事 医療法人社団 康心会 神奈川県

1109 さくらの家二番館 空調設備入替工事 社会福祉法人 心の会 神奈川県

1110 紳士服コナカ湘南台店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 神奈川県

1111 紳士服コナカ茅ヶ崎本店ＬＥＤ改装工事 株式会社コナカ 神奈川県

1112 紳士服コナカ相模原駅前店LED改装工事 株式会社コナカ 神奈川県

1113 株式会社サーティーフォー 本社ビル節電改修工事 株式会社サーティーフォー 神奈川県

1114 社会福祉法人相模福祉村虹の家 節電改修工事 社会福祉法人相模福祉村 神奈川県

1115 ブランシェ善行空調設備節電改修工事 三丸興業株式会社 神奈川県

1116 株式会社サン・タチバナ リバーストーン第３ビル節電改修工事 株式会社サン・タチバナ 神奈川県

1117 株式会社アニージャパン ＡＮＮＩ横浜ＥＡＳＴビル節電改修工事 ＪＡ三井リース株式会社 神奈川県

1118 サンヒルズヨコハマ節電改修工事 株式会社渋谷エステート 神奈川県

1119
株式会社ジャパン・アミューズメント パサージュ仲町台店節電改修
工事

株式会社ジャパン・アミューズメント 神奈川県

1120 相武台病院節電改修工事 医療法人社団 昌栄会 神奈川県

1121 たま日吉台病院 省エネ改修工事 医療法人社団 昇進会　たま日吉台病院 神奈川県

1122 湘南マツダ相模原店空調機改修工事 株式会社 湘南マツダ 神奈川県

1123 本町中央ビル 節電対策空調改修事業 湘南中央ビル株式会社 神奈川県

1124 湘南マツダ藤沢南店空調機改修工事 株式会社 湘南マツダ 神奈川県

1125 （有）白浜工務店省エネ改修事業 有限会社 白浜工務店 神奈川県

1126 仁メディカルグループ節電改修工事 有限会社 仁メディカル 神奈川県

1127 ホテルラシー／横浜店ＬＥＤ変換工事 有限会社杉浦商店 神奈川県
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1128 逗子開成学園 節電改修事業 学校法人逗子開成学園 神奈川県

1129 株式会社たまや港南台店節電改修工事
住信・パナソニックフィナンシャルサービス
株式会社

神奈川県

1130 ニューライフ湯河原 節電改修工事 財団法人 生活保健協会 神奈川県

1131 社会福祉法人 積善会 空調機改修工事 社会福祉法人 積善会 神奈川県

1132
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 茅ヶ崎十間坂店 節電改修工
事

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 神奈川県

1133 鶴見大学１号館 空調設備改修工事 学校法人 総持学園 神奈川県

1134 そうてつローゼン高田店 節電改修工事 相鉄ローゼン株式会社 神奈川県

1135 ダイナシティウエスト節電改修工事 株式会社 ダイナシティ 神奈川県

1136 横浜アーバンビル 空調の高効率導入事業 タケイチ建設株式会社 神奈川県

1137 スーパーグランドビュー小田原店節電改修工事 株式会社 千 歳 観 光 神奈川県

1138 株式会社東昇実業 新横浜第３東昇ビル節電改修工事 株式会社 東昇実業 神奈川県

1139 医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院節電改修工事 東京センチュリーリース株式会社 神奈川県

1140 東海観光 有限会社 横浜保土ヶ谷ビル節電改修工事 東海観光 有限会社 神奈川県

1141 医療法人社団 東華会 相模湖病院 節電改修工事 医療法人社団 東 華 会 神奈川県

1142 株式会社トーエル横浜タスクセンター節電改修工事 株式会社トーエル 神奈川県

1143 田名老人保健施設　空調設備節電改修工事 医療法人社団 徳寿会 神奈川県

1144 株式会社トップ 岸根店 節電改修工事 株式会社 トップ 神奈川県

1145 株式会社土門 関内ＤＯＭＯＮビル節電改修工事 株式会社土門 神奈川県

1146 トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社 節電改修工事 トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社 神奈川県

1147 ふろーらＮビル 節電改修工事 永島 寛治 神奈川県

1148 日栄興業株式会社 パサージュ辻堂店節電改修工事 日栄興業株式会社 神奈川県

1149 日総工産新横浜ビル空調設備更新工事 日総工産株式会社 神奈川県

1150 ニチイホーム たまプラーザ 節電改修工事 株式会社 日本信用リース 神奈川県

1151 ニチイホーム 鷺沼 節電改修工事 株式会社 日本信用リース 神奈川県

1152 ニチイホーム 栗平 節電改修工事 株式会社 日本信用リース 神奈川県

1153 株式会社ノジマ　横浜四季の森店　ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社　ノジマ 神奈川県

1154 株式会社ノジマ 愛川店ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社ノジマ 神奈川県

1155 株式会社ノジマ 鎌倉店 ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社 ノジマ 神奈川県

1156 バイオリンクス株式会社 空調の高効率導入事業 バイオリンクス株式会社 神奈川県

1157 馬場フードサービス株式会社 大和甲羅本店節電改修工事 浜銀ファイナンス株式会社 神奈川県

1158 空調機更新工事 浜銀ファイナンス株式会社 神奈川県

1159 株式会社泉八 泉八横浜支店節電改修工事 浜銀ファイナンス株式会社 神奈川県

1160 株式会社 大和地所 節電改修工事 浜銀ファイナンス株式会社 神奈川県

1161 パラッツォ大船店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ東京プラザ 神奈川県

1162 パラッツォ藤沢南店省エネ照明化工事 株式会社パラッツォ藤沢北 神奈川県

1163 株式会社ピーコックストア藤沢トレアージュ白旗店節電改修工事 株式会社 ピーコック ストア 神奈川県

1164 株式会社ピーコックストア本郷台店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 神奈川県

1165 株式会社ピープル フォーラムビル節電改修工事 株式会社ピープル 神奈川県

1166 医療法人 社団 ピーエムエー ソフィア横浜節電改修工事 医療法人 社団 ピーエムエー 神奈川県

1167 株式会社光電社 本社ビル節電改修工事 株式会社 光電社 神奈川県

1168
（株）日立製作所エンタープライズサーバ事業部 ＣＰ棟空調改修工
事

株式会社 日立製作所 神奈川県

1169 富士シティオ株式会社「鵠沼店」節電改修工事 富士シティオ株式会社 神奈川県

1170 富士シティオ株式会社「善行店」節電改修工事 富士シティオ株式会社 神奈川県

1171 富士シティオ株式会社「稲田堤店」節電改修工事 富士シティオ株式会社 神奈川県

1172 富士シティオ株式会社「芹ヶ谷店」節電改修工事 富士シティオ株式会社 神奈川県

1173 富士通小杉ビル ＣＣＦＬ化工事
富士通ホーム＆オフィスサービス株式会
社

神奈川県

1174 株式会社マキヤ エスポット新横浜店節電改修工事 株式会社マキヤ 神奈川県

1175 株式会社木下の介護 ライフコミューン川崎節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 神奈川県

1176 株式会社グランドボウル 川崎グランドボウル節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 神奈川県
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1177 株式会社三矢研究所 古澤ビル節電改修工事 株式会社 三矢研究所 神奈川県

1178 箕田合資会社 箕田関内ビル節電改修工事 箕田合資会社 神奈川県

1179 介護老人保健施設 ライフプラザ新緑 節電改修工事 医療法人社団 三喜会 神奈川県

1180 ふれあい平塚ホスピタル 節電改修工事 有限会社メデイカルヘルスクラブ 神奈川県

1181 ふれあい東戸塚ホスピタル節電改修工事 有限会社 メデイカルヘルスクラブ 神奈川県

1182 株式会社メビウス 宝島 節電改修工事 株式会社メビウス 神奈川県

1183 パーラーニュースター節電改修工事 山崎興業株式会社 神奈川県

1184 社会福祉法人悠朋会 千代田デイサービスセンター節電改修工事 社会福祉法人悠朋会 神奈川県

1185 （株）ユニマットそよ風 麻生ケアセンター節電改修工事 株式会社ユニマットそよ風 神奈川県

1186 スパーク浦郷店 節電改修工事 ユニオネックス株式会社 神奈川県

1187 もとまちユニオン葉山店節電改修工事 ユニオネックス株式会社 神奈川県

1188 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル節電改修工事
株式会社 横浜グランドインターコンチネン
タルホテル

神奈川県

1189 医療法人積愛会 横浜舞岡病院節電改修工事 横浜舞岡病院 神奈川県

1190 株式会社ライトボーイ栗木事業所節電改修工事 株式会社ライトボーイ 神奈川県

1191 ＹＨフィオーレ２合同会社 ヘリオス関内ビル節電改修工事 ＹＨフィオーレ２合同会社 神奈川県

1192 和同交通株式会社 本社ビル節電改修工事 和同交通株式会社 神奈川県

1193 スーパーセンタームサシ上越店（本館） 節電改修工事 アークランドサカモト株式会社 新潟県

1194 ホームセンタームサシ長岡店ガーデンセンター アークランドサカモト株式会社 新潟県

1195 ホームセンタームサシ 長岡店本館 アークランドサカモト株式会社 新潟県

1196 ホームセンタームサシ三条店本館 節電改修工事 アークランドサカモト株式会社 新潟県

1197 株式会社愛知商事 空調機入替工事 株式会社愛知商事 新潟県

1198 株式会社アセットクリエーション ロージィ・コート柏崎節電改修工事 株式会社 アセットクリエーション 新潟県

1199 特別養護老人ホーム愛宕の園 節電改修工事 社会福祉法人 愛宕福祉会 新潟県

1200 アパ住宅（株） アパ新潟駅南ビル 節電改修工事 アパ住宅株式会社 新潟県

1201 荒川ショッピングセンターアコス 節電改修工事 協同組合荒川ショッピングセンター 新潟県

1202 株式会社アン古町店節電改装工事 株式会社アン 新潟県

1203 株式会社アン万代店節電改装工事 株式会社アン 新潟県

1204 株式会社アン青山店節電改装工事 株式会社アン 新潟県

1205 株式会社いせん 節電改修工事 株式会社いせん 新潟県

1206 糸魚川タウンセンター株式会社 ヒスイ王国館節電改修工事 糸魚川タウンセンター株式会社 新潟県

1207 エヌシーイー株式会社 じゅのーびビル節電改修工事 エヌシーイー株式会社 新潟県

1208 応用地質株式会社 新潟支店照明改修工事 応用地質株式会社 新潟県

1209 株式会社荻荘電機 空調設備改修工事 株式会社荻荘電機 新潟県

1210 木山産業株式会社 木山１７明石ビル 空調設備改修工事 木山産業株式会社 新潟県

1211 株式会社魚斎藤 中央店空調節電改修工事 株式会社魚斎藤 新潟県

1212 クシヤ株式会社 空調設備改修工事 クシヤ株式会社 新潟県

1213 天心坊カルビ家 空調設備改修工事 有限会社クローバー企画 新潟県

1214 白根緑ヶ丘病院 節電改修工事 医療法人社団敬成会 新潟県

1215 株式会社考古堂書店　空調設備改修工事 株式会社考古堂書店 新潟県

1216 株式会社山下家具店 山下の家具燕店 空調改修工事 興銀リース株式会社 新潟県

1217 株式会社コメリパワー新津店ＬＥＤ照明化 株式会社コメリ 新潟県

1218 コメリＰＷ新発田店節電改修工事 株式会社コメリ 新潟県

1219 株式会社コメリパワー河渡店ＬＥＤ照明化 株式会社コメリ 新潟県

1220 済生会新潟第二病院ＬＥＤ照明入替工事
社会福祉法人恩賜財団　済生会支部
新潟県済生会　済生会新潟第二病院

新潟県

1221 坂木ビル 節電改修工事 坂木 宏行 新潟県

1222 ジェイメディカル株式会社 本社社屋節電改修工事 ジェイメディカル株式会社 新潟県

1223 上越ショッピングセンターアコーレ共用部節電工事 協同組合上越ショッピングセンター 新潟県

1224 新潟臨港病院 照明設備節電改修工事 総合メディカル株式会社 新潟県

1225 第一電設工業 節電改修工事 第一電設工業株式会社 新潟県
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1226 大光銀行燕支店　節電改修工事 株式会社大光銀行 燕支店 新潟県

1227 大光銀行吉田支店 節電改修工事 株式会社大光銀行 吉田支店 新潟県

1228 大光銀行白根支店 節電改修工事 株式会社大光銀行 白根支店 新潟県

1229 株式会社ノブサーズ ホテルＰｅｔｉｔトマト節電改修工事 大光リース株式会社 新潟県

1230 ダイエープロビス本社節電対策工事 ダイエープロビス株式会社 新潟県

1231 （新通店）（株）トップカルチャー 省エネ改修事業 株式会社トップカルチャー 新潟県

1232 （六日町店）（株）トップカルチャー 省エネ改修事業 株式会社トップカルチャー 新潟県

1233 （南笹口店）（株）トップカルチャー 省エネ改修事業 株式会社トップカルチャー 新潟県

1234 （南万代フォーラム店）（株）トップカルチャー 省エネ改修事業 株式会社トップカルチャー 新潟県

1235 （株）ナルサワコンサルタント空調設備改修工事 株式会社ナルサワコンサルタント 新潟県

1236 ＢＭ・ＮＡＢＩ 節電改修工事 学校法人新潟総合学院 新潟県

1237 特別養護老人ホームつきおかの里 省電力対策工事 社会福祉法人　二王子会 新潟県

1238 特別養護老人ホームとっさか 省電力対策工事 社会福祉法人 二王子会 新潟県

1239 庭山外科医院 節電改修工事 医療法人社団庭山外科医院 新潟県

1240 白山神社 ＧＨＰ導入による節電改修事業 白 山 神 社 新潟県

1241 株式会社ハピー 田沢店 節電改修工事 株式会社ハピー 新潟県

1242 原信宮内店 店舗照明節電改修工事 原信ナルスホールディングス株式会社 新潟県

1243 株式会社ピック メディアパワー青山店節電改修工事 株式会社ピック 新潟県

1244 芸夢ズ・ゾーン 節電改修工事 株式会社富国マシン 新潟県

1245 サントノーレ新潟店ＥＨＰ効率化による節電改修事業 株式会社藤井繊維 新潟県

1246 藤森ビジネスセンター 空調設備改修工事 有限会社藤森ビジネスセンター 新潟県

1247 （株）ハードオフコーポレーション新発田店　節電改修工事 芙蓉総合リース株式会社 新潟県

1248 （株）ハードオフコーポレーション燕三条店 節電改修工事 芙蓉総合リース株式会社 新潟県

1249 北越産業株式会社 社屋空調設備改修工事 北越産業 株式会社 新潟県

1250 マックスバリュ糸魚川店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ北陸株式会社 新潟県

1251 有限会社マルセン節電改修工事 有限会社 マルセン 新潟県

1252 ぱちんこＢＤ胎内店 節電改修工事 有限会社丸善観光 新潟県

1253 有限会社メルシーさとう メルシーつなん店 節電改修工事 有限会社メルシーさとう 新潟県

1254 有限会社メルシーさとう メルシーどいち店 節電改修工事 有限会社メルシーさとう 新潟県

1255 社会福祉法人 吉田福祉会 太陽の園節電改修工事 社会福祉法人吉田福祉会 新潟県

1256 菱機工業株式会社新潟支店節電改修工事 菱機工業株式会社 新潟県

1257 ホームセンタームサシ富山店インテリア館 アークランドサカモト株式会社 富山県

1258 ホームセンタームサシ富山店本館 アークランドサカモト株式会社 富山県

1259 カメラのキタムラ富山・豊田店 節電改修工事 株式会社 キタムラ 富山県

1260 マックスバリュ上市店　空調設備節電改修工事 株式会社グリーンステージ 富山県

1261 高岡広小路第一ビル設備改修工事 有限会社コアテック 富山県

1262 ＮＴＣとなみビル 節電改修工事 コマツＮＴＣ株式会社 富山県

1263 医療法人 太閤山病院 空調設備改修による節電工事 医療法人太閤山病院 富山県

1264 株式会社 太陽スポーツ ランプジャック節電改修工事 株式会社太陽スポーツ 富山県

1265 株式会社 ダイナム 入善店節電改修工事 株式会社 ダイナム 富山県

1266 富山県建築設計会館節電改修工事 富山県建築設計監理協同組合 富山県

1267 ドラッグフジイ滑川店 照明節電改修工事 株式会社ドラッグフジイ 富山県

1268 株式会社ピア イエローハット富山東店節電改修工事 株式会社ピア 富山県

1269 北陸銀行 堤地所ビル 空調節電改修工事 株式会社 北陸銀行 富山県

1270 北陸銀行 野村支店 空調節電改修工事 株式会社 北陸銀行 富山県

1271 北陸銀行 福岡支店 空調節電改修工事 株式会社 北陸銀行 富山県

1272 センティアＷＡＶＥ校 節電改修事業 株式会社桝田酒造店 富山県

1273 マックスバリュ氷見店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ北陸株式会社 富山県

1274 マックスバリュ上市店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ北陸株式会社 富山県
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1275 有限会社 マルナミ 節電改修工事 有限会社 マルナミ 富山県

1276 株式会社明文堂プランナー 掛尾店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1277 株式会社明文堂プランナー 滑川店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1278 株式会社明文堂プランナー 新庄経堂店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1279 株式会社明文堂プランナー 氷見店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1280 株式会社明文堂プランナー 高岡射水店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1281 株式会社明文堂プランナー 魚津店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1282 株式会社明文堂プランナー 黒部店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1283 株式会社明文堂プランナー 新入善店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1284 株式会社明文堂プランナー 有沢橋店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 富山県

1285 株式会社ワシントン靴店 今泉本店 照明設備改修工事 株式会社ワシントン靴店 富山県

1286 スーパーセンタームサシ 金沢店（ペット館） 節電改修工事 アークランドサカモト株式会社 石川県

1287 スーパーセンタームサシ 金沢店（本館） 節電改修工事 アークランドサカモト株式会社 石川県

1288 アパヴィラホテル〈金沢片町〉 節電改修工事 アパマンション株式会社 石川県

1289 株式会社苗加不動産もりの里店 ＬＥＤ照明改修工事 株式会社アビタ 石川県

1290 株式会社石川県ＩＴ総合人材育成センター 空調設備節電改修工事 株式会社石川県ＩＴ総合人材育成センター 石川県

1291 日本自動車博物館 節電改修工事 石黒産業株式会社 石川県

1292 よろづや観光株式会社 瑠璃光 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 石川県

1293 株式会社開進堂楽器金沢店 節電改修工事 株式会社開進堂楽器 石川県

1294 株式会社鍜治商店 カジマートみなみ店 ＥＳＣＯ節電改修工事 北国総合リース株式会社 石川県

1295 キタムラ小松・小松店 節電改修工事 株式会社キタムラ 石川県

1296 カメラのキタムラ金沢・元町店 節電改修工事 株式会社キタムラ 石川県

1297 株式会社クボタアグリ西日本金沢事務所節電改修工事 株式会社クボタ 石川県

1298 小松精練株式会社 研究開発センター空調設備更新工事 小松精練株式会社 石川県

1299 ジャンティールキタカミ節電改修工事 株式会社 ジャンティールキタカミ 石川県

1300 城東建設株式会社 本社ビル節電改修工事 城東建設株式会社 石川県

1301 株式会社マルエー 久安店節電改修事業 株式会社スズキエンタープライズ 石川県

1302 株式会社 ダイナム 石川小松店節電改修工事 株式会社 ダイナム 石川県

1303 株式会社 ダイナム 金沢店節電改修工事 株式会社 ダイナム 石川県

1304 株式会社天祥閣 フューネラルホール野々市天祥閣節電改修工事 株式会社 天祥閣 石川県

1305 株式会社 トヨタレンタリース石川 本社ビル節電改修工事 株式会社 トヨタレンタリース石川 石川県

1306 株式会社中島ストアー 節電改修工事 株式会社中島ストアー 石川県

1307 ファニチャーエクスプレス 空調改修工事 株式会社ひだインテリア 石川県

1308 ケアハウスまっとう節電改修工事 社会福祉法人 福寿会 石川県

1309 フレッシュフードひろかわ 節電改修工事 フレッシュフードひろかわ 石川県

1310 医療法人社団豊玉会 寿老園照明器具節電改修工事 医療法人 社団 豊玉会 石川県

1311 北陸銀行 駅西中央ビル 空調節電改修工事 株式会社 北陸銀行 石川県

1312 北陸銀行　賢坂辻支店　空調節電改修工事 株式会社　北陸銀行 石川県

1313 マックスバリュ羽咋店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ北陸株式会社 石川県

1314 株式会社明文堂プランナー 野々市店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 石川県

1315 株式会社明文堂プランナー 能美店 照明設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 石川県

1316 明峰ビル節電改修工事 有限会社明峰電機 石川県

1317 本店会館空調・照明設備省エネリニューアル工事 越前たけふ農業協同組合 福井県

1318 カメラのキタムラ福井・バイパス店 節電改修工事 株式会社キタムラ 福井県

1319 スタジオマリオ福井・バイパス南店 節電改修工事 株式会社キタムラ 福井県

1320 池田町幸寿苑節電改修工事 池田町 幸寿苑 福井県

1321 株式会社 新鮮館ふくい ハニー新鮮館まるおか 節電改修工事 株式会社 新鮮館ふくい 福井県

1322 株式会社 新鮮館おくえつ ハニー新鮮館おおの 節電改修工事 株式会社 新鮮館おくえつ 福井県

1323 株式会社 新鮮館おくえつ ハニー新鮮館かつやま 節電改修工事 株式会社 新鮮館おくえつ 福井県
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1324 福井市農業協同組合 Ａコープみゆき店 節電改修工事 福井市農業協同組合 福井県

1325 株式会社 富士屋 ハニー松岡店 節電改修工事 株式会社 富士屋 福井県

1326 株式会社ＰＬＡＮＴ上中店 空調改修工事 株式会社ＰＬＡＮＴ 福井県

1327 有限会社 夕なぎ荘 節電改修工事 有限会社 夕なぎ荘 福井県

1328 コミュニティリゾート リライム空調設備入替え工事 株式会社ユーサイキア 福井県

1329 ホームセンターみつわ九頭龍店　節電工事 ワイティ 株式会社 福井県

1330 株式会社アイ・コーポレーション イストアール節電改修工事 株式会社アイ・コーポレーション 山梨県

1331 アマノパークス竜王店 エアコン改修工事 株式会社 アマノ 山梨県

1332 アマノパークス敷島店 エアコン改修工事 株式会社 アマノ 山梨県

1333 株式会社石和名湯館糸柳 節電改修工事 株式会社石和名湯館糸柳 山梨県

1334 株式会社カムイ スポーツカムイ甲府店節電改修工事 オリックス株式会社 山梨県

1335 株式会社カムイ オート昭和店節電改修工事 オリックス株式会社 山梨県

1336 快晴苑 空調設備改修工事
社会福祉法人 大寿会 指定介護老人福
祉施設 快晴苑

山梨県

1337 石和健康ランド照明設備節電改修工事 株式会社　クア・アンド・ホテル 山梨県

1338 株式会社ジットセレモニー 甲府ホール ＬＥＤ照明改修工事 ジット株式会社 山梨県

1339 社会福祉法人泉茅会 めぐみ荘節電改修工事 社会福祉法人泉茅会 山梨県

1340 特別養護老人ホーム尚古園 省エネ改修工事 社会福祉法人 善隣会 山梨県

1341 中央観光株式会社 ホテル鐘山苑節電改修工事 中央観光株式会社 山梨県

1342 株式会社ノジマ　韮崎店　ＬＥＤ化による節電改修工事 株式会社 ノジマ 山梨県

1343 文化センターペアーレ山梨ＬＥＤ照明交換工事 株式会社ビコー 山梨県

1344 株式会社いちやまマート イッツモア一宮店照明節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 山梨県

1345 株式会社いちやまマート イッツモア玉穂店照明節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 山梨県

1346 老人保健施設峡南ケアホームいいとみ 節電改修工事
身延町早川町国民健康保険病院一部事
務組合

山梨県

1347 学校法人山梨学院 １２号館節電改修工事（照明ＬＥＤ化工事） 学校法人 山梨学院 山梨県

1348 山梨信用金庫本館 省エネ改修工事 山梨信用金庫 山梨県

1349 アルペン穂高店 節電改修工事 株式会社アルペン 長野県

1350 株式会社井口 ネオパーク松本ビル節電改修工事 株式会社井口 長野県

1351 株式会社 井口 マルイ大町店 空調設備節電改修工事 株式会社 井口 長野県

1352 一光堂ビル 店舗 節電改修工事 有限会社一光堂 長野県

1353 ウエストプラザ長野ビル節電改修工事 株式会社ウェストプラザ長野 長崎県

1354 信州健康ランド照明設備節電改修工事 株式会社クア・アンド・ホテル 長野県

1355 介護老人保健施設コスモス長野 節電改修工事 医療法人コスモス 長野県

1356 高沢産業株式会社 ＴＳビル節電改修事業 高沢産業株式会社 長野県

1357 株式会社ＴＢ企画 ＥＸ穂高店空調設備節電改修事業 株式会社 ＴＢ企画 長野県

1358 株式会社デンセン社屋 節電改修工事 株式会社デンセン 長野県

1359 （長野徳間店）（株）トップカルチャー 省エネ改修事業 株式会社トップカルチャー 長野県

1360 （川中島店書籍館）（株）トップカルチャー 省エネ改修事業 株式会社トップカルチャー 長野県

1361 株式会社長野銀行 下諏訪支店 空調設備更新工事 株式会社長野銀行 長野県

1362 有限会社ナガノ綜研キングスビル節電改修工事 有限会社ナガノ綜研 長野県

1363 想樹の杜空調機改修工事 有限会社 日野岩 長野県

1364 株式会社マツザワ直管型ＬＥＤ改修工事 株式会社マツザワ 長野県

1365 メイクイットビル節電改修工事 メイクイット株式会社 長野県

1366 株式会社天木鉄工 本社事務所節電改修工事 株式会社 天木鉄工 岐阜県

1367 ゴルフ５岐阜店 節電改修工事 株式会社アルペン 岐阜県

1368 有限会社 エスプリ　節電改修工事 有限会社 エスプリ 岐阜県

1369 株式会社松井総合経営事務所ＭＭＰＣビル節電改修工事 株式会社ＭＭＰＣ松井総合経営事務所 岐阜県

1370 株式会社カネスエ・あーすワン 大野店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 岐阜県

1371 株式会社カネスエ・あーすワン 昼飯店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 岐阜県

1372 岐阜大学国際交流会館Ａ棟空調機器他改修工事 国立大学法人 岐阜大学 岐阜県
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1373 ＪＡぎふ 真正支店 空調改修節電事業 ぎふ農業協同組合 岐阜県

1374 ＪＡぎふ はぐり支店 空調改修節電事業 ぎふ農業協同組合 岐阜県

1375 ＪＡぎふ 糸貫支店 空調改修節電事業 ぎふ農業協同組合 岐阜県

1376 ＪＡぎふ 北長森支店 空調改修節電事業 ぎふ農業協同組合 岐阜県

1377 協和ダンボール株式会社 本社事務所節電改修工事 協和ダンボール株式会社 岐阜県

1378 共和通信株式会社 自社ビル改修工事 共和通信株式会社 岐阜県

1379 株式会社康生 店舗・厨房節電改修工事 株式会社康生 岐阜県

1380 佐伯綜合建設株式会社 可児支店節電改修工事 佐伯綜合建設株式会社 岐阜県

1381 つるてんこう 鷺山店 節電改修工事 株式会社サンポーメイヤール 岐阜県

1382 サンマルク美術館前店 空調機及び照明改修工事 株式会社サンポーメイヤール 岐阜県

1383 株式会社 サンフードシステム 節電改修工事 多治見 株式会社サンフードシステム 岐阜県

1384 株式会社シーテック 岐阜支社空調改修工事 株式会社シーテック 岐阜県

1385 株式会社十六銀行 可児支店 設備更改工事 株式会社十六銀行 岐阜県

1386 株式会社ジョイホームセンター 空調設備改修工事 株式会社ジョイホームセンター 岐阜県

1387 株式会社 ダイナム 岐阜養老店節電改修工事 株式会社 ダイナム 岐阜県

1388 株式会社 ダイナム 美濃加茂店節電改修工事 株式会社 ダイナム 岐阜県

1389 有料老人ホーム シニアホーム高山 節電対策事業 宗教法人 天理教若高分教会 岐阜県

1390 医療法人同愛会 西濃病院節電改修工事 有限会社同愛商事 岐阜県

1391 株式会社パークレーンズ ボウリング場施設節電改修工事 株式会社パークレーンズ 岐阜県

1392 株式会社バロー　本部棟照明ＬＥＤ変更工事 株式会社バロー 岐阜県

1393 株式会社バロー 大垣店節電改修工事 株式会社 バロー 岐阜県

1394 株式会社バロー 御嵩店節電改修工事 株式会社 バロー 岐阜県

1395 株式会社バロー 関ひがし店節電改修工事 株式会社 バロー 岐阜県

1396 まつさかの憩 節電改修工事 株式会社フロンティア 岐阜県

1397 グループホーム マイハウスすが 節電改修工事 有限会社 マイハウス 岐阜県

1398 グループホーム マイハウスしんせい 節電改修工事 有限会社 マイハウス 岐阜県

1399 株式会社安部日鋼工業 岐阜本社ビル照明設備改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 岐阜県

1400 株式会社ブルーメイト 本社アーバンスビル節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 岐阜県

1401 株式会社村瀬産業 本社ビル節電改修工事 株式会社 村瀬産業 岐阜県

1402 協同組合メイト 節電改修工事 協同組合メイト 岐阜県

1403 株式会社ヤマガタヤ 岐阜支社ビル節電改修工事 株式会社ヤマガタヤ 岐阜県

1404 夢屋 各務原店 空調機器入れ替え工事 夢屋プロパティ株式会社 岐阜県

1405 株式会社ＬＩＸＩＬビバＳＶＨ岐阜柳津店 節電改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 岐阜県

1406 株式会社アイム プラザアイム節電改修工事 株式会社 アイム 静岡県

1407 アツミ電氣（株） 技術棟、中棟節電エアコン改修工事 アツミ電氣株式会社 静岡県

1408 株式会社アプリイ 新伝馬店節電改修工事 株式会社アプリイ 静岡県

1409 株式会社アプリイ 千代店節電改修工事 株式会社アプリイ 静岡県

1410 株式会社アプリイ 瀬名川店節電改修工事 株式会社アプリイ 静岡県

1411 株式会社アプリイ 塩町店節電改修工事 株式会社アプリイ 静岡県

1412 株式会社アプリイ 富士川店節電改修工事 株式会社アプリイ 静岡県

1413 沼津東名会館 節電改修工事 飯野商事 株式会社 静岡県

1414 株式会社イーシーセンター 本社空調 節電改修工事 株式会社イーシーセンター 静岡県

1415 株式会社イシグロ 本社屋節電改修工事 株式会社イシグロ 静岡県

1416 株式会社 井戸松ポンプ商会 本社ビル節電改修工事 株式会社 井戸松ポンプ商会 静岡県

1417 株式会社稲取赤尾ホテル 節電改修工事 株式会社稲取赤尾ホテル 静岡県

1418 株式会社いなとり荘 『季一遊』節電改修工事 株式会社 いなとり荘 静岡県

1419 エネジン株式会社本社ＬＥＤ照明改修工事 エネジン株式会社 静岡県

1420 ケアセンターオアシス中之郷 節電改修工事 株式会社オアシス 静岡県

1421 ケアセンターオアシス入江 節電改修工事 株式会社オアシス 静岡県
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1422 グループホームオアシス中之郷 節電改修工事 株式会社オアシス 静岡県

1423 株式会社オートベル 本社事務所節電改修工事 株式会社オートベル 静岡県

1424 株式会社カーマ 浜松インター店舗改修工事 株式会社カーマ 静岡県

1425 株式会社柿澤学園 スルガ自動車学校 校舎節電改修事業 株式会社柿澤学園 静岡県

1426 株式会社カドイケ 中伊豆店節電改修工事 株式会社 カドイケ 静岡県

1427 ＴＳＵＴＡＹＡ柳町店節電改修工事
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会
社

静岡県

1428 ＴＳＵＴＡＹＡ磐田南店節電改修工事
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会
社

静岡県

1429 ウェルネスの森　伊東　空調設備更新工事 株式会社　共立メンテナンス 静岡県

1430 株式会社栗田家具センター 静岡本店節電改修工事 株式会社 栗田家具センター 静岡県

1431 株式会社栗田家具センター 三島店節電改修工事 株式会社 栗田家具センター 静岡県

1432 ケアハウス ヴィラ東山苑空調機更新工事 社会福祉法人 慶成会 静岡県

1433 熱海ふふ 節電改修工事 株式会社ＫＰＧ　ＬＵＸＵＲＹ　ＨＯＴＥＬＳ 静岡県

1434 有限会社コバヤシ 本店空調設備改修工事 有限会社コバヤシ 静岡県

1435 文具館 コバヤシ 城北店 節電改修工事 有限会社 コバヤシ 静岡県

1436 佐鳴予備校南陽校節電改修工事 株式会社さなる 静岡県

1437 佐鳴予備校笠井校節電改修工事 株式会社さなる 静岡県

1438 三光電機株式会社 本社空調改修工事 三光電機株式会社 静岡県

1439 株式会社システック　本社節電改修工事 株式会社システック 静岡県

1440 株式会社スーパーよどばし デイズ万野原店　節電改修工事 静銀リース株式会社 静岡県

1441 医療法人健正会 静岡アオイ病院 本館照明節電改修工事 医療法人健正会 静岡アオイ病院 静岡県

1442 事務所棟節電改修工事 静銀リース株式会社 静岡県

1443 株式会社焼津ミマツ シートピアＹＡＺ焼津店節電改修工事 株式会社焼津ミマツ 静岡県

1444 あかなすの里 節電改修工事 社会福祉法人信義福祉会 静岡県

1445 有限会社スーパー山内 節電改修工事 有限会社 スーパー山内 静岡県

1446 株式会社 鈴木組 本社社屋節電改修工事 株式会社 鈴木組 静岡県

1447 （株）電昭舎空調機更新工事 株式会社電昭舎 静岡県

1448 株式会社東興　セブンラック有玉店節電改修工事 株式会社　東興 静岡県

1449 遠鉄ストア大平台店 空調改修工事 株式会社遠鉄ストア 静岡県

1450 遠鉄ストア西ヶ崎店 空調改修工事 株式会社遠鉄ストア 静岡県

1451 株式会社遠鉄ストア湖西店 照明改修工事 株式会社 遠鉄ストア 静岡県

1452 株式会社遠鉄ストア池田店 照明改修工事 株式会社 遠鉄ストア 静岡県

1453 常盤工業株式会社 本社社屋 空調・照明節電改修工事 常盤工業株式会社 静岡県

1454 ニチイホーム 修善寺 節電改修工事 株式会社 日本信用リース 静岡県

1455 ネッツトヨタ静岡株式会社 草薙店ＬＥＤ化節電改修工事 ネッツトヨタ静岡株式会社 静岡県

1456 ネッツトヨタ静岡株式会社清水店 ＬＥＤ化節電改修工事 ネッツトヨタ静岡株式会社 静岡県

1457 浜松オフィスシステム（株） 事務所棟空調設備改修工事 浜松オフィスシステム株式会社 静岡県

1458 浜名湖電装株式会社 本社事務棟節電改修工事 浜名湖電装株式会社 静岡県

1459 ひかりの園 浜松協働学舎根洗寮空調改修工事 社会福祉法人 ひかりの園 静岡県

1460 レインボー節電改修工事 株式会社 不二商事 静岡県

1461 レインボーながおか節電改修工事 株式会社 不二商事 静岡県

1462 株式会社 鳳 パーラーニューヨーク 相良店 節電改修工事 株式会社 鳳 静岡県

1463 株式会社 鳳 パーラーニューヨーク 御前崎店 節電改修工事 株式会社 鳳 静岡県

1464 株式会社ホテル銀水荘 『稲取銀水荘』 節電改修工事 株式会社ホテル銀水荘 静岡県

1465 株式会社ホテル銀水荘 『堂ヶ島銀水荘』 節電改修工事 株式会社 ホテル 銀水荘 静岡県

1466 株式会社ホワイトウィングス 城北店 節電改修工事 株式会社ホワイトウィングス 静岡県

1467 有限会社 マイホテル竜宮 節電改修工事 有限会社 マイホテル竜宮 静岡県

1468 浜松Ａビル改修工事 丸市商事株式会社 静岡県

1469 三島社会保険病院 三島社会保険病院 静岡県

1470 三島市立南中学校パソコン教室等空調設備改修工事 三島市 静岡県
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1471 三島市立中郷中学校管理棟パソコン教室等空調設備改修工事 三島市 静岡県

1472 株式会社エンチョー ジャンボエンチョー静岡店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 静岡県

1473 すどの杜 節電改修工事 社会福祉法人 美芳会 静岡県

1474 浜松駅南ビルディング 空調設備更新工事 和光商事株式会社 静岡県

1475 あいち海部農業協同組合 北部営農センター 節電改修工事 あいち海部農業協同組合 愛知県

1476 愛知北農業協同組合 扶桑支店 節電改修工事 愛知北農業協同組合 愛知県

1477 株式会社アイ・エム　２Ｆ～４Ｆ全館空調更新工事 株式会社　アイ・エム 愛知県

1478 愛昇産業株式会社 パーラークリオコート節電改修工事 愛昇産業株式会社 愛知県

1479 あいち知多農業協同組合 知多営農センター空調工事 あいち知多農業協同組合 愛知県

1480 医療法人 愛生館 小林記念病院 省エネ改修工事 医療法人 愛生館 愛知県

1481 JAあいち経済連 東三河センター 照明改修節電事業 愛知県経済農業協同組合連合会 愛知県

1482 特別養護老人ホーム 穂の国荘 空調改修工事 社会福祉法人阿吽会 愛知県

1483 ＡＯＫＩ店舗節電改修事業（天白植田店） 株式会社ＡＯＫＩ 愛知県

1484 いきいき温泉　空調機更新工事 株式会社アクト・パシフィック 愛知県

1485 有限会社アクアライフ節電改修工事 有限会社アクアライフ 愛知県

1486 足立ライト工業所本社棟 節電改修工事 株式会社足立ライト工業所 愛知県

1487 シンシア豊川 空調設備 節電改修工事 社会福祉法人 アパティア福祉会 愛知県

1488 ゴルフ５ 豊田インター店 節電改修工事 株式会社アルペン 愛知県

1489 ゴルフ５岡崎大樹寺店 節電改修工事 株式会社アルペン 愛知県

1490 イオン瀬戸みずの店 ＬＥＤ化工事 イオンリテール株式会社 愛知県

1491 Ｋ’Ｓ ＣＬＵＢ節電改修工事 株式会社イクサム 愛知県

1492 株式会社一久庵 店舗・厨房節電改修工事 株式会社一久庵 愛知県

1493 株式会社伊藤工務店 本社ビル節電改修工事 株式会社 伊藤工務店 愛知県

1494 株式会社イトコー 空調設備節電改修工事 株式会社イトコー 愛知県

1495 岩田工機株式会社 岩田ビル節電改修工事 岩田工機株式会社 愛知県

1496 有限会社 岩田商事 ＫＯＹＯ江南店 節電改修工事 有限会社岩田商事 愛知県

1497 有限会社 ＷＩＴＨ Ａ ＫＤビル６階 節電改修工事 有限会社ＷＩＴＨ Ａ 愛知県

1498 在日大韓基督教 名古屋教会ビル 改修工事 社会福祉法人 永信会 愛知県

1499 楓林花の里　節電改修工事 福祉法人英楽会 愛知県

1500 株式会社エステム 本社社屋照明取替工事 株式会社 エステム 愛知県

1501 株式会社Ｆ＆Ｃホールディングス ＯＲＥ名駅東ビル節電改修工事 株式会社Ｆ＆Ｃホールディングス 愛知県

1502 株式会社ヱフビー 本社ビル節電改修工事 株式会社ヱフビー 愛知県

1503 ニーニャニーニョ桜小町津島店 節電改修工事 株式会社ＭＳイノベーションズ 愛知県

1504 株式会社エルシティ 空調調和設備節電改修工事 株式会社エルシティ 愛知県

1505 応用地質株式会社 中部支社ビル照明改修工事 応用地質株式会社 愛知県

1506 メーゾンオザワ空調設備節電改修工事 株式会社オザワ 愛知県

1507 キクヤ春日井店　照明更新工事 株式会社オペックス 愛知県

1508 大成株式会社大成ビル節電改修工事 オリックス株式会社 愛知県

1509 ナフコ不二屋坂下店節電改修工事 オリックス株式会社 愛知県

1510 ナフコ不二屋岩野店節電改修工事 オリックス株式会社 愛知県

1511 ナフコ不二屋石尾台店節電改修工事 オリックス株式会社 愛知県

1512 株式会社カーマ 豊川東店舗改修工事 株式会社カーマ 愛知県

1513 株式会社 買取王国 買取王国 小牧店節電改修工事 株式会社 買取王国 愛知県

1514 株式会社買取王国 買取王国 港店 節電改修工事 株式会社 買取王国 愛知県

1515 株式会社買取王国 ＭＳ一宮店 照明・空調改修節電事業 株式会社買取王国 愛知県

1516 株式会社買取王国 岡崎大樹寺店 照明改修節電事業 株式会社買取王国 愛知県

1517 有限会社 家具センターミタチ社屋節電改修工事 有限会社家具センターミタチ 愛知県

1518 株式会社カネスエ・あーすワン 開明店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県

1519 株式会社カネスエ・あーすワン 国府宮店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県
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1520 株式会社カネスエ・あーすワン 宮西店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県

1521 株式会社カネスエ・あーすワン 西春店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県

1522 株式会社カネスエ・あーすワン 新生店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県

1523 株式会社カネスエ・あーすワン 北園通店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県

1524 株式会社カネスエ・あーすワン 五郎丸店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県

1525 株式会社カネスエ・あーすワン 浅井店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 愛知県

1526 キシショッピングセンター清州店節電改修工事 株式会社 キシショッピングセンター 愛知県

1527 キシショッピングセンター西成店節電改修工事 株式会社 キシショッピングセンター 愛知県

1528 キシショッピングセンター浅井店節電改修工事 株式会社キシショッピングセンター 愛知県

1529 キムラユニティー株式会社 本社ビル 空調節電改修工事 キムラユニティー株式会社 愛知県

1530 ブックマーケット北岡崎店 空調設備節電改修工事 株式会社 輝優佛 愛知県

1531 有限会社共育舎 節電改修工事 有限会社 共育舎 愛知県

1532 株式会社共栄 １００℃守山店 節電改修工事 株式会社 共栄 愛知県

1533 株式会社カジ・コーポレーション ラウム寿町店エアコン改修工事 近畿総合リース株式会社 愛知県

1534 キクヤ岩倉店 照明更新工事 ケイワイ商事有限会社 愛知県

1535 国際電業株式会社 本社ビル空調機改修工事 國際電業 株式会社 愛知県

1536 コロンボ木曽川店 節電改修工事 有限会社 コロンボ 愛知県

1537 コロンボ尾西店 節電改修工事 有限会社 コロンボ 愛知県

1538 佐鳴予備校名東本通校節電改修工事 株式会社さなる 愛知県

1539 三洋堂書店鳥居松店空調設備節電改修工事 株式会社三洋堂書店 愛知県

1540 株式会社三和 節電改修工事 株式会社三和 愛知県

1541 株式会社サンユニフォームビル節電改修工事 株式会社サンユニフォーム 愛知県

1542 三宝電機株式会社名古屋支店 節電改修工事 三宝電機株式会社 愛知県

1543 三共株式会社 スター師勝店 節電改修工事 三共株式会社 愛知県

1544 株式会社 サンフードシステム 節電改修工事 大府 株式会社サンフードシステム 愛知県

1545 株式会社サンヨネ 高師店空調及び冷蔵冷凍ケース節電改修工事 株式会社サンヨネ 愛知県

1546
株式会社サンフードシステム キャッツカフェ 愛知尾張旭店 節電改
修工事

株式会社 サンフードシステム 愛知県

1547
株式会社サンフードシステム 丸源ラーメン名東香流店 節電改修
工事

株式会社 サンフードシステム 愛知県

1548 株式会社サンフードシステム 丸源ラーメン当知店 節電改修工事 株式会社サンフードシステム 愛知県

1549 株式会社三和不動産 ニューヒカリ２池下店 節電改修工事 株式会社三和不動産 愛知県

1550 Ｃ・Ｓビル 改修工事 Ｃ・Ｓビル 愛知県

1551 株式会社志水化工 空調機改修工事 株式会社志水化工 愛知県

1552 老人保健施設しおがま空調熱源機更新その他ガス設備工事 医療法人 資生会 愛知県

1553 株式会社シティツアーズ 空調更新省エネ改修工事 株式会社シティツアーズ 愛知県

1554 志摩ビル節電改修工事 株式会社 志摩ビル 愛知県

1555 株式会社ジョイフル設備節電改修工事 株式会社ジョイフル設備 愛知県

1556 株式会社　進和　本社ビル節電改修工事 株式会社　進和 愛知県

1557 親和電機株式会社 節電改修工事 親和電機株式会社 愛知県

1558 新東株式会社 本社ビル節電改修工事 新東株式会社 愛知県

1559 鈴木ビル ２階～８階空調機更新工事 株式会社鈴木商店 愛知県

1560 スリーティー株式会社 社屋ビル節電改修工事 スリーティー株式会社 愛知県

1561 株式会社 星和 ミカドワールド店 節電改修工事 株式会社 星和 愛知県

1562 株式会社 星和 ミカド千秋店 節電改修工事 株式会社 星和 愛知県

1563 コンコルド西尾店 節電改修工事 株式会社 セントラル 愛知県

1564 コンコルド碧南駅前店 節電改修工事 株式会社セントラル 愛知県

1565 大栄観光株式会社 節電改修工事 大栄観光株式会社 愛知県

1566 株式会社大仙 節電対策改修工事 株式会社大仙 愛知県

1567 太啓建設株式会社 本社社屋改修工事 太啓建設株式会社 愛知県

1568 株式会社タチヤ 旭前店節電改修工事 株式会社タチヤ 愛知県
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1569 知多印刷株式会社 節電改修工事 知多印刷株式会社 愛知県

1570 中一建設工業株式会社 本社ビル節電改修工事 中一建設工業株式会社 愛知県

1571 株式会社中部ゴム会館 空調機節電改修工事 株式会社 中部ゴム会館 愛知県

1572 株式会社ティエムアイコーポレーション 節電改修工事 株式会社ティエムアイコーポレーション 愛知県

1573 敷島製パン株式会社 テクノコア空調節電改修工事 東邦ガスエンジニアリング株式会社 愛知県

1574 社会福祉法人 東郷福祉会 イースト・ヴィレッジ節電改修工事 社会福祉法人 東郷福祉会 愛知県

1575 刈谷プラザホテル 空調設備節電改修工事 株式会社東海ビジネスパートナーズ 愛知県

1576 豊川市役所庁舎照明設備取替工事 豊川市 愛知県

1577 豊橋飼料株式会社　本社棟空調設備節電改修工事 豊橋飼料株式会社 愛知県

1578 豊橋建設工業（株）事務所 節電改修工事 豊橋建設工業株式会社 愛知県

1579 有限会社トヨタホテルズ シティホテルアンティーズ 節電改修工事 有限会社トヨタホテルズ 愛知県

1580 豊田信用金庫事務センター 照明節電改修工事 豊田信用金庫 愛知県

1581 豊川信用金庫 事務センター改修工事 豊川信用金庫 愛知県

1582 豊川信用金庫 藤沢支店改修工事 豊川信用金庫 愛知県

1583 野依保育園節電改修工事 社会福祉法人豊橋市南部保育事業会 愛知県

1584 豊丸産業（株）本社ビル 省エネ改修工事 豊丸産業株式会社 愛知県

1585 中日本炉工業株式会社 節電改修工事 中日本炉工業株式会社 愛知県

1586 中島貸事務所空調設備節電改修工事 中島 剛 愛知県

1587 野田屋ビル節電改修工事 長瀬健一 愛知県

1588 医療法人名古屋東栄クリニック節電改修工事 医療法人名古屋東栄クリニック 愛知県

1589 名古屋市医師会協同組合節電改修工事 名古屋市医師会協同組合 愛知県

1590 株式会社ニイミ 中日ホール岡崎店　節電改修工事 株式会社ニイミ 愛知県

1591 ニチアス株式会社 名古屋支社節電改修工事 ニチアス株式会社 愛知県

1592 日東鳥居松ビル 節電改修工事 株式会社日東建設 愛知県

1593 名古屋伏見スクエアビル空調更新工事 日本ＧＥ株式会社 愛知県

1594
株式会社日本創造教育研究所 名古屋研修センター節電改修工
事

株式会社 日本創造教育研究所 愛知県

1595 日本通運株式会社 蒲郡支店 エアコン取替工事 日本通運株式会社 愛知県

1596 株式会社ニュースカイ阿久比店節電改修工事 株式会社 ニュースカイ 愛知県

1597 ヒルトピアホテル一宮店 節電改修工事 丹羽産業　株式会社 愛知県

1598 濃尾ビル 節電改修工事 濃尾機電株式会社 愛知県

1599 株式会社パインフラット クラブハウス節電改修工事 株式会社パインフラット 愛知県

1600 合資会社浜鮨 節電改修工事 合資会社 浜鮨 愛知県

1601 バロー鳴海店 空調改修工事 株式会社バロー 愛知県

1602 Ｂ＆Ｄドラッグストア平針店 節電改修工事 株式会社ビー・アンド・ディー 愛知県

1603 Ｂ＆Ｄドラッグストア中央台店 節電改修工事 株式会社ビー・アンド・ディー 愛知県

1604 株式会社ピーコックストア 松坂屋ストア 藤が丘店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 愛知県

1605 株式会社ピーコックストア 松坂屋ストア 三好店 節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 愛知県

1606 東山株式会社 本社ビル節電改修工事 東山株式会社 愛知県

1607 協同組合東三河輸送センター事務所節電改修工事 協同組合 東三河輸送センター 愛知県

1608 学校法人愛西学園節電改修工事 日立キャピタル株式会社 愛知県

1609 ひまわり農業協同組合 中部営農センター節電改修工事 ひまわり農業協同組合 愛知県

1610 富士ビジネス・マシンズ株式会社 節電改修工事 富士ビジネス・マシンズ株式会社 愛知県

1611 平安会館　中村斎場　節電改修工事 株式会社　平安閣 愛知県

1612 パーラーキング多治見店改修工事 株式会社 平成観光 愛知県

1613 株式会社 豊栄建設 空調設備 節電改修工事 株式会社 豊栄建設 愛知県

1614 かずえの郷 ２，３，４Ｆ空調機更新工事（ＧＨＰ） 医療法人豊和会 愛知県

1615 株式会社星が丘（星が丘自動車学校） 節電改修工事 株式会社 星が丘 愛知県

1616 ホンダカーズ東海 富木島店 節電改修工事 株式会社ホンダカーズ東海 愛知県

1617 ホンダカーズ東海 八事店 節電改修工事 株式会社ホンダカーズ東海 愛知県
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1618 ホンダカーズ東海 稲沢店 節電改修工事 株式会社ホンダカーズ東海 愛知県

1619 ホンダカーズ東海 安城今本町店 節電改修工事 株式会社ホンダカーズ東海 愛知県

1620 株式会社マックスワールド大野店節電改修工事 株式会社マックスワールド 愛知県

1621 株式会社マツイシ楽器店 節電改修工事 株式会社マツイシ楽器店 愛知県

1622 森松株式会社 本社ビル節電改修工事 森松株式会社 愛知県

1623 株式会社マリーエンターダイニング 空調機節電改修工事 株式会社マリーエンターダイニング 愛知県

1624 有限会社三貴フラワーセンター 節電改修工事
有限会社 三貴フラワーセンター（ペット
館）

愛知県

1625 三岳工業（株）自社ビル節電改修工事 三岳工業株式会社 愛知県

1626 社団法人岡崎市医師会 空調設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 愛知県

1627 株式会社石島機材製作所 本社ビル節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 愛知県

1628 明治電機工業株式会社本社ビル 空調設備節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 愛知県

1629 株式会社三河屋 ビッグリブ（ＢＩＧＬＩＶＥ）小牧店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 愛知県

1630 前田織布株式会社Ｋ－ｆｒｏｎｔビルにおける節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 愛知県

1631 株式会社 宮田商店 伏見ビル節電改修工事 株式会社 宮田商店 愛知県

1632 宮川工機株式会社 本社ビル空調改修工事 宮川工機株式会社 愛知県

1633 ベイシティ名宝 港店 節電改修工事 名豊観光株式会社 愛知県

1634 ＹＡＭＡＤＡＹＡ有限会社 ＫＯＫＯ碧南店　節電改修工事 ＹＡＭＡＤＡＹＡ有限会社 愛知県

1635 株式会社 山忠観光 安楽時空 節電改修工事 株式会社 山忠観光 愛知県

1636 大和産業株式会社 本社ビル照明器具更新工事 大和産業株式会社 愛知県

1637 株式会社遊都 Ａパン２１丸根店空調機節電改修工事 株式会社遊都 愛知県

1638 株式会社遊都 Ａパン２１小牧店旧館空調機節電改修工事 株式会社遊都 愛知県

1639 フローラユーアイ節電改修工事 株式会社 ユーアイ 愛知県

1640 株式会社レ・ヴァン 尾張旭店 節電改修工事 株式会社レ・ヴァン 愛知県

1641 株式会社レ・ヴァン 守山小幡店節電改修工事 株式会社レ・ヴァン 愛知県

1642 渡辺工務店本社事務所 節電改修工事 株式会社渡辺工務店 愛知県

1643 保育室空調省エネ化による節電改修工事 社会福祉法人 愛育会 三重県

1644 フィッシング遊津店 節電改修工事 アサヒレジャー株式会社 三重県

1645 味の素ゼネラルフーヅ株式会社　事務棟空調及び照明改修工事 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 三重県

1646 特別養護老人ホームアパティア長島苑 節電改修工事 社会福祉法人アパティア福祉会 三重県

1647 本社照明器具ＬＥＤ更新工事 生川建設株式会社 三重県

1648 本社照明器具省エネ化による節電改修工事 伊勢湾倉庫株式会社 三重県

1649 株式会社 イムテス　節電改修工事 株式会社 イムテス 三重県

1650 鳥羽グランドホテル節電改修工事 上野観光株式会社 三重県

1651 栄和産業有限会社 松阪京楽本店 店舗節電改修工事 栄和産業有限会社 三重県

1652 かとう小児科節電改修工事 かとう小児科 三重県

1653 株式会社カネスエ・あーすワン 日永店舗改修工事 株式会社カネスエ・あーすワン 三重県

1654 スタジオマリオ四日市・西浦店 節電改修工事 株式会社キタムラ 三重県

1655
社会福祉法人 杏南会 特別養護老人ホーム たちばな園節電改修
工事

社会福祉法人 杏南会 三重県

1656 三洋自動車株式会社節電照明設備改修工事 三洋自動車株式会社 三重県

1657 杜の街販売センター 節電改修工事 三交不動産株式会社 三重県

1658 シーキューブ株式会社　三重支店　節電空調改修工事 シーキューブ株式会社 三重県

1659 株式会社シーテック 四日市支店空調改修工事 株式会社シーテック 三重県

1660 医療法人尚豊会 みたき総合病院 照明設備省エネ改修工事 医療法人尚豊会 三重県

1661 医療法人尚徳会 ヨナハ総合病院 照明設備省エネ改修工事 医療法人尚徳会 三重県

1662 新成運輸株式会社 事務所節電改修工事 新成運輸株式会社 三重県

1663 有限会社スーパー名門自由が丘店 節電改修工事 有限会社スーパー名門 三重県

1664 鈴鹿エンヂニヤリング株式会社 本社節電改修工事 鈴鹿エンヂニヤリング株式会社 三重県

1665 野呂水産運輸有限会社 節電改修工事 野呂水産運輸有限会社 三重県

1666 有限会社林商店 宮脇書店伊勢店 節電改修工事 有限会社林商店 三重県
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1667 パンタロン株式会社 高虎ドッグ節電改修工事 パンタロン株式会社 三重県

1668 株式会社ビーイング 本社ビル節電改修工事 株式会社ビーイング 三重県

1669 ホテルニューポート節電改修工事 株式会社ビオラ 三重県

1670 株式会社 福井 本社ビル節電改修工事 株式会社 福井 三重県

1671 株式会社富士観光 パチンコ　サーキット店 節電改修工事 株式会社富士観光 三重県

1672 株式会社 古川経営 事務所空調設備節電改修工事 株式貴社 古川経営 三重県

1673 知的障害者厚生施設「こいしろの里」改修工事 社会福祉法人 ベテスタ 三重県

1674 有限会社平岡回生堂薬局本店（本店） 節電改修工事 有限会社平岡回生堂薬局 三重県

1675 前野段ボール株式会社　フジサワビル節電改修工事 前野段ボール株式会社 三重県

1676 ドライブイン鳥羽 節電改修工事 三重県観光開発株式会社 三重県

1677 三交津本町ビル 節電改修工事 三重交通株式会社 三重県

1678 介護老人保健施設みずほの里　節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 三重県

1679 株式会社東産業 空調設備改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 三重県

1680 （株）エムケイメディカルサプライ空調設備・照明設備改修工事 三菱電機クレジット株式会社 三重県

1681 株式会社グランドボウル 津グランドボウル節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 三重県

1682 武藤牧場直営売店 山嘉 節電改修工事 武藤嘉門 三重県

1683 株式会社 四日市市生活環境公社 事務所節電改修工事 株式会社 四日市市生活環境公社 三重県

1684 株式会社ライフ・テクノサービス ＬＴＳ中央ビル節電改修工事 株式会社ライフ・テクノサービス 三重県

1685 株式会社ＬＩＸＩＬビバ　名張店ＬＥＤ照明化改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 三重県

1686 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 津白塚店ＬＥＤ照明化改修工事 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 三重県

1687 ア・ア・ン コーポレーション（株） 本社ビル節電改修工事 ア・ア・ン コーポレーション株式会社 滋賀県

1688 アサヒビル節電改修工事 株式会社イケダ光音堂 滋賀県

1689 伊吹正化学工業株式会社 伊吹正化学工業株式会社 滋賀県

1690 ウカイビル節電改修工事 鵜飼 明世 滋賀県

1691 太田産婦人科医院 空調設備改修工事 太田産婦人科医院 滋賀県

1692 綾羽大津本社ビル及びアヤハディオ大津店節電改修工事 オリックス株式会社 滋賀県

1693 医療法人 真心会 南草津野村整形外科 全館空調機器改修工事 関西アーバン銀リース株式会社 滋賀県

1694 草津第一ホテル 空調設備改修工事 株式会社草津第一ホテル 滋賀県

1695 江若交通株式会社 江若交通ビル空調節電改修工事 江若交通株式会社 滋賀県

1696 特別養護老人ホーム水茎の里 節電改修工事 社会福祉法人サルビア会 滋賀県

1697 株式会社サンミュージック　近江八幡店節電改修工事 株式会社サンミュージック 滋賀県

1698 株式会社サンミュージック　ブックオフ西大津店節電改修工事 株式会社サンミュージック 滋賀県

1699 株式会社サンミュージック　ＳＵＮＭＵＳＩＣ長浜店節電改修工事 株式会社サンミュージック 滋賀県

1700 株式会社サンミュージック ブックオフ八日市店節電改修工事 株式会社サンミュージック 滋賀県

1701 株式会社サンミュージック ブックオフ草津追分店節電改修工事 株式会社サンミュージック 滋賀県

1702 チャペル☆クリスマス 節電改修工事 株式会社ＧＨＰ 滋賀県

1703 株式会社住文 北ビワコホテルグラツィエ節電改修工事 株式会社住文 滋賀県

1704 昭建ビル株式会社 節電改修工事 昭建ビル株式会社 滋賀県

1705 財団法人 青樹会 八幡青樹会病院 空調設備節電改修工事 財団法人 青樹会 滋賀県

1706 株式会社 ゼスト 業務スーパー水口店節電改修工事 株式会社 ゼスト 滋賀県

1707 センコー株式会社 京滋主管支店 空調設備節電改修工事 センコー株式会社 滋賀県

1708 焼肉でん大津店節電改修工事 株式会社ゼンショク 滋賀県

1709 株式会社 ダイナム 滋賀湖北店節電改修工事 株式会社 ダイナム 滋賀県

1710 田辺工業株式会社 事務所節電改修工事 田辺工業株式会社 滋賀県

1711 株式会社ティー・エス・ケーひな野節電改修工事 株式会社ティー・エス・ケー 滋賀県

1712 ＴＣＭ株式会社 滋賀工場管理棟節電改修工事 ＴＣＭ株式会社 滋賀県

1713 長浜信用金庫 浅井支店 空調機改修工事 長浜信用金庫 滋賀県

1714 株式会社ノセヨ 甲良営業所節電改修工事 ノセ興産 滋賀県

1715 株式会社アヤハディオ 水口店節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 滋賀県
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1716 串春 近江八幡店 節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 滋賀県

1717 ビーバーワールド南草津 １号館 節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 滋賀県

1718 株式会社明豊建設 本社ビル節電改修工事 株式会社明豊建設 滋賀県

1719 医療法人緑生会 中山病院節電改修工事 医療法人 緑生会 滋賀県

1720 浅田鳥羽健診クリニック節電改修工事 浅田鳥羽健診クリニック 京都府

1721 和泉屋旅館 節電改修工事 有限会社 和泉屋旅館 京都府

1722 医療法人 栄仁会 宇治おうばく病院 節電改修工事 医療法人 栄仁会 京都府

1723 東一条ビル 節電改修工事 影近設備工業株式会社 京都府

1724 社会福祉法人大原野福祉会 節電改修工事 社会福祉法人大原野福祉会 京都府

1725
医療法人 三幸会 第二北山病院本館 建築物節電（空調機器更
新）改修工事

大阪ガスファイナンス株式会社 京都府

1726 岡山電設株式会社 自社ビル節電改修工事 岡山電設株式会社 京都府

1727 Ａ－プライス西京極店節電改修工事 オリックス株式会社 京都府

1728 株式会社神崎屋 空調設備節電改修工事 株式会社神﨑屋 京都府

1729 株式会社菊水製作所 島田ビル空調機改修工事 株式会社菊水製作所 京都府

1730 ＳＫビル共用照明 節電改修工事 菊川 佐妃子 京都府

1731 株式会社北原 旅館こうろ節電改修工事 株式会社北原 京都府

1732
社会福祉法人 京都福祉サービス協会 総合福祉施設 塔南の園
節電改修工事

社会福祉法人 京都福祉サービス協会 京都府

1733 京都生活協同組合 コープ男山店 節電改修工事 京都生活協同組合 京都府

1734 京都エレベータ株式会社 本社ビル節電改修工事 京都エレベータ株式会社 京都府

1735 株式会社京鐘 ブライダル館節電改修工事 株式会社京鐘 京都府

1736 京都府総合見本市会館 節電改修工事 財団法人京都府総合見本市会館 京都府

1737 医療法人　啓信会 　照明設備節電改修工事 医療法人 啓信会 京都府

1738 株式会社ケーエスケー　福知山支店節電改修工事 株式会社ケーエスケー 京都府

1739 公成建設株式会社 本社ビル節電改修工事 公成建設株式会社 京都府

1740
株式会社コスモコーポレーション 業務スーパー西向日店節電改修
工事

株式会社コスモコーポレーション 京都府

1741 三光ビル 節電改修工事 株式会社 三光 京都府

1742 株式会社三笑堂 本社本館節電改修工事 株式会社 三笑堂 京都府

1743 サンケイボウル節電改修工事 サンケイ観光株式会社 京都府

1744 ホテル 森のこみち節電改修工事 株式会社ジーニアスカンパニー 京都府

1745 ホテル チャペルシンデレラ 節電改修工事 株式会社ＧＨＰ 京都府

1746 株式会社サンフレッシュ 加茂店 ＥＳＣＯ節電改修工事 ＪＡ三井リース株式会社 京都府

1747 株式会社サンフレッシュ 宇治田原店 ＥＳＣＯ節電改修工事
住信・パナソニックフィナンシャルサービス
株式会社

京都府

1748 株式会社ビーイング メゾンパルテール福知山 節電改修工事
住信・パナソニックフィナンシャルサービス
株式会社

京都府

1749 (株)松園荘節電改修工事 株式会社松園荘 京都府

1750 株式会社スカイ企画 カラオケスカイ舞鶴店エアコン更新工事 株式会社スカイ企画 京都府

1751 成基学園 知求館 節電改修工事 株式会社 成基 京都府

1752 成基学園 山科校 節電改修工事 株式会社　成基 京都府

1753 株式会社ダイコー節電改修工事 株式会社ダイコー 京都府

1754 株式会社たけびし 本社本館空調節電改修工事 株式会社たけびし 京都府

1755 ドン・キホーテ京都南インター店 照明節電改修工事 株式会社ドン・キホーテ 京都府

1756 ナカライテスク株式会社営業所ビル空調改修工事 ナカライユニソン株式会社 京都府

1757 バブテスト老人保健施設空調改修工事 財団法人日本バプテスト連盟医療団 京都府

1758 はるやま舞鶴店節電改修工事 はるやま商事株式会社 京都府

1759 京の焼肉処 弘 祇園山名庵 節電改修工事 株式会社 弘 京都府

1760 京の焼肉処 弘 先斗町店 節電改修工事 株式会社 弘 京都府

1761 株式会社フクヤこうじや店節電改修工事 株式会社フクヤ 京都府

1762 株式会社福井ビル節電改修工事 株式会社福井ビル 京都府

1763 社会福祉法人福知山学園 第二翠光園節電改修工事 社会福祉法人 福知山学園 京都府

1764 株式会社ポラリス あん・かにはん節電改修工事 株式会社 ポラリス 京都府
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1765 株式会社ポラリス 湯けむり朝市節電改修工事 株式会社 ポラリス 京都府

1766 烏丸二条ビル 空調改修工事 株式会社 松村洋紙店 京都府

1767 丸種株式会社本社空調節電改修工事 丸種株式会社 京都府

1768 みつまる美容室 節電改修工事 株式会社みつまる美容室 京都府

1769 康生会クリニック 空調熱源機器省エネ化ＥＳＣＯ事業 三菱ＵＦＪリース株式会社 京都府

1770 株式会社三ツ丸ストア 業務スーパー田中店 節電改修工事 株式会社三ツ丸ストア 京都府

1771 臨済宗妙心寺派花園会館節電改修工事 臨済宗 妙心寺派 京都府

1772 明清建設工業株式会社 本社ビル節電改修工事 明清建設工業株式会社 京都府

1773 八島堂薬局 南浜店 節電改修工事 有限会社八島堂 京都府

1774 株式会社山本管工業節電改修工事 株式会社 山本管工業 京都府

1775 株式会社 やまさ 業務スーパー西ノ京店 節電改修工事 株式会社 やまさ 京都府

1776 山総シュマン有限会社 店舗空調改修工事 山総シュマン有限会社 京都府

1777 株式会社吉川組節電改修工事 株式会社 吉川組 京都府

1778 吉田工業 株式会社空調リニューアル工事 吉田工業株式会社 京都府

1779 株式会社ヨネダ　本社ビル節電改修工事 株式会社ヨネダ 京都府

1780 ＴＵＴＡＹＡ野田川店　空調機節電改修工事 株式会社ラックラーンズ 京都府

1781 アースホール 節電改修工事
リボーンマネージメントコントロール株式
会社

京都府

1782 医療法人翆生会 松本病院 節電改修工事 医療法人 翆生会 京都府

1783 アイホン 大阪ビル節電改修工事 アイホン株式会社 大阪府

1784 株式会社アカカベ交野店節電改修工事 株式会社　アカカベ 大阪府

1785 株式会社 アカカベ禁野店 節電改修工事 株式会社 アカカベ 大阪府

1786 株式会社 アカカベ守口店 節電改修工事 株式会社 アカカベ 大阪府

1787 株式会社 アカカベ山之上店 節電改修工事 株式会社 アカカベ 大阪府

1788 株式会社 アカカベ諸福店 節電改修工事 株式会社 アカカベ 大阪府

1789 株式会社 アカカベ忍ヶ丘店 節電改修工事 株式会社 アカカベ 大阪府

1790 株式会社朝陽 パッケージパーク節電改修工事 株式会社朝陽 大阪府

1791 朝日興業株式会社　Ａ－ＴＩＭＥ梅田御堂筋店節電改修工事 朝日興業株式会社 大阪府

1792 第１芦池ビル節電改修工事 株式会社 芦池ビルディング 大阪府

1793 第５芦池ビル節電改修工事 株式会社 芦池ビルディング 大阪府

1794 アズマ商工株式会社 三国ケ丘レジデンス節電改修工事 アズマ商工株式会社 大阪府

1795 ココスビル 節電改修工事 株式会社アルファ・クリエイト 大阪府

1796 株式会社共和 アルフィンビル節電改修工事 株式会社アルフィン 大阪府

1797 有限会社アルシュ アルシュルリエ 節電改修工事 有限会社アルシュ 大阪府

1798 キコーナ豊中南店節電改修工事 アンダーツリー株式会社 大阪府

1799 株式会社アン 泉佐野店節電改修工事 株式会社アン 大阪府

1800 株式会社アン 富田林店節電改修工事 株式会社アン 大阪府

1801 株式会社ＥＣＣ 本社ビル 節電改修工事 株式会社ＥＣＣ 大阪府

1802 生川ビル節電改修工事 生川ビル 大阪府

1803 株式会社ケーエスケー　泉南支店節電改修工事 犬星　良一郎 大阪府

1804 株式会社イレブン 泉北原山台店 省エネ改修工事 株式会社イレブン 大阪府

1805 株式会社イレブン 東深井店 省エネ改修工事 株式会社イレブン 大阪府

1806 株式会社パブロ・クリエーション 本社ビル節電改修工事 株式会社イン・グッド 大阪府

1807 エース株式会社 エース（株）大阪本店ビル節電改修工事 エース株式会社 大阪府

1808 ＳＵＲＥ堂島ビル 電改修工事 江口物産株式会社 大阪府

1809 三共肥後橋ビル 節電改修工事 ＳＫハウジング株式会社 大阪府

1810 エス・ティ・エスビル節電対策工事 株式会社エス・ティ・エス 大阪府

1811 さかしん天神橋ビル空調更新工事 株式会社エヌケー・ネクスト 大阪府

1812 株式会社エンシン 南森町エンシンビル節電改修工事 株式会社 エンシン 大阪府

1813 淡路地域在宅サービスステーションひざし節電改修工事 大阪ガスファイナンス株式会社 大阪府
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1814 株式会社大倉 本社ビル節電改修工事 株式会社 大倉 大阪府

1815 大阪紙商センター 照明節電改修工事 株式会社大紙会館 大阪府

1816 大阪船舶株式会社 小谷ビル別館節電改修工事 大阪船舶株式会社 大阪府

1817 株式会社大津コーポレーション 大津グランドビル節電改修工事 株式会社 大津コーポレーション 大阪府

1818 大阪市信用金庫 岸の里支店節電改修工事 大阪市信用金庫 大阪府

1819 大阪市信用金庫 小阪支店節電改修工事 大阪市信用金庫 大阪府

1820 大阪市管工設備協同組合 水道会館節電改修工事 大阪市管工設備協同組合 大阪府

1821 大宏商事 株式会社 パーラーぴあぱれす店 節電改修工事 大宏商事株式会社 大阪府

1822 学校法人 岡山学園 節電改修工事 学校法人 岡山学園 大阪府

1823 コモド上汐ビル節電改修工事 株式会社オクウチサービス 大阪府

1824 東三国マジックバードⅠ節電改修工事 株式会社オフィスボストン 大阪府

1825 新大阪マジックバードⅢ 節電改修工事 株式会社オフィスボストン 大阪府

1826 玉造マジックバードⅡ 節電改修工事 株式会社オフィスボストン 大阪府

1827 オリックス・インテリア株式会社 クロスモールＤ館空調改修工事 オリックス・インテリア株式会社 大阪府

1828 オリックス・インテリア株式会社 クロスモールＢ館空調改修工事 オリックス・インテリア株式会社 大阪府

1829
株式会社シヨツピングセンター池忠 三国ヶ丘店 ESCO節電改修事
業

オリックス株式会社 大阪府

1830
株式会社シヨツピングセンター池忠 百舌鳥店 ESCO節電改修事
業

オリックス株式会社 大阪府

1831 株式会社ショッピングセンター池忠 鶴山台店 ESCO節電改修事業 オリックス株式会社 大阪府

1832 株式会社フレツシユしみず 加島店 ＥＳＣＯ節電改修工事 オリックス株式会社 大阪府

1833 関西オルガノビル節電改修工事 オルガノ関西株式会社 大阪府

1834 ゴールデンパレス 節電対策工事 オルゴリアルエステート株式会社 大阪府

1835 株式会社カインズ カインズビル節電改修工事 株式会社カインズ 大阪府

1836 花王株式会社 大阪事業場ビル節電改修工事 花王株式会社 大阪府

1837 岳央産業株式会社 ＧＭ２ビル節電改修工事 岳央産業株式会社 大阪府

1838 有限会社ＫＡＺ 新世界串や本店 節電改修工事 有限会社ＫＡＺ 大阪府

1839 株式会社かに道楽 網元別館 節電空調設備改修工事 株式会社かに道楽 大阪府

1840 株式会社カネキュウインターナショナル本社ビル節電改修工事 株式会社カネキュウインターナショナル 大阪府

1841 ＴＳＵＴＡＹＡ長尾店 空調照明節電改修工事
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会
社

大阪府

1842 株式会社関西マツダ高槻東店節電改修工事 株式会社関西マツダ 大阪府

1843 株式会社関西マツダ寝屋川店節電改修工事 株式会社関西マツダ 大阪府

1844 株式会社関西マツダ箕面中央店節電改修工事 株式会社関西マツダ 大阪府

1845 株式会社 関西スーパーマーケット 豊中南店 株式会社 関西スーパーマーケット 大阪府

1846 株式会社　関西スーパーマーケット　福島店 株式会社　関西スーパーマーケット 大阪府

1847 関西マネジ興業株式会社 本社ビル節電空調改修工事 関西マネジ興業株式会社 大阪府

1848 株式会社キーエンス 高槻事業ディビジョン節電改修工事 株式会社キーエンス 大阪府

1849 上六光陽ビル節電改修工事 株式会社 貴敬 大阪府

1850 有限会社きたに 東大阪店節電改修工事 有限会社きたに 大阪府

1851 有限会社きたに 百舌鳥店節電改修工事 有限会社きたに 大阪府

1852 有限会社 きたに 春木店節電改修工事 有限会社 きたに 大阪府

1853 太平第２ビル節電改修工事 有限会社 久和 大阪府

1854 株式会社 共栄 ピールーツ店 節電改修工事 株式会社 共栄 大阪府

1855 大阪上町ビル節電改修改修工事 近畿精機工業株式会社 大阪府

1856 株式会社栗原 本社ビル節電改修工事 株式会社栗原 大阪府

1857 グルメ杵屋天王寺ＭＩＯ店節電改修工事 株式会社グルメ杵屋 大阪府

1858 光栄ビル空調設備更新工事 光栄産業株式会社 大阪府

1859 セントピアビル（久宝寺）空調機節電改修工事 江 綿 株 式 会 社 大阪府

1860 北浜センタービル節電改修工事 光成薬品株式会社 大阪府

1861 医療法人甲聖会 甲聖会紀念病院空調節電改修工事 医療法人 甲聖会 大阪府

1862 株式会社サンプラザ 古市南店節電改修工事 興銀リース　株式会社 大阪府



No 補助事業名 申請者名 事業場所

平成23年度「建築物節電改修支援事業費補助金」採択者一覧

※都道府県別、五十音順（No.は交付決定番号ではございません）

1863 株式会社サンプラザ 誉田店節電改修工事 興銀リース　株式会社 大阪府

1864 株式会社サンプラザ 三国ヶ丘東店節電改修工事 興銀リース　株式会社 大阪府

1865 船場ＭＫビル節電改修工事 有限会社　国際エンタープライズ 大阪府

1866 小厚化成株式会社　本社ビル節電改修工事 小厚化成株式会社 大阪府

1867 りそなアルテ桜川ビル 節電改修工事 株式会社五大 大阪府

1868 古川園 空調節電改修工事 社会福祉法人小百合苑 大阪府

1869 株式会社コングレ メイプルビル芝田節電改修工事 株式会社 コングレ 大阪府

1870 株式会社さとうコーポレーション 百万弗平尾店 節電改修工事 株式会社さとうコーポレーション 大阪府

1871 サムティ株式会社 サムティ南堀江ビル 節電改修工事 サムティ株式会社 大阪府

1872 サムティ株式会社 中央博労町ビル節電改修工事 サムティ株式会社 大阪府

1873 サンロードビル 空調設備改修工事 サンロード株式会社 大阪府

1874 中津パークビル 節電改修工事 サンロード株式会社 大阪府

1875 スーパーサンコー 平野店 節電改修工事 株式会社 三豊 大阪府

1876 ＡＳビル節電改修工事 株式会社三晃空調 大阪府

1877 住友商事淀川ビル節電改修工事 ＣＳＰビルアンドサービス株式会社 大阪府

1878 アドベンチャーホテル・チャペルココナッツ 節電改修工事 株式会社ＧＨＰ 大阪府

1879 チャペルスイート 節電改修工事 株式会社ＧＨＰ 大阪府

1880 ホテル スイング 節電改修工事 株式会社ＧＨＰ 大阪府

1881 リトルチャペルクリスマス 節電改修工事 株式会社ＧＨＰ 大阪府

1882 塩野義製薬株式会社 ＳＰＲＣ２ヒートポンプ節電改修工事 塩野義製薬株式会社 大阪府

1883 特別養護老人ホーム四天王寺きたやま苑節電改修工事 社会福祉法人 四天王寺福祉事業団 大阪府

1884 清水産業株式会社 事務所ビル節電改修工事 清水産業株式会社 大阪府

1885 シャトー幸福　節電改修工事 シャトー幸福管理組合法人 大阪府

1886 特別養護老人ホームアイリス 空調改修工事 社会福祉法人秀美福祉会 大阪府

1887 秀英商事株式会社 新大阪西浦ビル 秀英商事株式会社 大阪府

1888 高齢者総合ケアセンター柏原寿光園　空調機更新工事 社会福祉法人　寿光会 大阪府

1889 株式会社シヨツピングセンター池忠 羽衣店 節電改修事業 株式会社シヨツピングセンター池忠 大阪府

1890 医療法人 正啓会 西下胃腸病院節電改修工事 医療法人 正啓会 大阪府

1891 学校法人城南学園 幼小学舎・総合体育館 節電改修工事 学校法人城南学園 大阪府

1892 瓦町恒和ビル節電改修事業 新都共栄株式会社 大阪府

1893 ＮＥＷ　ＢＧ照明設備改修工事 株式会社 新 永 大阪府

1894 新晃工業株式会社 大阪本社ビル節電改修工事 新晃工業株式会社 大阪府

1895 新生テクノス株式会社 大阪新幹線支店ビル節電改修工事 新生テクノス株式会社 大阪府

1896 第２新興ビル節電改修工事 新開興産株式会社 大阪府

1897 株式会社新橋企画 節電改修工事 株式会社 新橋企画 大阪府

1898 日本粉末薬品（株）本社ビル 節電改修工事 瑞光興産株式会社 大阪府

1899 株式会社スーパーサンエー フードたなか店 節電改修工事 株式会社スーパーサンエー 大阪府

1900 株式会社 スターコーポレーション 本社ビル 節電改修工事 株式会社 スターコーポレーション 大阪府

1901 ストーブリ株式会社 ストーブリビル節電改修工事 ストーブリ株式会社 大阪府

1902 ニュー若杉ビル 空調・照明設備省エネルギー工事 有限会社スペースソリューション 大阪府

1903 若杉グランドビル別館 空調設備省エネルギー工事 有限会社スペースソリューション 大阪府

1904 コナミスポーツクラブ京橋　節電改修工事 住友信託銀行株式会社 大阪府

1905 住江織物大阪（事） 事務所棟空調機改修工事 住江織物株式会社 大阪府

1906 ハリウッド・ハリーズ高殿店省エネ照明改修工事 株式会社 成通企画 大阪府

1907 クリスタファイブ　空調設備改修工事 株式会社　清林社 大阪府

1908 郡山敬愛幼稚園節電改修工事 学校法人 清和学園 大阪府

1909 清和中央本社ビル節電改修工事 清和中央ホールディングス株式会社 大阪府

1910 社会福祉法人清松福祉会 安心苑 節電改修工事 社会福祉法人　清松福祉会 大阪府

1911 総合老人福祉施設 夢心節電改修工事 社会福祉法人 清松福祉会 大阪府
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1912 摂津倉庫株式会社本社ビルエアコン節電改修工事 摂津倉庫株式会社 大阪府

1913
ゼネラルホールディングス株式会社 シナプス心斎橋ビルＬＥＤ照
明改修工事

ゼネラルホールディングス株式会社 大阪府

1914 新大阪グランドビル節電改修工事 セントランド株式会社 大阪府

1915 焼肉でん八尾店節電改修工事 株式会社ゼンショク 大阪府

1916 焼肉でん東大阪店節電改修工事 株式会社ゼンショク 大阪府

1917 焼肉でん高槻店節電改修工事 株式会社ゼンショク 大阪府

1918 タイトーステーション難波店　空調設備改修工事 株式会社タイトー 大阪府

1919 太州開発株式会社 幹線東ビル節電改修工事 太州開発株式会社 大阪府

1920 北梅田ダイビル 照明器具更新工事 ダイビル株式会社 大阪府

1921 株式会社第一引越サービス 島之内ビル節電改修工事 株式会社第一引越サービス 大阪府

1922 株式会社大進工業研究所 本社ビル節電改修工事 株式会社大進工業研究所 大阪府

1923 株式会社大和測量設計事務所ビル節電改修工事 株式会社 大和測量設計事務所 大阪府

1924 第元観光株式会社 プレジール若草店節電改修工事 第元観光株式会社 大阪府

1925 第元観光株式会社 プレジール森ノ宮店節電改修工事 第元観光株式会社 大阪府

1926 新大阪阪神ビル空調更新工事 第一燃料株式会社 大阪府

1927 立売堀一番館 照明設備節電改修工事 大和理研株式会社 大阪府

1928 ハイランドビル空調節電改修工事 高嶋 正治 大阪府

1929 株式会社髙木 髙木ビル節電改修工事 株式会社 髙木 大阪府

1930 松柏ビルディング 節電改修工事 株式会社 辰己建物総合管理 大阪府

1931 株式会社 たまゆら 石切店 節電改修工事 株式会社たまゆら 大阪府

1932 学校法人玉手山学園 第２体育館 ＬＥＤ更新工事（講堂含む） 学校法人玉手山学園 大阪府

1933 株式会社タラッサビル節電改修工事 株式会社タラッサ 大阪府

1934 有限会社　樽一 節電改修工事 有限会社　樽一 大阪府

1935 千島土地株式会社 北加賀屋千島ビル空調改修工事 千島土地株式会社 大阪府

1936 学校法人長栄学園 木島幼稚園節電改修工事 学校法人 長栄学園 大阪府

1937 株式会社珍樹園 本社ビル節電改修工事 株式会社 珍樹園 大阪府

1938 椿本ビル 空調設備節電改修工事 椿本ビル株式会社 大阪府

1939 ＢＯＳＳ門真店節電改修工事 ツルマル興産株式会社 大阪府

1940 トップ本社ビル 節電改修工事 有限会社ティー・オー・ピー 大阪府

1941 デュプロ株式会社　節電改修工事 デュプロ株式会社 大阪府

1942 東邦レオ株式会社 節電改修工事 東邦レオ株式会社 大阪府

1943 特別養護老人ホーム「ふれ愛の家」節電空調設備改修工事 社会福祉法人 東光学園 大阪府

1944 パーラー東宝 省エネ照明器具改修工事 東宝産業株式会社 大阪府

1945 東洋テック株式会社 照明節電改修工事 東洋テック株式会社 大阪府

1946 株式会社東急コミュニティー 照明設備節電改修工事 株式会社東急コミュニティー 大阪府

1947 共和病院節電改修工事 医療法人 同友会 大阪府

1948 ネッツトヨタ高槻店 空調機器更新工事 トヨタカローラ新大阪株式会社 大阪府

1949 トヨタカローラ南海株式会社　新貝塚店　節電改修工事 トヨタカローラ南海株式会社 大阪府

1950 ドン・キホーテ箕面店 照明節電改修工事 株式会社ドン・キホーテ 大阪府

1951 ドン・キホーテ道頓堀店 照明節電改修工事 株式会社ドン・キホーテ 大阪府

1952 ドン・キホーテ内環深江店 照明節電改修工事 株式会社ドン・キホーテ 大阪府

1953 ドン・キホーテ新金岡店 照明節電改修工事 株式会社ドン・キホーテ 大阪府

1954 株式会社ナカリキッドコントロール　本社ビル節電改修工事 株式会社ナカリキッドコントロール 大阪府

1955 ナカヒロビル空調機節電改修工事 株式会社ナカヒロ 大阪府

1956 株式会社ナカムラ 自社ビル節電改修工事 株式会社ナカムラ 大阪府

1957 中山商事株式会社 ジパングⅠ店 節電改修工事 中山商事株式会社 大阪府

1958 中山商事株式会社 ジパングⅡ店 節電改修工事 中山商事株式会社 大阪府

1959 中井エンジニアリング株式会社　本社ビル　節電改修事業 中井エンジニアリング株式会社 大阪府

1960 南部建設株式会社 節電改修工事 南部建設株式会社 大阪府
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1961 株式会社南都銀行　泉佐野支店　空調改修工事 株式会社　南都銀行 大阪府

1962 大阪西川第１ビル節電改修工事 西川リビング株式会社 大阪府

1963 ウィンディ岸和田 Ｉ棟 節電改修工事 西田 二郎 大阪府

1964 スーパーサンコー 牧野店 節電改修工事 株式会社 ニシノ 大阪府

1965 西田鉄工株式会社 空調機節電改修工事 西田鉄工 株式会社 大阪府

1966 日生実業株式会社 日大和生ビル節電改修工事 日生実業株式会社 大阪府

1967 日新ビル節電改修工事 日新金属興業株式会社 大阪府

1968 株式会社ニッコー ニッコー大正店 節電改修工事 株式会社ニッコー 大阪府

1969 ノバティながの南館節電改修工事 ノバティながの管理組合 大阪府

1970 日本水処理工業株式会社節電改修工事 日本水処理工業（株） 大阪府

1971 株式会社ヌマタ省エネ改修工事 株式会社ヌマタ 大阪府

1972 ネッツトヨタ南海堺北店　節電改修工事 ネッツトヨタ南海株式会社 大阪府

1973 株式会社ノセボックス 総合食料品売場 空調、計測器設置工事 株式会社ノセボックス 大阪府

1974 株式会社ハイサイド（プロショップハイサイド）節電改修工事 株式会社ハイサイド 大阪府

1975 パルファン本社ビル空調機更新工事 株式会社パルファン 大阪府

1976 株式会社 阪食 本社ビル節電改修工事 株式会社 阪食 大阪府

1977 八尾ピースワン 節電改修工事 ＰＥＡＣＥ１ 大阪府

1978 Ｐ＆Ｓマネジメント株式会社ビル節電改修工事 Ｐ＆Ｓマネジメント株式会社 大阪府

1979 株式会社ピーコックストア千里山店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 大阪府

1980 株式会社ピーコックストアＰマート山田店 節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 大阪府

1981 株式会社ピーコックストア箕面外院店節電改修工事 株式会社 ピーコック ストア 大阪府

1982 株式会社ピーコックストア箕面桜ヶ丘店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 大阪府

1983 株式会社日倉 本社空調設備節電改修工事 株式会社 日倉 大阪府

1984 百又株式会社 新芝川ビル空調改修工事 百又株式会社 大阪府

1985 ヒロウン株式会社 本社ビル節電改修工事 ヒロウン株式会社 大阪府

1986 有限会社ファイブセクト サムティ新大阪フロントビル節電改修工事 有限会社ファイブセクト 大阪府

1987 福栄鋼材株式会社堺営業所節電改修工事 福栄鋼材株式会社 大阪府

1988 株式会社福壽堂 節電改修工事 株式会社福壽堂秀信 大阪府

1989 藤井建設ビル 空調設備改修工事 藤井建設株式会社 大阪府

1990 藤本観光株式会社 節電改修工事 藤本観光株式会社 大阪府

1991 パーラーアクア節電改修工事 有限会社不動ビジネス 大阪府

1992 青山荘空調機更新による節電改修事業 社会福祉法人 芙蓉福祉会 大阪府

1993 ホテル アルファー 節電改修工事 株式会社 プラス・テン・マインド 大阪府

1994 リープハーバー 節電改修工事 株式会社 プラス・テン・マインド 大阪府

1995 ゴールデングラマー 節電改修工事 株式会社 プラス・テン・マインド 大阪府

1996 ハーフムーンが笑ってる リトルチャペル 節電改修工事 株式会社 プラス・テン・マインド 大阪府

1997 ホテル・ミッキークッキーズ 節電改修工事 株式会社 プラス・テン・マインド 大阪府

1998 平幸産業ビル　節電改修工事 平幸産業有限会社 大阪府

1999 学校法人瓶井学園保育１号館 節電改修工事 学校法人瓶井学園 大阪府

2000 学校法人瓶井学園 本部及び理工棟節電改修工事 学校法人瓶井学園 大阪府

2001 株式会社放出大洋 節電改修工事 株式会社放出大洋 大阪府

2002 軽費老人ホーム明星居室節電エアコン改修工事 社会福祉法人 豊年福祉会 大阪府

2003 株式会社ホーム・コンサルタント事務所節電改修工事 株式会社ホーム・コンサルタント 大阪府

2004 ほくせつ医療生活協同組合 豊中診療所節電改修工事 ほくせつ医療生活協同組合 大阪府

2005 医療法人北斗会 看護専門学校節電改修工事 医療法人 北斗会 大阪府

2006 医療法人北斗会 さわ病院節電改修工事 医療法人 北斗会 大阪府

2007 医療法人北斗会 ほくとクリニック病院節電改修工事 医療法人 北斗会 大阪府

2008 ホテルサンルート関空ビル 節電改修工事 株式会社 本家さぬきや 大阪府

2009 ボントン株式会社 本社ビル節電改修工事 ボントン株式会社 大阪府
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2010 マイダ住研株式会社 第２マイダビル節電改修工事 マイダ住研株式会社 大阪府

2011 株式会社マインズビル節電改修工事 株式会社マインズ 大阪府

2012 株式会社松源熊取五門店空調設備更新による節電改修工事 株式会社松源 大阪府

2013 医療法人同仁会 松崎病院節電改修工事 医療法人同仁会 松崎病院 大阪府

2014 丸善ボタン株式会社 丸善ボタンビル節電改修工事 丸善ボタン株式会社 大阪府

2015 株式会社丸井商會 世界館節電改修工事 株式会社丸井商會 大阪府

2016 株式会社丸福 レインボー店節電改修工事 株式会社 丸福 大阪府

2017 株式会社マルシゲ ループ池田店 節電改修工事 株式会社マルシゲ 大阪府

2018 株式会社天満正龍 大阪ホール天五店 節電改修工事 株式会社 天満正龍 大阪府

2019 株式会社天満正龍 大阪ホール天五店 節電改修工事 株式会社 天満正龍 大阪府

2020 えびす屋 服部店省エネ照明器具改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 大阪府

2021 ＷＡＮＮＹＡＮＭＡＸ土居店節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 大阪府

2022 株式会社大近 ラッキー寝屋川店 照明節電改修工事 三菱UFJリース株式会社 大阪府

2023 株式会社大近 ラッキー四条畷店 照明・冷凍機節電改修工事 三菱UFJリース株式会社 大阪府

2024 株式会社大近　ラッキー忍ヶ丘駅前店　照明節電改修工事 三菱UFJリース株式会社 大阪府

2025 株式会社大近 ラッキー鴻池店 照明節電改修工事 三菱UFJリース株式会社 大阪府

2026 パーラーＡＢＣ節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 大阪府

2027 社会福祉法人 堺あけぼの福祉会 堺あけぼの園 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 大阪府

2028 株式会社セルビス 河内長野メモリアルホール節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2029 株式会社セルビス ファミリーメモリアル平野節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2030 株式会社セルビス 泉大津メモリアルホール節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2031 西川三井ビルディング空調設備改修工事 三井不動産株式会社 大阪府

2032 牛乳石?共進社株式会社綜合研究所高効率空調機器更新工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 大阪府

2033 サニーオーシャンジャパン株式会社 節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2034 セルビスグループ旧本社ビル節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2035 株式会社大近 パントリー都島店 冷凍機・ケース節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2036 ステーキハンバーグ けん東香里店 節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2037 株式会社セルビス サンパレス節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2038 メロード吹田二番館節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2039 株式会社いかりスーパーマーケット 箕面店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 大阪府

2040 株式会社ミフネ道修町ビル空調節電改修工事 株式会社　ミフネ 大阪府

2041 株式会社村上製作所 本社社屋空調機更新工事 株式会社村上製作所 大阪府

2042 特別養護老人ホームくれない節電改修事業 社会福祉法人 めぐむ福祉会 大阪府

2043 もしもしピエロ泉大津店新館 省エネ改修工事 有限会社 もしもしピエロ 大阪府

2044 ＫＡｉ北新地店空調設備改修工事 株式会社モトックスプラニング 大阪府

2045 Ｋａｉ堂島店空調設備改修工事 株式会社モトックスプラニング 大阪府

2046 株式会社モモセ歯科商会本社ビル 空調設備節電改修工事 株式会社モモセ歯科商会 大阪府

2047 モリテックスチール 本社ビル節電改修工事 モリテックスチール株式会社 大阪府

2048 森井ビル株式会社 節電改修工事 森井ビル株式会社 大阪府

2049 八千代電設工業本社節電改修工事 八千代電設工業株式会社 大阪府

2050 コーナンあべのビル 照明設備節電改修工事 矢野産業株式会社 大阪府

2051 山彦不動産株式会社 山彦ビル節電改修工事 山彦不動産 株式会社 大阪府

2052 やまや関西株式会社 豊中少路店 節電改修支援事業照明工事 やまや関西株式会社 大阪府

2053 やまや関西株式会社 鳥飼店 節電改修支援事業照明工事 やまや関西株式会社 大阪府

2054 やまや関西株式会社 高槻奈佐原店 節電改修支援事業照明工事 やまや関西株式会社 大阪府

2055 やまや関西株式会社 箕面船場店 節電改修支援事業照明工事 やまや関西株式会社 大阪府

2056 やまや関西株式会社 豊中小曽根店 節電改修支援事業照明工事 やまや関西株式会社 大阪府

2057 株式会社山下商会 空調機／照明 省エネ改修事業 株式会社山下商会 大阪府

2058 株式会社やまさ 業務スーパー家具町店 節電改修工事 株式会社やまさ 大阪府
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2059 ユアサ商事株式会社大阪ビル節電改修工事 ユアサ商事株式会社 大阪府

2060 有光工業株式会社節電改修工事 有光工業株式会社 大阪府

2061 株式会社　有徳クラウン守口店　節電改修工事 株式会社 有徳 大阪府

2062 株式会社横綱 柏原店節電改修工事 株式会社横綱 大阪府

2063 株式会社横綱 平野店節電改修工事 株式会社横綱 大阪府

2064 よしだ天満一ビル空調改修工事 吉田 健 大阪府

2065 楽園２ 節電改修工事 株式会社楽園 大阪府

2066 楽園１ 節電改修工事 株式会社楽園 大阪府

2067 株式会社ラナイ ビーイング四ツ橋ビル節電改修工事 株式会社ラナイ 大阪府

2068 ホテル ララ．フルール省エネ照明器具改修工事 株式会社 ララ・コーポレーション 大阪府

2069 ホテル ＬａＬａ パート１ 省エネ照明器具改修工事 有限会社 リーガル 大阪府

2070 ホテル ＬａＬａ パート２ 省エネ照明器具改修工事 有限会社 リーガル 大阪府

2071 リコージャパン株式会社 谷町４丁目ビル 空調設備節電改修工事 リコージャパン株式会社 大阪府

2072 株式会社リックコーポレーション 箕面店電灯改修工事 株式会社 リックコーポレーション 大阪府

2073 大阪ベルエベル美容専門学校 節電改修工事 学校法人ロイヤル学園 大阪府

2074 ロック建設 株式会社 アルカン弐番館 ＬＥＤリニューアル工事 ロック建設 株式会社 大阪府

2075 株式会社ワキタ 肥後橋ＩＰビル空調節電改修工事 株式会社ワキタ 大阪府

2076 医療法人 愛和会 金沢病院 節電改修工事 医療法人 愛和会 兵庫県

2077 明石愛老園地域ステーション 空調改修工事 社会福祉法人 明石愛老園 兵庫県

2078 山の原ゴルフクラブ節電改修事業 株式会社アコーディアＡＨ１２ 兵庫県

2079 株式会社アバン 本社ビル節電改修工事 株式会社アバン 兵庫県

2080 長田タイガーⅡ 節電改修工事 株式会社 アロット 兵庫県

2081 イオン社店 節電改修工事 イオンリテール株式会社 兵庫県

2082
イオンリテール（株）イオン三木青山店（食品館） ＬＥＤ照明導入工
事

イオンリテール株式会社 兵庫県

2083 伊丹市役所 本庁舎ＬＥＤ化 兵庫県伊丹市 兵庫県

2084 株式会社イボキン 本社事務所節電改修工事 株式会社 イボキン 兵庫県

2085 今村ビル節電改修工事 今村産業株式会社 兵庫県

2086 （株）漆山企画　インドアテニスコート節電改修工事 株式会社漆山企画 兵庫県

2087 医療法人社団 栄宏会 土井病院空調節電改修工事 医療法人社団 栄宏会 兵庫県

2088 伯東株式会社関西支店　空調　節電改修工事 伯東株式会社 兵庫県

2089 ディサービスセンターゆめさき空調入替節電事業 株式会社エム・シイ・ネット 兵庫県

2090 ＶＥＬＦＡＲＲＥ 節電改修工事 株式会社オオシマ・コーポレーション 兵庫県

2091 特別養護老人ホーム らくらく苑 空調更新工事 大阪ガスファイナンス株式会社 兵庫県

2092
富士ＯＧＭゴルフクラブ小野コース照明のＬＥＤ化による節電改修
工事

ＯＧＩ－２合同会社 兵庫県

2093 オリックス・レンテック(株)神戸技術センター 空調設備改修工事 オリックス・レンテック株式会社 兵庫県

2094 オリックス・インテリア株式会社 常和神戸ビル節電改修工事 オリックス・インテリア株式会社 兵庫県

2095 株式会社フレツシユしみず 園田店 ＥＳＣＯ節電改修工事 オリックス株式会社 兵庫県

2096 神畑養魚株式会社 姫路支店事務所節電改修工事 神畑養魚株式会社 兵庫県

2097 小野グランドカントリークラブ クラブハウス空調節電改修工事 株式会社関電エネルギーソリューション 兵庫県

2098 株式会社 関西スーパーマーケット 稲野店 株式会社関西 スーパーマーケット 兵庫県

2099 株式会社 関西スーパーマーケット 桜台店 株式会社 関西スーパーマーケット 兵庫県

2100 株式会社 関西スーパーマーケット 荒牧店 株式会社 関西スーパーマーケット 兵庫県

2101 株式会社 関西スーパーマーケット 浜松原店 株式会社 関西スーパーマーケット 兵庫県

2102 株式会社 環境テクノス節電改修工事 株式会社 環境テクノス 兵庫県

2103 極東開発工業株式会社 本社地区照明ＬＥＤ化事業 極東開発工業株式会社 兵庫県

2104 極東開発工業（株）三木工場 事務所棟空調設備改修工事 極東開発工業株式会社 兵庫県

2105 株式会社銀ビルストアー 生鮮パワー加西店 節電改修工事 株式会社銀ビルストアー 兵庫県

2106 窪田工業（株）本社ビル節電改修工事 窪田工業株式会社 兵庫県

2107 学校法人熊見学園 神戸星城高等学校節電改修工事 学校法人熊見学園 兵庫県
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2108 栗尾整形外科空調節電改修工事 栗尾整形外科 兵庫県

2109 特別養護老人ホーム 花園ホーム照明節電改修工事 社会福祉法人 慶明会 兵庫県

2110 株式会社ケーエスケー 西神支店節電改修工事 株式会社ケーエスケー 兵庫県

2111 三宮アクセス節電改修工事 有限会社 ケージーエス 兵庫県

2112 神戸老人ホーム 節電改修工事 社会福祉法人 神戸老人ホーム 兵庫県

2113 神戸電鉄株式会社 本社ビル空調節電改修工事 神戸電鉄株式会社 兵庫県

2114 阪神栄町ビル空調機節電改修工事 神戸ミートパッカー株式会社 兵庫県

2115 神戸トヨペット株式会社 ＶＷ宝塚店 高効率空調機への改修工事 神戸トヨペット株式会社 兵庫県

2116 神戸トヨペット株式会社 岡場店 高効率空調機への改修工事 神戸トヨペット株式会社 兵庫県

2117 神戸トヨペット株式会社 三宮店 高効率空調機への改修工事 神戸トヨペット株式会社 兵庫県

2118 北神戸ゴルフ場 空調設備節電改修工事 財団法人 神戸市都市整備公社 兵庫県

2119 北野工房のまち空調機改修工事 神戸市 兵庫県

2120 株式会社国際会館 モナコ長田店 節電改修工事 株式会社 国際会館 兵庫県

2121 株式会社国際会館 モナコ竜野店 節電改修工事 株式会社 国際会館 兵庫県

2122 ゴダイ株式会社　ゴダイドラッグ神崎店節電改修工事 ゴダイ株式会社 兵庫県

2123 株式会社サイクルワールド神戸本店節電改修工事 株式会社サイクルワールド 兵庫県

2124 Ｇ－パラダイス本店節電改修工事 坂本 友群（崔 友群） 兵庫県

2125 アメリカ村 サムシングワールド 節電改修工事 サムシング日栄株式会社 兵庫県

2126 三和リールビル改修工事 三和リール株式会社 兵庫県

2127 アスパイアビル節電改修工事 三和工業株式会社 兵庫県

2128 学校法人慈愛学園 三田慈愛幼稚園節電改修工事 学校法人 慈愛学園 兵庫県

2129 フラワースタイル 節電改修工事 株式会社ＧＨＰ 兵庫県

2130 株式会社 シマブンコーポレーション加古川ビル節電改修工事 株式会社 シマブンコーポレーション 兵庫県

2131 株式会社シマブンコーポレーション 若竹寮共用部節電改修工事 株式会社シマブンコーポレーション 兵庫県

2132 株式会社シマブンコーポレーション 第５ビル節電改修工事 株式会社シマブンコーポレーション 兵庫県

2133 介護老人保健施設　夢前白寿苑　節電改修工事 医療法人社団　順心会 兵庫県

2134 甲陽学院中学校　冷暖房設備節電改修工事 学校法人辰馬育英会 兵庫県

2135 ホテル ララ リゾート神戸省エネ照明器具改修工事 有限会社 スマタイ 兵庫県

2136 特別養護老人ホーム めぐみ苑 省エネ改修工事 社会福祉法人 双恵会 兵庫県

2137 創作味工房 小てんぐ東加古川本店ビル節電改修工事 創作味工房 小てんぐ 兵庫県

2138 株式会社ソネック 本社 節電改修工事 株式会社ソネック 兵庫県

2139 太陽ビルディング株式会社 太陽ビル節電改修工事 太陽ビルディング株式会社 兵庫県

2140 株式会社 ダイナム 兵庫和田山店節電改修工事 株式会社 ダイナム 兵庫県

2141 株式会社高原商店 空調設備 節電改修工事 株式会社 高原商店 兵庫県

2142 社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 いきいき宝夢 空調改修工事 社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会 兵庫県

2143 ハニービル空調設備 節電改修工事 竹下 巖 兵庫県

2144 株式会社タブチ（Ａ）１階店舗節電改修工事 株式会社 タブチ 兵庫県

2145
株式会社チェーズ・アミューズメント・クリエーション 神田店節電改
修工事

株式会社チェーズ・アミューズメント・クリ
エーション

兵庫県

2146 チェーズ・アミューズメント・クリエーション 今津店節電改修工事
株式会社チェーズ・アミューズメント・クリ
エーション

兵庫県

2147
株式会社チェーズ・アミューズメント・クリエーション パラダイス阪神
尼崎店 節電改

株式会社チェーズ・アミューズメント・クリ
エーション

兵庫県

2148 社会福祉法人千種会 おおぎの郷節電改修工事 社会福祉法人千種会 兵庫県

2149 株式会社ＴＣＤ 節電改修工事 株式会社ＴＣＤ 兵庫県

2150 （株）ティー・エス・ケーＴＳＵＴＡＹＡ六甲道節電改修工事 株式会社ティー・エス・ケー 兵庫県

2151 ＴＯＡ神戸営業所ビル 節電改修工事 ＴＯＡ株式会社 兵庫県

2152 株式会社天マ屋ビル節電改修工事 株式会社天マ屋 兵庫県

2153 医療法人社団 東峰会 医療法人社団 東峰会 兵庫県

2154 特許機器株式会社本社ビル節電改修工事 特許機器株式会社 兵庫県

2155
トヨタローラ兵庫（株）本社・本店 空調設備更新工事（節電改修工
事）

トヨタカローラ兵庫株式会社 兵庫県

2156
トヨタカローラ兵庫（株）大久保店 空調設備更新工事（節電改修工
事）

トヨタカローラ兵庫株式会社 兵庫県
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2157 トレーディア株式会社　本社・神戸支店ビル　節電改修工事 トレーディア株式会社 兵庫県

2158 ドン・キホーテ伊丹店 照明節電改修工事 株式会社ドン・キホーテ 兵庫県

2159 中林ビル西宮節電改修工事 有限会社 中林商店 兵庫県

2160 能見洋八郎税理士事務所 節電改修工事 能見洋八郎税理士事務所 兵庫県

2161 のじぎく福祉会 ケアハウスやすらぎ節電改修工事 社会福祉法人のじぎく福祉会 兵庫県

2162 （株）ハイレックスコーポレーション柏原工場事務所棟 改修工事 株式会社 ハイレックスコーポレーション 兵庫県

2163 はるやま姫路太子店節電改修工事 はるやま商事株式会社 兵庫県

2164 はるやま赤穂店節電改修工事 はるやま商事株式会社 兵庫県

2165 阪神パチンコ節電改修工事 株式会社阪神 兵庫県

2166 （株）廣記商行 空調機更新工事 株式会社パンオーシャン 兵庫県

2167 株式会社ビーカム　ビーカム西宮店節電改修工事 株式会社　ビーカム 兵庫県

2168 株式会社ビーカム ビーカム長田店節電改修工事 株式会社 ビーカム 兵庫県

2169 株式会社ピーコックストア芦屋川西店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 兵庫県

2170 株式会社ピーコックストア甲南店節電改修工事 株式会社 ピーコック ストア 兵庫県

2171 株式会社ピーコックストア宝塚中山店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 兵庫県

2172 日鐵住金建材株式会社尼崎工場事務所節電改修工事 日鐵住金建材株式会社 兵庫県

2173 特別養護老人ホーム 鹿児の郷 空調節電改修工事 社会福祉法人　福竹会 兵庫県

2174 有限会社フリータイム シンコム尼崎節電改修工事 有限会社フリータイム 兵庫県

2175 株式会社ブレイン 本社節電改修工事（エアコン） 株式会社ブレイン 兵庫県

2176 株式会社ホームセンターアグロ福崎店節電改修工事 株式会社ホームセンターアグロ 兵庫県

2177 株式会社ホームセンターアグロ 篠山店節電改修工事 株式会社ホームセンターアグロ 兵庫県

2178 株式会社ホームセンターアグロ太子店節電改修工事 株式会社ホームセンターアグロ 兵庫県

2179 ホーマー産業（株） リンクス空調機更新工事 ホーマー産業株式会社 兵庫県

2180 マックスバリュ宮西店 ＬＥＤ化工事 マックスバリュ西日本株式会社 兵庫県

2181 毛利ビル 節電改修工事 松本　和代 兵庫県

2182 株式会社マルヨシセンター 洲本店 節電改修工事 株式会社マルヨシセンター 兵庫県

2183 建築物節電改修工事 株式会社丸徳 兵庫県

2184 ＴＡＫＡＩ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ空調節電改修工事 株式会社 萬利産業 兵庫県

2185 協同組合御影市場 西エリア節電改修工事 協同組合 御影市場 兵庫県

2186 協同組合御影市場 東エリア節電改修工事 協同組合 御影市場 兵庫県

2187 山陽開発株式会社 クラブハウス空調設備更新事業 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 兵庫県

2188 三ツ星貿易株式会社 空調節電改修工事 三ツ星貿易株式会社 兵庫県

2189 介護老人保健施設らぽーと 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 兵庫県

2190 株式会社セレ・ナス 多田飛翔殿節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 兵庫県

2191 株式会社セレ・ナス 多田法要殿節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 兵庫県

2192 株式会社セレ・ナス 川西池田飛翔殿節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 兵庫県

2193 つくし園 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 兵庫県

2194 株式会社いかりスーパーマーケット 岡本店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 兵庫県

2195 株式会社三宅商会 シーダー兵庫駅南店 節電改修工事 株式会社三宅商会 兵庫県

2196 明花ビル節電改修工事 明花電業株式会社 兵庫県

2197 スポーツオーソリティ姫路リバーシティ店 節電改修工事 株式会社メガスポーツ 兵庫県

2198 株式会社メノガイア本社ビル　節電改修工事 株式会社メノガイア 兵庫県

2199 株式会社モーリ 節電改修工事 株式会社モーリ 兵庫県

2200 やっこ旅館空調節電改修工事 やっこ旅館 兵庫県

2201 有限会社山金 ラッキー１番本店 節電改修工事 有限会社山金 兵庫県

2202 有限会社 山星 ビッグ・タイム店 節電改修工事 有限会社 山 星 兵庫県

2203 さざんかの郷節電改修工事 社会福祉法人 吉川福祉会 兵庫県

2204 ＴＵＴＡＹＡ和田山店 空調機節電改修工事 株式会社ラックラーンズ 兵庫県

2205 神戸ベルエベル美容専門学校 節電改修工事 学校法人ロイヤル学園 兵庫県
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2206 Ｐ＆Ｂビル節電改修工事 株式会社六甲ホールディング 兵庫県

2207 エスタ和田山店 空調節電改修工事 協同組合和田山ショッピングセンター 兵庫県

2208
イオンビッグ株式会社　イオンスーパーセンター天理店　節電改修
工事

イオンビッグ株式会社 奈良県

2209 イオンリテール株式会社 イオン奈良店ＬＥＤ照明導入工事 イオンリテール株式会社 奈良県

2210 イストフィットネスクラブエアコン改修事業 株式会社イストスポーツ 奈良県

2211 株式会社いそかわ 押熊店節電改修工事 株式会社いそかわ 奈良県

2212 株式会社　イナダ　稲田塾　学園前校　節電改修工事 株式会社　イナダ 奈良県

2213 フレンド生駒・菜の花節電改修工事 ウェルコンサル株式会社 奈良県

2214 フレンド学園前・登美の森節電改修工事 ウェルコンサル株式会社 奈良県

2215
株式会社オーシャントータルサービス奈良ロイヤルゴルフクラブ節
電改修工事

株式会社 オーシャントータルサービス 奈良県

2216 医療法人果恵会　恵王病院　空調設備改修工事 医療法人　果恵会 奈良県

2217 株式会社カネキモリカワ店舗節電改修工事 株式会社 カネキモリカワ 奈良県

2218 株式会社クラブコスメチックス 管理棟空調改修工事 株式会社クラブコスメチックス 奈良県

2219 グループホームゆかりの里苑節電改修工事 有限会社サン企画コーポレーション 奈良県

2220 ケアハウス グリーンプラザ南郷 空調機器改修工事 社会福祉法人 信和会 奈良県

2221 事務所棟空調及び照明節電改修工事 竜田工業株式会社 奈良県

2222 天理教島ヶ原大教会信者詰所　空調設備改修工事 宗教法人　天理教島ヶ原大教会 奈良県

2223 奈良交通株式会社 奈良交通第三ビル節電改修工事 奈良交通株式会社 奈良県

2224 奈良デパート商業協同組合節電改修工事 奈良デパート商業協同組合 奈良県

2225 社会福祉法人南都栄寿会西ノ京苑 節電改修工事 社会福祉法人 南都栄寿会 西ノ京苑 奈良県

2226 日本バルカー工業株式会社 節電改修工事 日本バルカー工業株式会社 奈良県

2227 はるやま橿原店節電改修工事 はるやま商事株式会社 奈良県

2228 株式会社ピーコックストア奈良北生駒店節電改修工事 株式会社 ピーコックストア 奈良県

2229 帝塚山エヌエムドゥーズ高効率化リニューアル工事 町田 泰次 奈良県

2230 テンダーヒル御所 空調設備改修事業 社会福祉法人明徳会 奈良県

2231 吉野ストア株式会社 高取店 節電改修工事 吉野ストア株式会社 奈良県

2232 有限会社 荒尾成文堂 空調設備 節電改修工事 有限会社 荒尾成文堂 和歌山県

2233 イオンリテール株式会社 イオン新宮店ＬＥＤ照明導入工事 イオンリテール株式会社 和歌山県

2234 株式会社サンキョー 北島店 ＥＳＣＯ節電改修事業 オリックス株式会社 和歌山県

2235 株式会社 喜望ゼミナール 本校ビル 株式会社 喜望ゼミナール 和歌山県

2236 紀陽ダイキン空調株式会社本社空調設備改修工事 紀陽ダイキン空調株式会社 和歌山県

2237 特別養護老人ホーム熊野本宮園節電改修工事 社会福祉法人 熊野福祉会 和歌山県

2238 医療法人　弘智会　節電改修工事 医療法人 弘智会 和歌山県

2239 株式会社コメリパワー和歌山店ＬＥＤ照明化 株式会社コメリ 和歌山県

2240 医療法人洗心会 玉置病院 節電照明器具改修工事 医療法人洗心会 和歌山県

2241 焼肉でん田辺店節電改修工事 株式会社ゼンショク 和歌山県

2242 中島産業（株）ゲームセンター 節電改修工事 中島産業株式会社 和歌山県

2243 中島産業（株）ボーリング場 節電改修工事 中島産業株式会社 和歌山県

2244 医療法人 匡慈会 中谷医科歯科病院節電改修工事 医療法人 匡慈会 中谷医科歯科病院 和歌山県

2245 株式会社長田組 長田ビル節電改修工事 株式会社 長田組 和歌山県

2246 株式会社 日本テクノ パチーズＰＬＵＳ延時店節電改修工事 株式会社日本テクノ 和歌山県

2247 医療法人 博寿会 山本病院節電改修工事 医療法人 博 寿 会 和歌山県

2248 はるやま和歌山店節電改修工事 はるやま商事株式会社 和歌山県

2249 株式会社 稗田工務店 社屋 節電改修工事 株式会社 稗田工務店 和歌山県

2250 株式会社ファーストオーエー 本社社屋節電改修工事 株式会社ファーストオーエー 和歌山県

2251 大漁みやげセンター節電改修工事 有限会社　福亀堂 和歌山県

2252 株式会社　冨士商會　本社ビル　節電改修工事 株式会社　冨士商會 和歌山県

2253 平和産業（株）本社ビル節電改修工事 平和産業株式会社 和歌山県

2254 株式会社 松源 高野口店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県
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2255 株式会社松源 木ノ本店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2256 株式会社松源 伏原店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2257 株式会社松源 箕島店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2258 株式会社松源 下津店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2259 株式会社松源 御坊店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2260 株式会社松源　橋本店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2261 株式会社松源 妙寺店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2262 株式会社松源 粉河店節電改修工事 三菱ＵＦＪリース株式会社 和歌山県

2263 医療法人 裕紫会 中谷病院節電改修工事 医療法人 裕紫会 和歌山県

2264 いない羽合店店舗照明設備節電改修工事 株式会社いない 鳥取県

2265 株式会社ウシオ ケーズデンキ鳥取本店節電改修工事 株式会社ウシオ 鳥取県

2266 株式会社ウシオ カインズホーム鳥取店節電改修工事 株式会社 ウシオ 鳥取県

2267 （有）境家具販売所照明節電改修工事 有限会社境家具販売所 鳥取県

2268 山陰信販株式会社節電改修工事 山陰信販株式会社 鳥取県

2269 株式会社サンアイ 五千石店 省エネ型照明改修工事 株式会社サンアイ 鳥取県

2270 ファミリーマートＦＣ米子大篠津店節電改修工事 有限会社ジョイフルライフ 鳥取県

2271 株式会社葬仙 米子葬祭会館 節電改修工事 株式会社葬仙 鳥取県

2272 株式会社 ダイナム 鳥取羽合店節電改修工事 株式会社 ダイナム 鳥取県

2273 鳥取県商工会連合会 会館冷暖房設備改修工事 鳥取県商工会連合会 鳥取県

2274 鳥取杉谷電機株式会社 本社事務所 節電改修工事 鳥取杉谷電機株式会社 鳥取県

2275 業務スーパー目久美店節電改修工事 有限会社 ナベシマエステート 鳥取県

2276 株式会社ニッコン節電改修工事 株式会社 ニッコン 鳥取県

2277 はるやま鳥取店節電改修工事 はるやま商事株式会社 鳥取県

2278 株式会社北和 事務所ビル節電改修工事 株式会社北和 鳥取県

2279 ブックオフ米子卸団地店節電改修工事 松川商事株式会社 鳥取県

2280 株式会社丸合 みのかや店節電改修工事 株式会社丸合 鳥取県

2281 社会福祉法人やず　介護老人保健施設すこやか節電改修工事 社会福祉法人やず 鳥取県

2282 ナカヤビル節電改修工事 八幡東栄エステート株式会社 鳥取県

2283 ランドサイエンス園芸センター 節電改修工事 株式会社ランドサイエンス 鳥取県

2284 松江ニューアーバンホテル別館節電改修工事 浅利観光株式会社 島根県

2285 有限会社 あずま家具住建センター 節電改修工事 有限会社あずま家具住建センター 島根県

2286 梅木建設株式会社　事務所節電改修工事 梅木建設株式会社 島根県

2287 介護老人保健施設夕陽ヶ丘節電改修工事 社会福祉法人 恵心会 島根県

2288 奥出雲町立町民体育館・三成中央公民館節電改修工事 奥出雲町 島根県

2289 おむら内科クリニック節電改修工事 おむら内科クリニック 島根県

2290 掛合ショッピングセンター 節電改修工事 掛合ショッピングセンター協同組合 島根県

2291 柏村印刷株式会社　本社ビル節電改修工事 柏村印刷株式会社 島根県

2292 カナツ技建工業 本社ビル節電改修工事 カナツ技建工業株式会社 島根県

2293 カナツ技建工業東出雲営業所 節電改修工事 カナツ技建工業株式会社 島根県

2294 医療法人金島胃腸科外科節電改修事業 医療法人 金島胃腸科外科 島根県

2295 有限会社上乃木開発ビル節電改修工事 有限会社上乃木開発 島根県

2296 株式会社木下工務店 事務所節電改修工事 株式会社木下工務店 島根県

2297 協和地建コンサルタント株式会社 本社屋節電改修工事 協和地建コンサルタント株式会社 島根県

2298 株式会社キンヤ 事務所節電改修工事 株式会社 キンヤ 島根県

2299 キンダイ観光株式会社 安来店節電改修工事 キンダイ観光株式会社 島根県

2300 ごうばら耳鼻咽喉科節電改修工事 医療法人ごうばら耳鼻咽喉科 島根県

2301 介護老人福祉施設サンデイズ双葉園照明リニューアル工事 社会福祉法人 吾郷会 島根県

2302 養護老人ホームまほろば大和照明リニューアル工事 社会福祉法人 吾郷会 島根県

2303 医療法人コスモ会 奥出雲コスモ病院節電改修工事 医療法人コスモ会奥出雲コスモ病院 島根県
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2304 コニシ本社ビル 節電改修事業 株式会社 コニシ 島根県

2305 シャディギフトこばやし三刀屋店節電改修工事 株式会社こばやし 島根県

2306 山陰冷暖（株） 社屋空調機更新工事 山陰冷暖株式会社 島根県

2307 藤増ストアー知井宮店　節電改修事業 山陰総合リース株式会社 島根県

2308 山陰ケーブルビジョン株式会社節電改修工事 山陰ケーブルビジョン株式会社 島根県

2309 株式会社サンアイ 出雲西店 省エネ型照明改修工事 株式会社サンアイ 島根県

2310 （株）大建コンサルタント 事務所省エネ改修工事（空調・照明） ＪＡ三井リース株式会社 島根県

2311 出雲店電気空調設備更新工事 島根ダイハツ販売株式会社 島根県

2312 島根トヨタ自動車出雲店節電改修工事 島根トヨタ自動車株式会社 島根県

2313 財団法人 島根難病研究所節電改修事業 財団法人 島根難病研究所 島根県

2314 島根電工株式会社安来営業所節電改修工事 島根電工株式会社 島根県

2315 島根県教育会館 節電改修工事 財団法人島根県教職員互助会 島根県

2316 島根スインミング節電改修工事 一般財団法人 島根県水泳連盟 島根県

2317 東部島根医療福祉センター節電改修工事 社会福祉法人 島根整肢学園 島根県

2318 昭和開発工業（株） 節電改修事業 昭和開発工業株式会社 島根県

2319 須山木材株式会社 本社、プレカット事務所節電改修工事 須山木材 株式会社 島根県

2320 社会福祉法人袖師保育所 保育室空調機更新工事 社会福祉法人 袖師保育所 島根県

2321 株式会社 ダイナム 島根益田店節電改修工事 株式会社 ダイナム 島根県

2322 たき保育園 空調設備改修工事 社会福祉法人多伎の郷 島根県

2323 （有）デール ドットデル節電改修工事 有限会社 デール 島根県

2324 パチンコビッグ照明器具、エアコン節電改修工事 有限会社　東海商事 島根県

2325 株式会社中澤建設 事務所節電改修工事 株式会社中澤建設 島根県

2326 株式会社中筋組 本社ビル節電改修工事 株式会社 中筋組 島根県

2327 雲南ひまわり福祉会節電改修工事 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会 島根県

2328 日本海信用金庫本店　節電改修工事 日本海信用金庫 島根県

2329 浜田マルヰ株式会社 節電改修工事 浜田マルヰ株式会社 島根県

2330 旭支所庁舎省エネルギー改修工事 浜田市 島根県

2331 はるやま浜田店節電改修工事 はるやま商事株式会社 島根県

2332 有限会社ビッグランドＭビル節電改修工事 有限会社ビッグランド 島根県

2333 しおさい空調設備 節電改修工事 社会福祉法人 仁摩福祉会 島根県

2334 平井建設株式会社 事務所空調節電改修工事 平井建設株式会社 島根県

2335 福間商事株式会社松江支店 社屋節電改修工事 福間商事株式会社 島根県

2336 株式会社豊洋 社屋節電改修工事 株式会社豊洋 島根県

2337 特別養護老人ホーム 明翔苑節電改修工事 社会福祉法人豊心会 島根県

2338 ブックオフ出雲渡橋店節電改修工事 松川商事株式会社 島根県

2339 株式会社マルマン黒田店 節電改修工事 株式会社 マルマン 島根県

2340 マルマン竪町店 節電改修工事 株式会社マルマン 島根県

2341 森田製菓株式会社 空調機節電改修工事 森田製菓株式会社 島根県

2342 協同組合横田ショッピングセンター 照明節電改修工事 協同組合 横田ショッピングセンター 島根県

2343 よねだ内科 空調改修工事 米田 治彦 島根県

2344 （有）アオイ祭典 津山西会館 省エネ改修工事 有限会社アオイ祭典 岡山県

2345 天木電設株式会社　事務所ビル節電改修工事 天木電設株式会社 岡山県

2346 ハウジングランドいない久世店空調改修工事 株式会社 いない 岡山県

2347 株式会社伊予銀行 倉敷支店 節電改修工事 株式会社 伊予銀行 岡山県

2348 株式会社ウシオ カインズホーム津山店節電改修工事 株式会社 ウシオ 岡山県

2349 有限会社エム・ワイ商事 サンプラザ店節電改修工事 有限会社 エム・ワイ商事 岡山県

2350 株式会社オオツキ（エマーユ）節電改修工事 株式会社オオツキ 岡山県

2351 岡本パーツ株式会社　節電改修工事 岡本パーツ株式会社 岡山県

2352 社会福祉法人岡北福祉会 岡北保育園 節電改修工事 社会福祉法人岡北福祉会 岡山県
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2353 岡山メナード販売有限会社 節電改修工事 岡山メナード販売有限会社 岡山県

2354 ニューこうなん節電改修工事 オリックス株式会社 岡山県

2355 金光薬品 水島神田店　ＬＥＤ蛍光灯改修工事 金光薬品株式会社 岡山県

2356 金光薬品備前店ＬＥＤ蛍光灯改修工事 金光薬品株式会社 岡山県

2357 金光薬品株式会社　大安寺店　ＬＥＤ蛍光灯改修工事 金光薬品株式会社 岡山県

2358 金光薬品株式会社勇崎店ＬＥＤ改修工事 金光薬品株式会社 岡山県

2359 金光薬品株式会社　新田店　ＬＥＤ蛍光灯改修工事 金光薬品株式会社 岡山県

2360 金光薬品庭瀬店ＬＥＤ蛍光灯改修工事 金光薬品株式会社 岡山県

2361 金光薬品児島柳田店ＬＥＤ蛍光灯改修工事 金光薬品株式会社 岡山県

2362 デイトナ・プラス西辛川店 節電改修工事 有限会社菊田 岡山県

2363 カメラのキタムラ岡山・浜野店 節電改修工事 株式会社キタムラ 岡山県

2364 カメラのキタムラ岡山・青江店 節電改修工事 株式会社キタムラ 岡山県

2365 株式会社共栄商事 ポルカ店節電改修工事 株式会社 共栄商事 岡山県

2366 クラブン株式会社 本社ビル空調機改修工事 クラブン株式会社 岡山県

2367 日生クラウン節電改修支援（空調設備改修）工事 有限会社クラウン観光 岡山県

2368 うさぎや倉敷店 空調機改修工事 クラブン株式会社 岡山県

2369 うさぎや岡山店 空調機改修工事 クラブン株式会社 岡山県

2370 研精堂印刷株式会社本館節電改修工事 研精堂印刷株式会社 岡山県

2371 プレイランドフェニックス 十日市店 節電改修工事 有限会社 光成物産 岡山県

2372 社会医療法人 光生病院 照明設備節電改修工事 社会医療法人 光生病院 岡山県

2373 社会福祉法人 ことぶき会 照明設備節電改修工事 社会福祉法人 ことぶき会 岡山県

2374 ビジネスホテル サンプラザ倉敷２号館 節電改修工事 有限会社 サンプラザ倉敷 岡山県

2375
ジェイアール西日本不動産開発（株） 岡山アーバンスクエア共用
部照明節電改修工事

ジェイアール西日本不動産開発株式会社 岡山県

2376 有限会社 秀和観光 節電改修工事 有限会社 秀和観光 岡山県

2377 あすなろ園節電改修工事 社会福祉法人 松園福祉会 岡山県

2378 株式会社新世紀観光 ニューグランド節電改修工事 株式会社新世紀観光 岡山県

2379 株式会社成和設備工業所 社屋節電改修工事 株式会社成和設備工業所 岡山県

2380 有限会社ゼロズ 節電改修工事 有限会社ゼロズ 岡山県

2381 太洋開発株式会社 節電改修工事 太洋開発株式会社 岡山県

2382 ホテル・ラフォーレ 節電改修工事 第一興産株式会社 岡山県

2383 ダイヤクリーニング株式会社 水江店節電改修工事 ダイヤクリーニング株式会社 岡山県

2384 ダイヤクリーニング株式会社 南輝店節電改修工事 ダイヤクリーニング株式会社 岡山県

2385 パーラーニューメトロ横井店 節電改修工事 大日産業株式会社 岡山県

2386 田村工業株式会社 本社 空調機改修工事 田村工業株式会社 岡山県

2387 千先クリニック空調節電改修工事 有限会社 千先 岡山県

2388 東洋八興株式会社 節電改修工事 東洋八興株式会社 岡山県

2389 老人保健施設サンライフ倉敷節電改修工事 トマトリース株式会社 岡山県

2390 ＴＳＵＴＡＹＡ古新田店節電改修工事 トマトリース株式会社 岡山県

2391 トマト銀行 妹尾支店節電改修工事 株式会社 トマト銀行 岡山県

2392 株式会社トマト銀行 林野支店節電改修工事 株式会社 トマト銀行 岡山県

2393 医療法人 健歯会 中里歯科医院 空調設備節電改修工事 医療法人 健歯会 中里歯科医院 岡山県

2394 『イトーピア岡山』空調設備 改修工事 永井産業 株式会社 岡山県

2395 介護老人保健施設くろかみ建物節電改修工事 一般社団法人 新見医師会 岡山県

2396 城南ビル節電に伴う空調改修工事 有限会社 長谷川電機 岡山県

2397 株式会社ハローズ ハローズ広江店節電改修工事 株式会社ハローズ 岡山県

2398 養護老人ホーム岡山市会陽の里 ＥＳＣＯ事業 備前グリーンエネルギー株式会社 岡山県

2399 金光教本部総合庁舎 空調設備節電更新工事 ひろぎんリース株式会社 岡山県

2400 豊和 株式会社 木屋ビル節電改修工事 豊和 株式会社 岡山県

2401 特別養護老人ホームかもがわ荘 節電改修工事 社会福祉法人　まこと会 岡山県
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2402 株式会社マルイ マルイ高野店改修工事 株式会社マルイ 岡山県

2403 株式会社ヨシエンタープライズ 節電改修工事 株式会社ヨシエンタープライズ 岡山県

2404 ライフォス本社ビル節電改修工事 ライフォス株式会社 岡山県

2405 有限会社ライフクリエイト 省エネ改修工事 有限会社ライフクリエイト 岡山県

2406 くすりのラブ下中野店節電改修工事 株式会社 ラブドラッグス 岡山県

2407 ジャンボ水島店節電改修工事 株式会社リー・グローブ 岡山県

2408 マルハチセンター野田店 節電改修工事 株式会社Ｌｅｅ 岡山県

2409 「２０％削減必達」食品スーパー総合省エネモデル事業 両備ホールディングス株式会社 岡山県

2410 アオイ化学工業株式会社 節電改修工事 アオイ化学工業株式会社 広島県

2411 阿品土谷病院 節電改修工事 医療法人あかね会 広島県

2412 アクト中食株式会社 プロマート八丁堀店節電改修工事 アクト中食株式会社 広島県

2413 アクト中食株式会社 プロマート五日市店節電改修工事 アクト中食株式会社 広島県

2414 アクト中食株式会社 業務用食品スーパー宇品店節電改修工事 アクト中食株式会社 広島県

2415 旭東建材 株式会社 第三旭東ビル節電改修工事 旭東建材 株式会社 広島県

2416 旭東建材 株式会社 エイワビル節電改修工事 旭東建材 株式会社 広島県

2417 旭東建材　株式会社　ちけいビル節電改修工事 旭東建材　株式会社 広島県

2418
株式会社アサヒライフコーポレーション 山手町事業所節電改修工
事

株式会社アサヒライフコーポレーション 広島県

2419 アドウィンビル節電改修工事 株式会社アドウィン 広島県

2420 株式会社アミパラ 広島店節電改修工事 株式会社 アミパラ 広島県

2421 株式会社 イズミ 八幡店 ＬＥＤ照明導入工事 株式会社 イズミ 広島県

2422 イトーヨーカドー福山店 節電改修工事 株式会社イトーヨーカ堂 広島県

2423
学校法人上野学園広島コンピューター専門学校本館　空調設備節
電改修工事

学校法人　上野学園 広島県

2424 ウエノヤビル株式会社 第３ウエノヤビル空調設備改修工事 ウエノヤビル株式会社 広島県

2425 社会福祉法人 浦崎会 瀬戸寮 節電改修事業 社会福祉法人 浦崎会 広島県

2426 有限会社栄和 ＺＯＲＲＯ呉中通り節電改修工事 有限会社 栄 和 広島県

2427 （株）Ａ＆Ｃ 田舎茶屋わたや 八木店 節電改修工事 株式会社Ａ＆Ｃ 広島県

2428 有限会社エクシード マーシ多治米店空調設備改修工事 有限会社エクシード 広島県

2429 三共京橋ビル節電改修工事 ＳＫハウジング株式会社 広島県

2430 三共若草ビル節電改修工事 ＳＫハウジング株式会社 広島県

2431 株式会社 大方工業所 本社社屋空調改修工事 株式会社大方工業所 広島県

2432 すだちの家 節電改修工事 社会福祉法人尾道さつき会 広島県

2433 社会福祉法人 鏡福祉会 わかば保育園 節電改修工事 社会福祉法人 鏡福祉会 広島県

2434 ドーミーイン 広島 節電改修工事 株式会社 共立メンテナンス 広島県

2435 株式会社黒河 銀のさら安古市店節電改修工事 株式会社 黒河 広島県

2436 株式会社黒河 銀のさら己斐店節電改修工事 株式会社 黒河 広島県

2437 株式会社黒河 銀のさら広島中央店節電改修工事 株式会社 黒河 広島県

2438 在宅サービスステーション節電改修工事 社会福祉法人 甲奴福祉会 広島県

2439 小西脳外科内科医院空調設備節電改修工事
医療法人社団親心会 小西脳外科内科医
院

広島県

2440 西条電気株式会社 ホテルサンライズ２１節電改修工事 西条電気株式会社 広島県

2441 株式会社ザグザグ 沼南店節電改修工事 株式会社ザグザグ 広島県

2442 事務棟照明改修工事 株式会社サタケ 広島県

2443 株式会社システムイン国際　本社ビル節電改修工事 株式会社システムイン国際 広島県

2444 株式会社三原スーパーパルディ大崎上島店 ＥＳＣＯ節電改修工事
住信・パナソニックフィナンシャルサービス
株式会社

広島県

2445 株式会社珠宝 珠宝ビル節電改修工事 株式会社珠宝 広島県

2446 有限会社昭和 アキロイヤル節電改修工事 有限会社 昭 和 広島県

2447 協同組合上下ショッピングセンター 省エネ型照明改修工事 協同組合上下ショッピングセンター 広島県

2448 老人保健施設ゆさか空調・照明改修工事 医療法人社団 仁寿会 広島県

2449 株式会社スパーク府中店 空調改修工事 株式会社スパーク 広島県

2450 株式会社スパーク堺町店 空調改修工事 株式会社スパーク 広島県
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2451 株式会社 スパーク五日市店 空調改修工事 株式会社スパーク 広島県

2452 株式会社 スパーク観音店 空調改修工事 株式会社 スパーク 広島県

2453 西部建設株式会社　社屋　節電改修工事 西部建設株式会社 広島県

2454 株式会社セイエル 幟町オフィス節電改修工事 株式会社セイエル 広島県

2455 ゴードン世羅店 節電改修工事 株式会社せら興産 広島県

2456 パーラーＭＩＬＬＩＯＮ 節電改修工事 株式会社せら興産 広島県

2457 ゴードン２号店 節電改修工事 株式会社せら興産 広島県

2458 ゴードン１号店 節電改修工事 株式会社せら興産 広島県

2459 ハイパーハイウッド 舟入店省エネ照明器具改修工事 株式会社センインターナショナル 広島県

2460 株式会社セン・エンタープライズ 節電改修工事 株式会社セン・エンタープライズ 広島県

2461 株式会社ダイクレ 本社ビル・呉工場事務所 節電改修工事 株式会社 ダイクレ 広島県

2462 株式会社大興 大興ビル節電改修工事 株式会社大興 広島県

2463 株式会社タカ企画 ホテルＭＡＫＯ節電改修工事 株式会社タカ企画 広島県

2464 株式会社中央 ブールバールヒルズ節電改修工事 株式会社中央 広島県

2465 中国機材設備株式会社 本社ビル節電（空調設備）改修工事 中国機材設備株式会社 広島県

2466 ドムズ大竹店節電改修工事 有限会社 東部興業 広島県

2467 株式会社東洋高圧 東洋ビル節電改修工事 株式会社東洋高圧 広島県

2468 東洋観光株式会社 ひろしま国際ホテル節電改修工事 東洋観光株式会社 広島県

2469 東洋ハウス株式会社 トーヨービル節電改修工事 東洋ハウス株式会社 広島県

2470 株式会社トーエイ 節電改修工事 株式会社トーエイ 広島県

2471 有限会社日基リース本社 節電改修工事 有限会社 日基リース 広島県

2472 日本パーカーライジング広島工場 テクノセンター節電改修工事
株式会社日本パーカーライジング広島工
場

広島県

2473 株式会社ニューハウス 東洋ビル節電改修工事 株式会社ニューハウス 広島県

2474 はるやま福山店節電改修工事 はるやま商事株式会社 広島県

2475 株式会社バルコムモータース 照明変更による節電工事 株式会社バルコムモータース 広島県

2476 ハローズ新涯店 節電改修工事 株式会社ハローズ 広島県

2477 協同組合東広島ショッピングモール 照明設備節電改修工事 協同組合東広島ショッピングモール 広島県

2478 医療法人　社団向日葵会　角医院　節電改修工事 医療法人 社団向日葵会 広島県

2479 和菜亭 次郎丸空調設備節電改修工事 株式会社白竜湖 広島県

2480 株式会社ビリー・ザ・キッド 矢野店節電改修工事 株式会社ビリー・ザ・キッド 広島県

2481 介護老人保健施設 スカイバード 空調更新省エネ事業 社会福祉法人 広島常光福祉会 広島県

2482 株式会社広島県農協情報センタービル空調節電改修工事 株式会社広島県農協情報センター 広島県

2483 社会福祉法人 広島和光園 節電改修工事 社会福祉法人 広島和光園 広島県

2484 広島県信用組合 本店ビル節電改修工事 広島県信用組合 広島県

2485 財団法人広島県環境保健協会 節電改修工事 財団法人広島県環境保健協会 広島県

2486 有限会社フォーアンツ ＡＣＴＵＳ広島店 節電改修工事 有限会社 フォー・アンツ 広島県

2487 復建調査設計株式会社 別館ＬＥＤ蛍光灯導入節電改修工事 復建調査設計株式会社 広島県

2488 株式会社ププレひまわり 御幸店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2489 株式会社ププレひまわり 瀬野川店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2490 株式会社ププレひまわり 府中店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2491 株式会社ププレひまわり今津店 節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2492 株式会社ププレひまわり 新涯店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2493 株式会社ププレひまわり 因島中庄店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2494 株式会社ププレひまわり 本庄店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2495 株式会社ププレひまわり グラン春日店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2496 株式会社ププレひまわり 松浜店節電改修工事 株式会社ププレひまわり 広島県

2497 株式会社フューレック 第一藤本ビル節電改修工事 株式会社フューレック 広島県

2498 株式会社プロテック 事務所節電改修工事 株式会社プロテック 広島県

2499 マリナプローバビル 節電改修工事 株式会社プローバ 広島県
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2500 株式会社プローバ ニューヒカリ飯室店節電改修工事 株式会社プローバ 広島県

2501 マツヲビル 空調設備節電改修工事 マツヲビル 広島県

2502 医療法人社団 永光会 水永病院 節電改修工事 医療法人社団 永光会 水永病院 広島県

2503 三菱電機住環境システムズ中四国支社改修工事 三菱電機住環境システムズ株式会社 広島県

2504 株式会社三原シティホテル 空調節電改修工事 株式会社三原シティホテル 広島県

2505 株式会社都 ステーキ懐石都節電改修工事 株式会社 都 広島県

2506 宮地クリニック 空調改修工事 宮地クリニック 広島県

2507 株式会社むさし土橋店 節電改修工事 株式会社むさし 広島県

2508 宗近歯科医院 節電改修工事 宗近歯科医院 広島県

2509 社会福祉法人 明翠会 特別養護老人ホーム明翠園節電改修工事 社会福祉法人 明翠会 広島県

2510 株式会社ユーホー 尾道店空調設備更新工事 株式会社 ユーホー 広島県

2511 ホテルセジュールイン流川ＬＥＤ変換工事 有限会社ラビット 広島県

2512 株式会社リックコーポレーション アミーゴ東深津店 電灯改修工事 株式会社 リックコーポレーション 広島県

2513 株式会社リックコーポレーション アミーゴ大町店電灯改修工事 株式会社 リックコーポレーション 広島県

2514 株式会社リックコーポレーション　アミーゴ五日市店電灯改修工事 株式会社　リックコーポレーション 広島県

2515 リバーサイド スエダ 空調機器節電改修工事 リバーサイド スエダ 広島県

2516 医療法人社団黎明会さくらの丘クリニック 節電改修工事 医療法人社団 黎明会 広島県

2517 テキサス段原店節電改修工事 株式会社 和光興産 広島県

2518 テキサス祇園店節電改修工事 株式会社 和光興産 広島県

2519 ペペルモコ店節電改修工事 株式会社 和光興産 広島県

2520 有限会社渡辺商会　渡辺商会店舗節電改修工事 有限会社　渡辺商会 広島県

2521 アクト中食株式会社　業務用食品スーパー岩国店改修工事 アクト中食株式会社 山口県

2522 サンパークあじす省エネ照明化工事 阿知須まちづくり株式会社 山口県

2523 パーラーライアン 節電改修事業 株式会社安藤興業 山口県

2524 イオンリテール 光店 ＬＥＤ化工事 イオンリテール株式会社 山口県

2525 有限会社ウインダビーム ハピネス節電改修工事 有限会社ウインダビーム 山口県

2526 テキサス萩店節電改修工事 有限会社 栄光商事 山口県

2527 有限会社　オカムラ環境技研社屋節電改修工事 有限会社　オカムラ環境技研 山口県

2528 株式会社　小澤　節電空調改修工事 株式会社　小澤 山口県

2529 桂工業株式会社本社ビル節電改修工事 桂工業株式会社 山口県

2530 長府観光会館店空調機更新工事 株式会社関門シーフレッシュ 山口県

2531 カメラのキタムラ下関・幡生店 節電改修工事 株式会社 キタムラ 山口県

2532 株式会社黒河 ゲームセンターＫ‘Ｓ節電改修工事 株式会社 黒河 山口県

2533 嶋田工業（株） 本社ビル照明省エネ改修工事 嶋田工業株式会社 山口県

2534 株式会社ひまわり　本社節電改修工事 下関問屋センター協同組合 山口県

2535 株式会社セイエル 山口営業部 宇部営業所 節電改修工事 株式会社セイエル 山口県

2536 医療法人 惻隠会 介護老人保健施設 尚歯堂 節電改修工事 医療法人 惻隠会 山口県

2537 （株）大丸 ハピネス明城空調設備節電改修工事 株式会社大丸 山口県

2538 株式会社 ダイナム 下関店節電改修工事 株式会社 ダイナム 山口県

2539 ドムズ岩国店節電改修工事 有限会社 東部商事 山口県

2540 徳山海陸運送株式会社事務所空調設備節電改修工事 徳山海陸運送株式会社 山口県

2541 豊田鋼機株式会社節電改修工事 豊田鋼機株式会社 山口県

2542 株式会社ナカガワ ビック１照明節電改修工事 株式会社ナカガワ 山口県

2543 はるやま山口店節電改修工事 はるやま商事株式会社 山口県

2544 株式会社藤井商店節電改修工事 株式会社藤井商店 山口県

2545 社会福祉法人 美川福祉会 空調改修工事 社会福祉法人 美川福祉会 山口県

2546 ドライブインみちしお 照明省エネ改修工事 株式会社みちしお 山口県

2547 株式会社柳井スイミングスクール節電改修工事 株式会社 柳井スイミングスクール 山口県

2548 与田リース株式会社本社ビル 節電改修事業 与田リース株式会社 山口県
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2549 株式会社リカースペース太陽 宮野店 節電改修工事 株式会社リカスペース太陽 山口県

2550 株式会社 レッドキャベツ小月店 空調機更新工事 株式会社 レッドキャベツ 山口県

2551 宇部仁心会オアシスことしば空調改修節電工事 株式会社レナール 山口県

2552 赤松化成工業（株）空調・照明設備更新工事 赤松化成工業株式会社 徳島県

2553 医療法人板東診療所節電改修工事 阿波銀リース株式会社 徳島県

2554 阿波製紙株式会社 研究棟改修工事 阿波製紙株式会社 徳島県

2555 株式会社 大一器械 節電改修工事 株式会社 大一器械 徳島県

2556 株式会社大塚製薬工場 鳴門体育館節電改修工事 株式会社大塚製薬工場 徳島県

2557 株式会社大塚製薬工場 鳴門食堂節電改修工事 株式会社大塚製薬工場 徳島県

2558 株式会社 大塚製薬工場 松茂工場 事務所棟節電改修工事 株式会社 大塚製薬工場 徳島県

2559 株式会社大日 ２号館節電改修工事 株式会社 大 日 徳島県

2560 株式会社大日 １号館節電改修工事 株式会社 大日 徳島県

2561 カメラのキタムラ徳島・東大工町店 節電改修工事 株式会社キタムラ 徳島県

2562 カメラのキタムラ徳島・沖浜バイパス店 節電改修工事 株式会社キタムラ 徳島県

2563 きよつね食品有限会社店舗節電工事 きよつね食品有限会社 徳島県

2564 コマツ建機販売株式会社 徳島支店節電改修工事 コマツ建機販売株式会社 徳島県

2565 かもな園 節電改修工事 社会福祉法人さわらび会 徳島県

2566 徳島検診クリニック 節電改修工事 医療法人 三輝会 徳島県

2567 有限会社 ジェネレーション ホテル ラ・プラヤⅡ節電改修工事 有限会社 ジェネレーション 徳島県

2568 財団法人四国電気保安協会徳島支部 空調節電工事 財団法人四国電気保安協会 徳島県

2569 四国高速運輸株式会社 別館事務所空調・照明省エネ工事 四国高速運輸株式会社 徳島県

2570 四国高速運輸株式会社 本社事務所空調・照明省エネ工事 四国高速運輸株式会社 徳島県

2571 株式会社大八食品 節電改修工事 株式会社大八食品 徳島県

2572 ザ・ディスティーノ 空調熱源改修工事 株式会社ディスティーノ 徳島県

2573 株式会社テック予備校 南昭和本校節電改修工事 株式会社テック予備校 徳島県

2574 コープ北島店照明設備改修事業 生活協同組合とくしま生協 徳島県

2575 株式会社徳島銀行 国府北支店節電改修工事 株式会社徳島銀行 徳島県

2576 株式会社徳島銀行 空港支店節電改修工事 株式会社徳島銀行 徳島県

2577 ツタヤ北島店空調省エネ改修事業 徳島バス株式会社 徳島県

2578 トヨタカローラ徳島（株）中央店 省エネエアコン改修工事 トヨタカローラ徳島株式会社 徳島県

2579 トヨタカローラ徳島（株）阿波・脇町店 省エネエアコン改修工事 トヨタカローラ徳島株式会社 徳島県

2580 トヨタカローラ徳島（株）阿南店 省エネエアコン改修工事 トヨタカローラ徳島株式会社 徳島県

2581 トヨタカローラ徳島（株）本店 省エネエアコン改修工事 トヨタカローラ徳島株式会社 徳島県

2582 ファミリーショップなとう 照明ＬＥＤ化事業 有限会社内藤商店 徳島県

2583 グループホーム 阿南向日葵 節電改修工事 有限会社 中川開発 徳島県

2584 ノヴィル株式会社 ミリオン金磯店 節電改修工事 ノヴィル株式会社 徳島県

2585 フード久米 節電改修工事 フード久米 徳島県

2586 株式会社Ｈｏｎｅｓｔ ホテル ＳＯＬＡＥ 節電改修工事 株式会社Ｈｏｎｅｓｔ 徳島県

2587 デオデオマナベ貞光店節電改修事業 マナベ電機株式会社 徳島県

2588 デオデオマナベ池田店節電改修事業 マナベ電機株式会社 徳島県

2589 三友物産株式会社 節電改修工事 三友物産株式会社 徳島県

2590 ヤラカスシティーホール節電改修工事 有限会社 ヤラカス 徳島県

2591 ユニマツチ 店舗改修工事 ユニマツチ株式会社 徳島県

2592 ｎｉｋｋｏ 高松中央店節電改修工事 株式会社愛 香川県

2593 （医）ア歯会 ア歯科診療所空調機節電改修工事 医療法人社団 ア歯会 ア歯科診療所 香川県

2594 株式会社 石垣 第一事務所 節電改修工事 株式会社石垣 香川県

2595 株式会社岩佐佛喜堂勅使店 節電改修工事 株式会社岩佐佛喜堂 香川県

2596 株式会社岩佐佛喜堂本店 節電改修工事 株式会社岩佐佛喜堂 香川県

2597 いわき病院 空調機改修工事 医療法人社団以和貴会 香川県
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2598 株式会社 魚忠 錦町店 節電改修工事 株式会社 魚忠 香川県

2599 株式会社大塚製薬工場 高松出張所節電改修工事 株式会社大塚製薬工場 香川県

2600 オータックス株式会社 節電改修工事 オータックス株式会社 香川県

2601 香川県生コン会館 空調設備改修工事 香川県東部生コンクリート協同組合 香川県

2602 株式会社香川商事 節電改修工事 株式会社香川商事 香川県

2603 かつが整形外科クリニック 節電改修工事
医療法人社団 勝賀 かつが整形外科クリ
ニック

香川県

2604 カメラのキタムラ香川・観音寺店 節電改修工事 株式会社キタムラ 香川県

2605 医療法人社団 木村医院 空調節電改修工事 医療法人社団 木村医院 香川県

2606 株式会社吉良清商店 節電改修工事 株式会社吉良清商店 香川県

2607 パーラーグランド宇多津店エアコン改修工事 株式会社グランド商事・アドバンス 香川県

2608 医療法人社団功寿会 老人保健施設千手苑節電改修工事 医療法人社団功寿会 香川県

2609 株式会社合田工務店 本社ビル節電改修工事 株式会社合田工務店 香川県

2610 ザグザグ三木店 節電改修工事 株式会社ザグザグ 香川県

2611 トレスタ白山 節電改修工事 株式会社三木さぬき倶楽部 香川県

2612 七王工業株式会社 事務所ビル節電改修工事 七王工業株式会社 香川県

2613 ケアハウス サンパール白鳥 節電改修工事 社会福祉法人 瑞祥会 香川県

2614 特養さくら荘・ケアハウス花みずき 節電改修工事 社会福祉法人 すみれ福祉会 香川県

2615 社会福祉法人千周会 特別養護老人ホーム明日香節電改修工事 社会福祉法人千周会 香川県

2616 センコー産業株式会社 本社ビル 節電改修工事 センコー産業株式会社 香川県

2617 ダイキ株式会社 三木店舗改修工事 ダイキ株式会社 香川県

2618 たまや 南新町店節電改修工事 株式会社たまや 香川県

2619 たまや 郡家店節電改修工事 株式会社たまや 香川県

2620 たまや １１号線店節電改修工事 株式会社たまや 香川県

2621 たまや 春日店節電改修工事 株式会社たまや 香川県

2622 テクノ株式会社 ボイスビル節電改修工事 テクノ株式会社 香川県

2623 ホテル入浜 節電改修工事 中山商事有限会社 香川県

2624 株式会社中野屋 高松 節電改修工事 株式会社 中野屋 香川県

2625 南海プライウッド株式会社　本社ビル空調更新工事 南海プライウッド株式会社 香川県

2626 ｎｉｋｋｏ 屋島店節電改修工事 株式会社日光商事 香川県

2627 株式会社 花園タクシー 花園タクシービル節電改修工事 株式会社 花園タクシー 香川県

2628 西村ジョイ株式会社 成合店ＬＥＤ導入工事 百十四リース株式会社 香川県

2629 医療法人社団 昌樹会 節電改修工事
医療法人社団 昌樹海 ウツミ整形外科医
院

香川県

2630 株式会社マルヨシセンター 牟礼店 節電改修工事 株式会社マルヨシセンター 香川県

2631 株式会社マルヨシセンター 池園店 節電改修工事 株式会社マルヨシセンター 香川県

2632 介護老人保健施設ヴィヴァン設備改修工事 医療法人社団 三恵会 香川県

2633 池商はせ川ビル節電改修工事 森田 紘一 香川県

2634 有限会社山吉 節電改修工事 有限会社 山吉 香川県

2635 うどん本陣 山田家 空調機改修工事 有限会社山田家 香川県

2636 わき外科クリニック節電改修工事 医療法人社団 わき外科クリニック 香川県

2637 株式会社あさかわマート エフコ束本店節電改修工事 株式会社あさかわマート 愛媛県

2638 庄内調剤薬局 節電改修工事 株式会社アスティス 愛媛県

2639 株式会社アミパラ 松山店節電改修工事 株式会社 アミパラ 愛媛県

2640 ブックオフ松山駅前店節電改修工事 株式会社 ありがとうサービス 愛媛県

2641 イオンモール株式会社 イオンモール新居浜 ＬＥＤ照明導入工事 イオンモール株式会社 愛媛県

2642 株式会社 伊藤本舗 節電改修工事 株式会社 伊藤本舗 愛媛県

2643 株式会社伊予銀行 西別館節電改修工事 株式会社 伊予銀行 愛媛県

2644 株式会社 伊予銀行 川之江支店 節電改修工事 株式会社 伊予銀行 愛媛県

2645 株式会社伊予銀行 三島支店空調改修工事 株式会社 伊予銀行 愛媛県

2646 生鮮市場 壬生川店 節電改修工事 株式会社ヴォーグ 愛媛県
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2647 愛媛大学樽味団地附属高校体育館照明設備改修工事 国立大学法人 愛媛大学 愛媛県

2648 愛媛大学城北団地第１・第２体育館照明設備改修工事 国立大学法人 愛媛大学 愛媛県

2649 医療法人 大島眼科 節電改修工事 医療法人 大島眼科 愛媛県

2650 大黒工業株式会社　本社ビル節電改修工事 大黒工業株式会社 愛媛県

2651 オリオン電機ビル節電改修工事 オリオン電機株式会社 愛媛県

2652 美しが丘 Ｎｉｋｋｏ節電改修工事 株式会社和 愛媛県

2653 かつれつ亭出合橋店節電改修工事 有限会社 かつれつ亭 愛媛県

2654 キスケ株式会社 ＰＡＯ小坂店　ＬＥＤ導入工事 キスケ株式会社 愛媛県

2655 キスケ株式会社 ＰＡＯ中寺店 ＬＥＤ導入工事 キスケ株式会社 愛媛県

2656 キスケ株式会社 ＰＡＯ松前店 ＬＥＤ導入工事 キスケ株式会社 愛媛県

2657 キスケ株式会社 ＰＡＯ今治本店 節電改修工事 キスケ株式会社 愛媛県

2658 キスケ株式会社 ＰＡＯ小泉店 ＬＥＤ導入工事 キスケ株式会社 愛媛県

2659 カメラのキタムラ松山・小坂店 節電改修工事 株式会社キタムラ 愛媛県

2660 （株）グラッツェふじ節電改修工事 （株）グラッツェふじ 愛媛県

2661 株式会社レデイ薬局 和泉店 節電改修工事 興銀リース株式会社 愛媛県

2662 生活協同組合コープえひめ コープ中萩 空調機節電改修工事 生活協同組合コープえひめ 愛媛県

2663 生活協同組合コープえひめ コープひさえだ店節電照明工事 生活協同組合コープえひめ 愛媛県

2664 生活協同組合コープえひめ コープ今治店節電照明工事 生活協同組合コープえひめ 愛媛県

2665 株式会社コメリパワー西条店ＬＥＤ照明化 株式会社コメリ 愛媛県

2666 医療法人佐藤循環器科内科節電改修工事 医療法人佐藤循環器科内科 愛媛県

2667 株式会社セブンスター 本社ビル節電改修工事 株式会社 セブンスター 愛媛県

2668 ｎｉｋｋｏ Ｒ＆Ｇ節電改修工事 株式会社ダイヤモンド会館 愛媛県

2669 株式会社 ダイナム 愛媛大洲店節電改修工事 株式会社 ダイナム 愛媛県

2670 武智ひ尿器科内科 節電改修工事 医療法人 武智ひ尿器科・内科 愛媛県

2671 南高井病院 空調更新工事 医療法人 天真会 愛媛県

2672 京楽会館高針店節電改修工事 テンパク観光株式会社 愛媛県

2673 株式会社 長崎商事ビル 節電改修工事 株式会社 長崎商事 愛媛県

2674 南海放送株式会社 別館節電改修工事 南海放送株式会社 愛媛県

2675 ｎｉｋｋｏ　ｔｏｗｎ新居浜本店節電改修工事 株式会社日光商事 愛媛県

2676 株式会社日光商事本社ビル節電改修工事 株式会社日光商事 愛媛県

2677 スーパー日東鴨川店節電改修工事 日東物産有限会社 愛媛県

2678 スーパー日東久米店節電改修工事 日東物産有限会社 愛媛県

2679 日本食研ホールディングス株式会社 旧本社棟節電改修工事 日本食研ホールディングス株式会社 愛媛県

2680 ヒシタビル冷暖房設備改修工事 菱太産業株式会社 愛媛県

2681 伯方ショッピングセンター 節電改修工事 百十四リース株式会社 愛媛県

2682 サニーマート椿店節電改修工事 有限会社フジマート 愛媛県

2683 平和興産株式会社 今治アーバンホテル節電改修工事 平和興産株式会社 愛媛県

2684 松山第一病院 節電改修工事 医療法人松原会 愛媛県

2685 松山ニューグランドホテル 節電改修工事 松山ニューグランドホテル有限会社 愛媛県

2686 株式会社丸住興産 本社事務所節電改修工事 株式会社丸住興産 愛媛県

2687 ホウコクビル空調設備節電改修工事 三菱電機クレジット株式会社 愛媛県

2688 老人保健施設みのり園空調更新計画（共用部） 医療法人社団 みのり会 愛媛県

2689 ヤマキ株式会社 本社ビル節電改修工事 ヤマキ株式会社 愛媛県

2690 株式会社ヤマガタヤ　名古屋本社ビル節電改修工事 株式会社ヤマガタヤ 愛媛県

2691 リコージャパン株式会社新居浜営業所 節電改修工事 リコージャパン株式会社 愛媛県

2692 ルナ物産株式会社 節電改修工事 ルナ物産株式会社 愛媛県

2693 渡辺家電販売株式会社　とべ店 渡辺家電販売株式会社 愛媛県

2694 ワタナベプリント株式会社 ＪＪ今治店節電改修工事 ワタナベプリント株式会社 愛媛県

2695 ワタナベプリント株式会社 ＪＪ保免店節電改修工事 ワタナベプリント株式会社 愛媛県
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2696 医療法人社団渡部整形外科空調設備節電改修工事 医療法人社団渡部整形外科 愛媛県

2697 赤木鶏肉店 節電改修工事 赤木鶏肉店 高知県

2698 株式会社大塚製薬工場 高知出張所節電改修工事 株式会社大塚製薬工場 高知県

2699 鰹船節電工事 株式会社 鰹船 高知県

2700 ラッシュバイパチコ節電改修工事 有限会社カンキュー 高知県

2701 カメラのキタムラ高知・堺町店 節電改修工事 株式会社キタムラ 高知県

2702 カメラのキタムラ高知・土佐道路店 節電改修工事 株式会社キタムラ 高知県

2703 カメラのキタムラ高知・高須店 節電改修工事 株式会社キタムラ 高知県

2704 セントラル御座店 照明設備改修工事 株式会社 慶尚 高知県

2705 高知城東病院節電対策設備改修事業 医療法人 厚愛会 高知県

2706 はまゆうの里 節電改修工事 社会福祉法人 香南会 高知県

2707 オークの里 節電改修工事 社会福祉法人 香南会 高知県

2708 湖月飯店 節電改修工事 湖月飯店 高知県

2709 株式会社コマドリ南国店省エネ計画 株式会社コマドリ 高知県

2710 株式会社コマドリ土佐道路店省エネ計画 株式会社コマドリ 高知県

2711 ホームラン土佐 節電改修工事 阪本 政男 高知県

2712 酒の山本店舗節電工事 酒の山本 高知県

2713 株式会社四国銀行朝倉支店空調設備改修工事 株式会社四国銀行 高知県

2714 医療法人仁泉会 朝倉病院節電改修工事 医療法人仁泉会 朝倉病院 高知県

2715 パチコドットコム節電改修工事 有限会社誠和 高知県

2716 株式会社 ダイナム 高知中村店節電改修工事 株式会社 ダイナム 高知県

2717 株式会社 ダイナム 野市店節電改修工事 株式会社 ダイナム 高知県

2718 カラオケ チミポンサ節電改修工事 有限会社タナカカツノリ商事 高知県

2719 有限会社 土佐料理 森澤 宴会場節電改修工事 有限会社 土佐料理 森澤 高知県

2720 株式会社ネクスト・オカモト 本社ビル節電改修工事 株式会社ネクスト・オカモト 高知県

2721 株式会社彦市 節電改修工事 株式会社 彦市 高知県

2722 株式会社久松商店 ビコット節電改修工事 株式会社久松商店 高知県

2723 株式会社久松商店 節電改修工事 株式会社久松商店 高知県

2724 （有）豚太郎 高岡店 節電改修工事 （有）豚太郎 高岡店 高知県

2725 ママ・ショッピングセンター節電改修工事 ママ・ショッピングセンター 高知県

2726 みやざき節電改修工事 みやざき 高知県

2727 医療法人社団愛和会 愛和病院 空調節電改修工事 医療法人社団愛和会 福岡県

2728 株式会社愛歯 広川営業所 節電改修工事 株式会社愛歯 福岡県

2729 麻生芳雄商事株式会社 新飯塚店ＬＥＤ照明改修工事 麻生芳雄商事株式会社 福岡県

2730 麻生飯塚病院 東病棟照明節電改修工事 株式会社 麻生 福岡県

2731 アバンダント９０ビル空調機節電改修工事 有限会社 アバンダント 福岡県

2732 銀玉ブティックひばり前原店 節電改修工事 株式会社 荒戸産業 福岡県

2733 オフィスタワー 節電改修工事 株式会社 樹 福岡県

2734 いづみレディスクリニック 節電改修工事 医療法人 いづみレディスクリニック 福岡県

2735 医療法人 井上外科整形外科節電改修工事 医療法人 井上外科整形外科医院 福岡県

2736 井門博多駅前ビル 節電改修工事 株式会社井門エンタープライズ 福岡県

2737 医療法人 清友会 植田病院 空調機節電改修工事 有限会社 植田医設 福岡県

2738 株式会社ヴェントゥーノビル節電改修工事 株式会社ヴェントゥーノ 福岡県

2739 エイジス九州株式会社 節電改修工事 エイジス九州株式会社 福岡県

2740 ＡＭＣビル 空調設備節電改修工事 有限会社エーエムシー 福岡県

2741 株式会社エーエスエー・システムズ 本社ビル節電改修工事 株式会社 エーエスエー・システムズ 福岡県

2742 博多プレステージビル 空調節電改修工事 株式会社 エスアイホールディングス 福岡県

2743 株式会社エスパース建設ＫＥＳＡＫＡイン節電改修工事 株式会社 エスパース建設 福岡県

2744 エフコープ大野城店冷ケース設備改修工事 エフコープ生活協同組合 福岡県
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2745 エフコープ志井店改修工事 エフコープ生活協同組合 福岡県

2746 株式会社エルザ 第２エルザビル節電改修工事 株式会社 エルザ 福岡県

2747 医療法人大石整形外科・眼科クリニック節電改修工事 有限会社大石メディカルサービス 福岡県

2748 株式会社大藪組 О ・Ｙ１００ビル節電改修工事 株式会社大藪組 福岡県

2749 福岡大村美容ファッション専門学校 空調設備節電改修工事 学校法人大村文化学園 福岡県

2750 第５岡部ビル空調機節電改修工事 株式会社岡部マイカ工業所 福岡県

2751 Ａ－プライス竹下駅前店節電改修工事 オリックス株式会社 福岡県

2752 グループホーム なごみ苑 節電改修工事 有限会社亀ハウス 福岡県

2753 カメラのキタムラ福山・春日店 節電改修工事 株式会社キタムラ 福岡県

2754 ドコモショップ東合川店空調、照明省エネ化更新工事 株式会社 九州電話通信機 福岡県

2755 株式会社九州設備公社 九設ビル節電改修工事 株式会社 九州設備公社 福岡県

2756 きりん保育園 節電改修工事 社会福祉法人 きりん会　きりん保育園 福岡県

2757 グランドホテル清風荘節電改修工事 グランドホテル清風荘 福岡県

2758 ショッパーズモールなかま 西館 節電改修工事 グリーンプラザ開発株式会社 福岡県

2759 株式会社グリーンホテル・ズ コーポレーション節電改修工事
株式会社グリーンホテル・ズ コーポレー
ション

福岡県

2760 株式会社グリーンホテル・ズ コーポレーション 節電改修工事２
株式会社グリーンホテル・ズ コーポレー
ション

福岡県

2761 株式会社グリーンホテル・ズ コーポレーション 節電改修工事３
株式会社グリーンホテル・ズ コーポレー
ション

福岡県

2762
グリーンランドリゾート株式会社 大牟田ゴルフ場クラブハウス節電
改修工事

グリーンランドリゾート株式会社 福岡県

2763 株式会社黒木書店井尻店 節電改修工事 株式会社黒木書店 福岡県

2764 ライフエイド柏原　省エネ計画 医療法人　恵光会 福岡県

2765 光陽無線株式会社 事務所 節電改修工事 光陽無線株式会社 福岡県

2766 とりかい介護老人保健施設 空調設備節電改修工事 医療法人弘医会 福岡県

2767 医療法人 康和会 老人保健施設 和泉の澤 節電改修工事 医療法人 康和会 福岡県

2768 株式会社晃暉 ＢＥＡＭ原 節電改修工事 株式会社晃暉 福岡県

2769 極東ファディ株式会社 本社空調機改修工事 極東ファディ株式会社 福岡県

2770 （株）小財スチール本社ビル 節電改修工事 株式会社小財スチール 福岡県

2771 ＦＫビル節電改修事業 児嶋啓三郎 福岡県

2772 大名イマンスビル節電改修工事 財部 博之 福岡県

2773 特別養護老人ホーム桜の丘 空調設備節電改修工事 社会福祉法人桜園 福岡県

2774 サニム事務所省エネ改修工事 株式会社 サニム建築事務所 福岡県

2775 佐与福祉会 建造物内 照明機器（蛍光灯）取り替え工事 社会福祉法人 佐与福祉会 福岡県

2776 有限会社サンエイ企画 パーラーゾーン姪浜節電改修工事 有限会社 サンエイ企画 福岡県

2777 株式会社サンキュードラッグ 穴生店節電改修工事 株式会社サンキュードラッグ 福岡県

2778 株式会社サンキュードラッグ 千代ヶ崎店節電改修工事 株式会社サンキュードラッグ 福岡県

2779 はなみずき久留米節電改修工事 株式会社サンライズ 福岡県

2780 株式会社シュテルン福岡 空調設備節電改修工事 株式会社シュテルン福岡 福岡県

2781 Ｊ：ＣＯＭメディアプラザ 節電改修工事 株式会社ジュピターテレコム 福岡県

2782 天神武藤ビル 空調機更新工事 昭和シェル石油株式会社 福岡県

2783 賃貸マンション シティオ城西 共用部節電改修工事 白水 清一郎 福岡県

2784 株式会社 城山家具（本館）照明改修工事 株式会社 城山家具 福岡県

2785 株式会社 城山家具２（新館）照明改修工事 株式会社 城山家具 福岡県

2786 株式会社新星社 節電改修工事 株式会社新星社 福岡県

2787 ドラッグ新生堂土井店節電改修工事 株式会社新生堂薬局 福岡県

2788 スペースキューブビル節電改修工事 株式会社 スペースキューブ 福岡県

2789 炭火焼肉「萬月」節電修繕工事 炭火焼肉「萬月」 福岡県

2790 グループホームくろつちの杜　節電改修工事 社会福祉法人　青寿会 福岡県

2791
医療法人聖峰会介護老人保健施設サンライフ聖峰空調設備節電
改修工事

医療法人聖峰会 福岡県

2792 株式会社清風会大牟田ハイツ節電改修工事 株式会社清風会 福岡県

2793 ゼニヤ繊維株式会社 節電改修工事 ゼニヤ繊維株式会社 福岡県
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2794 倉永病院 節電改修工事 医療法人洗心会 福岡県

2795 相互運輸 株式会社 事務所節電改修工事 相互運輸 株式会社 福岡県

2796 株式会社 ダイナム 福岡甘木店節電改修工事 株式会社 ダイナム 福岡県

2797 ライフエイド若久 省エネ計画 高松有限会社 福岡県

2798 株式会社 高田工業所 本社・本社別館ＬＥＤ照明更新工事 株式会社 高田工業所 福岡県

2799 株式会社玉屋 宗像店節電改修工事 株式会社 玉屋 福岡県

2800 株式会社玉屋 稲築店節電改修工事 株式会社 玉屋 福岡県

2801 株式会社　筑豊冷機　空調設備節電改修工事 株式会社 筑豊冷機 福岡県

2802 株式会社千葉工務店 節電改修工事 株式会社千葉工務店 福岡県

2803 社会福祉法人 筑豊福祉会 第二長寿園節電改修工事 社会福祉法人筑豊福祉会 福岡県

2804 医療法人輝松会 松寿苑 節電改修工事 医療法人輝松会 福岡県

2805 天馬保育園節電改修工事 社会福祉法人天馬福祉会 福岡県

2806 特別養護老人ホーム豊寿園節電改修工事 社会福祉法人天馬福祉会 福岡県

2807 医療法人 天神会 新古賀病院 節電改修工事 医療法人天神会 福岡県

2808 エンナンホテル節電改修工事 土井隆義 福岡県

2809 株式会社東和コーポレーション　本社ビルＬＥＤ照明交換工事 株式会社東和コーポレーション 福岡県

2810 遠山偕成株式会社 天神偕成ビル節電改修工事 遠山偕成株式会社 福岡県

2811 水田幼児園　園舎節電改修工事 社会福祉法人飛梅会 福岡県

2812 学校法人中村専修学園 空調熱源ガス転換節電改修工事 学校法人中村専修学園 福岡県

2813 介護老人保健施設 千寿中間 空調節電改修工事 社会福祉法人 西日本至福会 福岡県

2814 ベスト電器ＢＢ直方店 デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 福岡県

2815 ベスト電器ＢＢ宗像バイパス店　デマンド制御活用空調工事 株式会社西日本総合リース 福岡県

2816 ベスト電器ＢＢ前原店　デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 福岡県

2817 キング博多店　節電改修工事 株式会社日進観光 福岡県

2818 日本コムシス株式会社 コムシス博多ビル節電改修工事 日本コムシス株式会社 福岡県

2819 日本ＧＥ株式会社 久留米東町公園ビル 空調節電改修工事 日本ＧＥ株式会社 福岡県

2820 日本ＧＥ株式会社 セレス薬院 空調節電改修工事 日本ＧＥ株式会社 福岡県

2821 社会福祉法人 日本傷痍者更生会 恵の家節電改修工事 社会福祉法人 日本傷痍者更生会 福岡県

2822 日本ＧＥ株式会社 セレス赤坂門 空調節電改修工事 日本ＧＥ株式会社 福岡県

2823 日本住宅パネル工業協同組合 空調設備節電改修工事 日本住宅パネル工業協同組合 福岡県

2824 木村ビル節電改修工事 西日本臓器 福岡県

2825
ニューコ・ワン（株）　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ次郎丸店　節電改修工
事

ニューコ・ワン株式会社 福岡県

2826 ラッキー福重店 空調機更新工事 株式会社ニューアイランド 福岡県

2827 ラッキー志免店 空調機更新工事 株式会社ニューアイランド 福岡県

2828 ラッキー石丸店 空調機更新工事 株式会社ニューアイランド 福岡県

2829 ラッキー松島店 空調機更新工事 株式会社ニューアイランド 福岡県

2830 ラッキー港店 空調機更新工事 株式会社ニューアイランド 福岡県

2831 熱刺医学研究所改修工事 熱刺医学研究所 福岡県

2832 野上電気 株式会社 本社事務所 節電改修工事 野上電気 株式会社 福岡県

2833 白雲社本社棟及びたちばなホール 空調設備節電改修工事 有限会社白雲社 福岡県

2834 初村第一倉庫株式会社本社ビル 空調設備改修 初村第一倉庫株式会社 福岡県

2835 株式会社　華三楽　空調設備節電改修工事 株式会社 華三楽 福岡県

2836 林綜合保険事務所　空調設備節電改修工事 株式会社 林総合保険事務所 福岡県

2837 菱甲産業株式会社福岡支店 節電改修工事 菱甲産業株式会社 福岡県

2838 株式会社日の丸産業 サンクス田主丸店 節電改修工事 株式会社日の丸産業 福岡県

2839 フェルト７１６ 集合住宅節電工事 株式会社フェルト 福岡県

2840 フェルト５１５ 節電改修工事 株式会社フェルト 福岡県

2841 フェルト７３０ 集合住宅節電工事 株式会社フェルト 福岡県

2842 福岡トヨペット株式会社 田川店節電改修工事 福岡トヨペット株式会社 福岡県
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2843 福岡空港国際ターミナル地区節電改修工事 福岡空港ビルディング株式会社 福岡県

2844 福岡地所株式会社 サンライフ第２ビル 空調節電改修工事 福岡地所株式会社 福岡県

2845 船越貸店舗節電改修工事 船越 徹 福岡県

2846 介護老人保健施設「やすらぎ」節電改修工事 医療法人ふらて会 福岡県

2847 株式会社ベストビート ワンダーランド福岡東店節電改修工事 株式会社ベストビート 福岡県

2848 ホテル ヴィーナスコート節電改修工事 株式会社　マツウラ 福岡県

2849 株式会社 ミツシマ ツタヤ前原店節電改修工事 株式会社 ミツシマ 福岡県

2850 株式会社サベナ 本社ビル節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 福岡県

2851 （株）サニーライフ ミナト斎場 空調・照明工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 福岡県

2852 福岡スタンダード石油 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 福岡県

2853 株式会社ミドリ薬品 行橋店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 福岡県

2854 株式会社ミドリ薬品 塩原店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 福岡県

2855 株式会社ミドリ薬品 筑後店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 福岡県

2856 ナーシング・ケア宗像節電改修工事 社会福祉法人南十字福祉会 福岡県

2857
峯重燃料工業株式会社 ミネシゲ春日ゴルフセンター節電改修工
事

峯重燃料工業株式会社 福岡県

2858 株式会社宮崎電気商会節電改修工事 株式会社 宮崎電気商会 福岡県

2859 明星ビル株式会社　第５明星ビル節電改修工事 明星ビル株式会社 福岡県

2860 宗像医師会病院 透析棟空調改修工事 社団法人宗像医師会 宗像医師会病院 福岡県

2861 株式会社メタルエンジニア 省エネ改修工事 株式会社メタルエンジニア 福岡県

2862 穴吹ハウジング福岡ビル空調設備節電改修工事 株式会社 モンド商事 福岡県

2863 株式会社 やすもり 空調機更新工事 株式会社 やすもり 福岡県

2864 フラワーボウル節電改修工事 山一企業株式会社 福岡県

2865 ヤマエ久野株式会社　名島寮　空調設備節電改修工事 ヤマエ久野株式会社 福岡県

2866 医療法人 楽天堂 広橋病院 節電改修工事 医療法人楽天堂 福岡県

2867 良創夢デイサービスセンター 空調更新工事 株式会社らそうむ 福岡県

2868 株式会社 ランダムスクウェア 株式会社ランダムスクウェア 福岡県

2869 黒木建設株式会社 本社ビル節電改修工事 黒木建設株式会社 佐賀県

2870 株式会社観光ホテル千代田館 節電改修工事 株式会社観光ホテル千代田館 佐賀県

2871 ホテル桜節電改修工事 ホテル桜株式会社 佐賀県

2872 株式会社まいづる百貨店 スリーナイン店ＬＥＤ化事業 株式会社まいづる百貨店 佐賀県

2873 佐賀イエローハット佐賀鍋島店節電改修工事 株式会社 佐賀イエローハット 佐賀県

2874 株式会社ヤマフ マリンセンターおさかな村節電改修 株式会社ヤマフ 佐賀県

2875 株式会社ミツシマ ツタヤ唐津店節電改修工事 株式会社ミツシマ 佐賀県

2876 株式会社モトシマ 節電改修工事（ドコモショップ吉野ヶ里店） 株式会社 モトシマ 佐賀県

2877 古湯温泉元湯旅館鶴霊泉 ＬＥＤ照明改修工事 有限会社古湯温泉元湯旅館鶴霊泉 佐賀県

2878 有限会社白川佛具店 省エネ改修工事 有限会社白川佛具店 佐賀県

2879 有限会社伊万里スターボウル 省エネ改修工事 有限会社伊万里スターボウル 佐賀県

2880 伊万里自動車教習所 ＬＥＤ改修工事 有限会社伊万里自動車教習所 佐賀県

2881 ベスト電器ＢＢ鹿島店　デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 佐賀県

2882 ベスト電器ＢＢ江北店 デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 佐賀県

2883 株式会社佐賀新聞社 本社ビル空調設備節電改修工事 株式会社佐賀新聞社 佐賀県

2884 鳳寿苑節電改修工事 社会福祉法人 慈恵会 佐賀県

2885 フレスポ鳥栖共用部 空調節電改修工事 大和リース株式会社 佐賀県

2886 社会福祉法人洞庵の園 軽費老人ホーム洞庵荘節電改修工事 社会福祉法人洞庵の園 佐賀県

2887 社会福祉法人洞庵の園 グループホームどうあん節電改修工事 社会福祉法人洞庵の園 佐賀県

2888 医療法人大和正信会 ふじおか病院節電改修工事 医療法人大和正信会 佐賀県

2889 花祭ゴルフ倶楽部 高効率照明設備導入事業 ＯＧＩ－２合同会社 佐賀県

2890 カーニープレイス佐賀 節電改修工事
不動産信託受託者 中央三井信託銀行株
式会社

佐賀県

2891 ベスト電器ＢＢ鳥栖店 デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 佐賀県
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2892 株式会社 ダイナム 佐賀鹿島店節電改修工事 株式会社 ダイナム 佐賀県

2893 株式会社 ダイナム 佐賀三日月店節電改修工事 株式会社 ダイナム 佐賀県

2894 Ａ－プライス唐津店節電改修工事 オリックス株式会社 佐賀県

2895 イオン有家店節電改修工事 イオン九州株式会社 長崎県

2896 アエルいさはや 節電改修工事
諫早市中心市街地商店街協同組合連合
会

長崎県

2897 株式会社オリゾン　マリオ福石店節電改修工事 株式会社オリゾン 長崎県

2898 協同組合 北有馬ショッピングセンター 節電改修工事 協同組合 北有馬ショッピングセンター 長崎県

2899 株式会社共立自動車学校建物節電改修工事 株式会社共立自動車学校 長崎県

2900 協同組合口之津ショッピングセンター 節電改修工事 協同組合 口之津ショッピングセンター 長崎県

2901 株式会社 クロダ 諫早ハルク節電改修工事 株式会社 クロダ 長崎県

2902 総合電機株式会社 事務所 節電改修工事 総合電機株式会社 長崎県

2903 株式会社 ダイナム 長崎島原店節電改修工事 株式会社 ダイナム 長崎県

2904 長与リハビリセンター空調節電改修工事
社会福祉法人 鶴生会 介護老人保健施
設 長与リハビリセンター

長崎県

2905 株式会社 富建 本社事務所節電改修工事 株式会社 富建 長崎県

2906 長崎文化放送 本社照明ＬＥＤ化節電改修工事 長崎文化放送株式会社 長崎県

2907 長崎綜合警備株式会社　節電改修工事 長崎綜合警備株式会社 長崎県

2908 ベスト電器ＢＢ島原店 デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 長崎県

2909 丸高商事株式会社 まるたか生鮮市場 早岐店 節電改修工事 丸高商事株式会社 長崎県

2910 高原中央病院 節電改修工事 医療法人 緑十字会 高原中央病院 長崎県

2911 有限会社 ラテン貝津店 節電改修工事 有限会社 ラテン 長崎県

2912 ホテルローレライ 空調設備節電改修工事 株式会社 ローレライ 長崎県

2913 コスモス・ファミリー熊本節電改修工事 社会福祉法人 愛誠会 熊本県

2914 モナコパレス八代店 節電改修工事 岩下兄弟株式会社 熊本県

2915 モナコパレス熊本店 節電改修工事 岩下兄弟株式会社 熊本県

2916 みどり保育園節電改修工事
社会福祉法人エイコウ福祉会みどり保育
園

熊本県

2917 株式会社大谷楽器店 上通本店ビル節電改修工事 株式会社大谷楽器店 熊本県

2918 株式会社 ヒライ 立野店 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2919 株式会社ヒライ 大矢野店 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2920 熊本中央ＹＭＣＡ 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2921 みなみＹＭＣＡ学園 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2922 株式会社ヒライ 植木店 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2923 株式会社ヒライ 近見店 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2924 阿蘇大津ゴルフクラブ 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2925 むさしＹＭＣＡ 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2926 株式会社ヒライ 江津店 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 熊本県

2927 河合興産株式会社 サンライト鏡店節電改修工事 河合興産株式会社 熊本県

2928 エルシティーキャニオン節電改修工事 菊池ショッピングシティー協同組合 熊本県

2929 ケーズデンキ八代店 空調設備 節電改修工事 株式会社九州ケーズデンキ 熊本県

2930 株式会社熊本ファミリー銀行　新大江支店空調節電改修工事 株式会社熊本ファミリー銀行 熊本県

2931 熊本歯科衛生士専門学院・空調設備改修節電事業 社団法人熊本県歯科医師会 熊本県

2932 四季彩既設ＬＥＤ化工事 熊本県津奈木町 熊本県

2933 グリーンゲイト既設ＬＥＤ化工事 熊本県津奈木町 熊本県

2934 株式会社熊本フレイン ゆめおぐに店節電改修工事 株式会社熊本フレイン 熊本県

2935 国家公務員共済組合連合会 熊本共済会館節電改修工事 国家公務員共済組合連合会 熊本県

2936 医）三森病院 節電改修工事 医療法人社団 三森会 熊本県

2937 松岡耳鼻咽喉科医院　節電改修工事 医療法人社団　松陽会 熊本県

2938 伸産企業株式会社 ユートピア清水店節電改修工事 伸産企業株式会社 熊本県

2939 生活協同組合水光社津奈木店節電改修工事 生活協同組合水光社 熊本県

2940 スーパーみつい中松店 節電改修工事 有限会社スーパーみつい 熊本県
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2941 株式会社正興電気商会　事務所省エネ改修工事 株式会社正興電気商会 熊本県

2942 フルスイング 節電改修工事 株式会社 体育堂 熊本県

2943 株式会社 ダイナム 熊本八代南店節電改修工事 株式会社 ダイナム 熊本県

2944 株式会社 ダイナム 熊本長洲店節電改修工事 株式会社 ダイナム 熊本県

2945 焼肉 平壌園 節電改修工事 有限会社 タカタ 熊本県

2946 株式会社タケモト本社社屋 節電改修工事 株式会社 タケモト 熊本県

2947 建峰ビル 節電改修工事 株式会社建吉組 熊本県

2948 服部胃腸科 節電改修工事 株式会社 ディー・ブレーン 熊本県

2949 株式会社トータルインフォメーション 社屋節電改修工事 株式会社トータルインフォメーション 熊本県

2950 スポーツクラブＡＲＥＳＴ　節電改修工事 株式会社中西コーポレーション 熊本県

2951 合資会社 中島石油 神水中島ビル節電改修工事 合資会社 中島石油 熊本県

2952 錦戸整形外科　節電改修工事 錦戸 悦夫 熊本県

2953 ベスト電器ＢＢ東バイパス店 デマンド制御活用空調工事 株式会社 西日本総合リース 熊本県

2954 ベスト電器ＢＢＮｅｗ八代店 デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 熊本県

2955 西邦電気工事（株）甲佐営業所節電改修工事 西邦電気工事株式会社 熊本県

2956 株式会社二十一世紀グループ　川尻店舗節電改修工事 株式会社二十一世紀グループ 熊本県

2957 株式会社二十一世紀グループ 玉名店舗節電改修工事 株式会社二十一世紀グループ 熊本県

2958 ニューコ・ワン（株） ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ琴平店 節電改修工事 ニューコ・ワン株式会社 熊本県

2959 ニューコ・ワン（株） ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ健軍店 節電改修工事 ニューコ・ワン株式会社 熊本県

2960
ニューコ・ワン（株） ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ 清水ＢＰ店 節電改修工
事

ニューコ・ワン株式会社 熊本県

2961 衣料スーパーハゼヤマ 桜木店 節電改修工事 株式会社ハゼヤマ 熊本県

2962 衣料スーパーハゼヤマ 御幸店 節電改修工事 株式会社ハゼヤマ 熊本県

2963 ビクトリー株式会社　ドキドキ八代店改修工事 ビクトリー株式会社 熊本県

2964 ビクトリー株式会社 ドキドキ本渡店改修工事 ビクトリー株式会社 熊本県

2965 ブロッサムつくれ 節電改修工事 株式会社ヒューマンケアブロッサムズ 熊本県

2966 有限会社 深川釣具店 天草店 節電改修工事 有限会社 深川釣具店 熊本県

2967 有限会社福徳開発 金馬車世安店節電改修工事 有限会社福徳開発 熊本県

2968 医療法人社団平成会 平成病院 節電改修工事 医療法人社団平成会 平成病院 熊本県

2969 本薩摩屋節電改修工事 合資会社本薩摩屋 熊本県

2970 漫画人 節電改修工事 有限会社 漫画人 熊本県

2971 医療法人 安田会 星雲荘 空調機改修工事 医療法人 安田会 熊本県

2972 株式会社大和電業 節電改修工事 株式会社大和電業 熊本県

2973 幸村医院節電改修工事 医療法人社団 幸村医院 熊本県

2974 早稲田スクール近見校節電改修工事 株式会社早稲田スクール 熊本県

2975 田村眼科医院 節電改修工事 有限会社 アオゲン 大分県

2976 ホームワイド佐伯南店節電改修工事 イオン九州株式会社 大分県

2977 有限会社 イケダ電機　節電改修工事 有限会社　イケダ電機 大分県

2978 ウィング大分駅前店 節電改修工事 株式会社ウイング 大分県

2979 ｉｎｇ 照明設備ＬＥＤ更新工事 エレホン・化成工業株式会社 大分県

2980 株式会社 みらい蔵 店舗及び事務所節電工事 大分リース株式会社 大分県

2981 株式会社大分銀行　本店　照明改修による節電事業 株式会社大分銀行 大分県

2982 株式会社大分銀行 事務センター 照明改修による節電事業 株式会社大分銀行 大分県

2983 大分県土地改良事業連合会 北部事務所節電改修工事 大分県土地改良事業団体連合会 大分県

2984 インドアテニススクール・ラフ大道校 節電改修工事 大分リース株式会社 大分県

2985 インドアテニススクール ラフ森町校 節電改修工事 大分リース株式会社 大分県

2986 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 高効率照明設備導入事業 ＯＧＩ－２合同会社 大分県

2987 株式会社オーイーシー照明器具更新による節電事業 株式会社オーイーシー 大分県

2988 株式会社好文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ賀来店 節電改修工事 オリックス・レンテック株式会社 大分県

2989 川原興業株式会社 節電改修工事 川原興業株式会社 大分県
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2990 鬼太郎 空調設備 節電改修工事 有限会社 鬼太郎 大分県

2991 介護老人保健施設 大分豊寿苑 空調設備更新工事 社会医療法人敬和会 大分県

2992 有限会社 こがづる調剤薬局節電改修工事 有限会社 こがづる調剤薬局 大分県

2993 菊家総本店空調照明改修工事 株式会社 斎藤商事 大分県

2994 株式会社サンライフ オレンジ店冷蔵冷凍設備改修工事 株式会社サンライフ 大分県

2995 株式会社 サンライフ アップル店　冷蔵冷凍設備改修工事 株式会社　サンライフ 大分県

2996 株式会社Ａコープ九州 ゆふいん店 ＥＳＣＯ節電改修工事 ＪＡ三井リース株式会社 大分県

2997 株式会社 タイトー大分店 節電改修工事 株式会社 タイトー 大分県

2998 （株）大宣本社ビル空調設備更新工事 株式会社 大宣 大分県

2999
株式会社 ダイヤモンド パーラーダイヤモンドやまなみ店 節電改
修工事

株式会社ダイヤモンド 大分県

3000 有限会社てつや スーパーてつや照明改修工事 有限会社てつや 大分県

3001 ウィング鶴崎店 節電改修工事 株式会社 西原パーキング 大分県

3002 特別養護老人ホームアイリスおおいた空調設備改修工事 社会福祉法人　虹の会 大分県

3003 株式会社 日輪 パーラー ディー 節電改修工事 株式会社 日輪 大分県

3004 ｎｉｋｋｏ大分中央店節電改修工事 株式会社日光商事 大分県

3005 ひさざと店舗照明設備節電改修工事 有限会社ベツデイングショップひさざと 大分県

3006 有限会社 輔仁薬局 日赤前店節電改修工事 有限会社 輔仁薬局 大分県

3007 有限会社 輔仁薬局 片島店節電改修工事 有限会社 輔仁薬局 大分県

3008 株式会社まつき釣具店 大分光吉店節電改修工事 株式会社まつき釣具店 大分県

3009 株式会社まつき釣具店別府本店節電改修工事 株式会社まつき釣具店 大分県

3010 有限会社丸萬節電改修工事 有限会社丸萬 大分県

3011 医療法人社団 青樹会 リバーサイド百々園 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 大分県

3012 三越商事大分株式会社 節電改修工事 三越商事大分株式会社 大分県

3013 株式会社ミドリ薬品 佐伯店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 大分県

3014 医療法人明和会佐藤病院節電改修工事 医療法人明和会 佐藤病院 大分県

3015 老人保健施設六和会センテナリアン節電改修工事 医療法人 六和会 大分県

3016 株式会社わかば 店内照明ＬＥＤ化工事 株式会社 わかば 大分県

3017 延岡石丸会館 空調改修工事 株式会社 石丸 宮崎県

3018 植松エネルギー株式会社 ベアーズ大貫給油所節電改修工事 植松エネルギー株式会社 宮崎県

3019 株式会社ウエマツ 宮崎営業所節電改修工事 株式会社ウエマツ 宮崎県

3020 植松商事株式会社 花ヶ島営業所節電改修工事 植松商事株式会社 宮崎県

3021 レッツ２１月見ヶ丘店節電改修工事 ウガワ綜業株式会社 宮崎県

3022 えびの共立病院 節電改修工事 医療法人 黎明会 えびの共立病院 宮崎県

3023 生活協同組合コープみやざき赤江店 節電改修工事 生活協同組合コープみやざき 宮崎県

3024 株式会社 サテライト宮崎節電改修工事 株式会社 サテライト宮崎 宮崎県

3025 ＳＡオートバックス宮崎南店 ＬＥＤ照明器具改修工事 株式会社 サンオートエス 宮崎県

3026 オートバックス大塚店 ＬＥＤ照明器具改修工事 株式会社 サンオートエス 宮崎県

3027 クリニックうしたに 節電改修工事 医療法人 将優会 宮崎県

3028 おおくぼクリニック節電改修工事 医療法人 千杏会 おおくぼクリニック 宮崎県

3029 株式会社 ダイナム 宮崎高鍋店節電改修工事 株式会社 ダイナム 宮崎県

3030 株式会社 ダイナム 宮崎都城南店節電改修工事 株式会社 ダイナム 宮崎県

3031 テレビ宮崎本社ビル放送エリア空調設備節電改修工事 株式会社 テレビ宮崎 宮崎県

3032 都城商工会議所 節電改修工事 都城商工会議所 宮崎県

3033 アクア宮崎ビル節電改修工事 永山塗装産業株式会社 宮崎県

3034 株式会社西の丸 川南店 節電改修工事 株式会社西の丸 宮崎県

3035 株式会社西の丸 エーワン 節電改修工事 株式会社西の丸 宮崎県

3036 株式会社西の丸 古川店 節電改修工事 株式会社西の丸 宮崎県

3037 ベスト電器宮崎東店 デマンド制御を活用した空調工事 株式会社西日本総合リース 宮崎県

3038 フーデリー佐土原店 節電改修工事 株式会社ハツトリー 宮崎県
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3039 はるやま南宮崎店節電改修工事 はるやま商事株式会社 宮崎県

3040 （株）ピーターアンドブラザーズホテル節電改修工事 株式会社ピーターアンドブラザーズ 宮崎県

3041 株式会社マルイチ 大門店節電改修工事 株式会社マルイチ 宮崎県

3042 株式会社ミドリ薬品 住吉店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 宮崎県

3043 株式会社ミドリ薬品 小松台店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 宮崎県

3044 株式会社ミドリ薬品 日知屋店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 宮崎県

3045 株式会社ミドリ薬品 都城平江店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 宮崎県

3046 株式会社ミドリ薬品 一万城店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 宮崎県

3047 株式会社ミドリ薬品 延岡店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 宮崎県

3048 株式会社ミドリ薬品 生目台通り店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 宮崎県

3049 医療法人 緑耀会 グリーンケア学園木花 節電改修工事 宮銀リース株式会社 宮崎県

3050 敬寿会 介護老人保健施設ことぶき苑節電改修工事 宮銀リース　株式会社 宮崎県

3051 宮崎デンソー ＬＥＤ照明器具改修工事 株式会社 宮崎デンソー 宮崎県

3052 栗野統括支店 高効率空調・高効率照明器具導入による節電事業 あいら農業協同組合 鹿児島県

3053 秋元ガス株式会社 節電改修工事 秋元ガス株式会社 鹿児島県

3054 サンホテル国分節電改修工事 有限会社 岩崎実業 鹿児島県

3055 鹿児島中央ビルディング節電改修工事 鹿児島中央ビルディング株式会社 鹿児島県

3056 株式会社 鹿児島放送社屋節電改修工事 株式会社 鹿児島放送 鹿児島県

3057 鎌田建設株式会社節電改修工事 鎌田建設株式会社 鹿児島県

3058 有限会社キクナガ観光　節電改修工事 有限会社キクナガ観光 鹿児島県

3059 株式会社 共栄 節電改修工事 株式会社 共栄 鹿児島県

3060 介護老人保健施設 ハーモニーガーデン 節電改修工事
医療法人 和敬会 介護老人保健施設
ハーモニーガーデン

鹿児島県

3061 えい中央デイサービスセンター節電改修工事 社会福祉法人 御領福祉会 鹿児島県

3062 株式会社Ａコープ佐賀 ララベル店 節電改修工事 ＪＡ三井リース株式会社 鹿児島県

3063 株式会社ショコラ ショコラ宇宿照明節電改修工事 株式会社ショコラ 鹿児島県

3064 いいだクリニック節電改修工事 医療法人　草清会 いいだクリニック 鹿児島県

3065 太平旅館照明改修工事 有限会社 太平 鹿児島県

3066 株式会社 ダイナム 鹿児島指宿店節電改修工事 株式会社 ダイナム 鹿児島県

3067 株式会社 ダイナム 鹿児島東串良店節電改修工事 株式会社 ダイナム 鹿児島県

3068 株式会社 ダイナム 鹿児島鹿屋店節電改修工事 株式会社 ダイナム 鹿児島県

3069 株式会社 ダイナム 鹿児島大口店節電改修工事 株式会社 ダイナム 鹿児島県

3070 合資会社 竹之内商店 ロイヤルプラザ空調機改修工事 合資会社 竹之内商店 鹿児島県

3071
ダンロップタイヤ九州株式会社タイヤセレクト鹿児島店節電改修工
事

ダンロップタイヤ九州株式会社 鹿児島県

3072 学校法人津曲学園 鹿児島国際大学 ２号館節電改修工事 学校法人 津曲学園 鹿児島県

3073
株式会社ティジョイシネシティ鹿児島 鹿児島ミッテ１０節電改修工
事

株式会社ティ・ジョイシネシティ鹿児島 鹿児島県

3074
株式会社東郷スーパーマーケット 市場バリュートーゴー節電改修
工事

株式会社東郷スーパーマーケット 鹿児島県

3075 衣料スーパーハゼヤマ 隼人店 節電改修工事 株式会社ハゼヤマ 鹿児島県

3076 ホテルシャングリラ空調設備節電改修工事 有限会社 ホテル宝城 鹿児島県

3077 ホームセンター マエダ 節電改修工事 有限会社 前田金物店 鹿児島県

3078 特別養護老人ホームやっちく 空調節電改修工事 社会福祉法人 　松山やっちく会 鹿児島県

3079 株式会社タイヨー 平田店 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 鹿児島県

3080 サンデイズイン鹿児島 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 鹿児島県

3081 建築物節電改修支援事業 社会福祉法人 緑虹会 鹿児島県

3082 株式会社ミドリ薬品 川内店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3083 株式会社ミドリ薬品 姶良店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3084 株式会社ミドリ薬品 鹿屋店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3085 株式会社ミドリ薬品 東谷山店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3086 株式会社ミドリ薬品 枕崎店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3087 株式会社ミドリ薬品 垂水店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県
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3088 株式会社ミドリ薬品 坂之上店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3089 株式会社ミドリ薬品 伊敷団地店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3090 株式会社ミドリ薬品 阿久根店 照明設備節電改修工事 株式会社ミドリ薬品 鹿児島県

3091 南九州スバル株式会社 川内店店舗節電改修工事 南九州スバル株式会社 鹿児島県

3092 南九州スバル株式会社 都城店 店舗節電改修工事 南九州スバル株式会社 鹿児島県

3093 南九州スバル株式会社 隼人店店舗節電改修工事 南九州スバル株式会社 鹿児島県

3094 南九州スバル株式会社 鹿屋店店舗節電改修工事 南九州スバル株式会社 鹿児島県

3095 南九州スバル株式会社 伊敷店店舗節電改修工事 南九州スバル株式会社 鹿児島県

3096 介護老人保健施設 風花苑 節電改修工事 医療法人 龍美会 鹿児島県

3097 イオン琉球株式会社 イオン具志川店節電改修工事 イオン琉球株式会社 沖縄県

3098 イオン琉球株式会社 イオン名護店節電改修工事 イオン琉球株式会社 沖縄県

3099 イオン琉球株式会社 イオン南風原店節電改修工事 イオン琉球株式会社 沖縄県

3100 マックスバリュ安謝店 節電改修工事 イオン琉球株式会社 沖縄県

3101 マックスバリュもとぶ店 節電改修工事 イオン琉球株式会社 沖縄県

3102 マックスバリュ知花店 節電改修工事 イオン琉球株式会社 沖縄県

3103 マックスバリュ石垣店 節電改修工事 イオン琉球株式会社 沖縄県

3104 株式会社オーシーシー 節電改修工事 株式会社オーシーシー 沖縄県

3105 特別養護老人ホーム本部園節電改修事業 沖縄日立キャピタル株式会社 沖縄県

3106 ＤＮビル節電改修事業 沖縄日立キャピタル 株式会社 沖縄県

3107 メイクマン開発株式会社 節電改修工事 株式会社 おきぎんリース 沖縄県

3108 老人ホーム 沖縄偕生会 空調機入替工事 株式会社　おきぎんリース 沖縄県

3109 株式会社奥原商事 アメリカンスペースハンビー店節電事業 株式会社 奥原商事 沖縄県

3110 ホームセンターさくもと浦添店節電改修事業 株式会社 佐久本工機 沖縄県

3111 ジェフ沖縄株式会社 ツタヤ坂田店舗節電改修工事 ジェフ沖縄 株式会社 沖縄県

3112 ジェフ沖縄株式会社 与那原店舗節電改修工事 ジェフ沖縄 株式会社 沖縄県

3113 ジェフ沖縄株式会社 ジェフ豊見城店舗節電改修工事 ジェフ沖縄 株式会社 沖縄県

3114
社会福祉法人 祥永会 特別養護老人ホーム 読谷の里 節電改修
工事

社会福祉法人 祥永会 特別養護老人
ホーム 読谷の里

沖縄県

3115 ガルフスポーツクラブ牧港 照明設備交換工事 第一総業　株式会社 沖縄県

3116 大同火災海上保険株式会社 本社ビル節電改修事業 大同火災海上保険株式会社 沖縄県

3117 株式会社大門商事 節電改修工事 株式会社大門商事 沖縄県

3118 新光産業株式会社　本社事務所節電改修工事 新光産業株式会社 沖縄県

3119 株式会社丸大 佐敷店節電改修工事 株式会社丸大 沖縄県

3120 株式会社丸大 真玉橋店節電改修工事 株式会社丸大 沖縄県

3121 節電改修支援事業 丸勝中央クリニック 沖縄県

3122 株式会社野嵩商会 ユニオン赤嶺店 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 沖縄県

3123 株式会社野嵩商会 ユニオン豊見城店 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 沖縄県

3124 株式会社野嵩商会 ユニオン宮里店 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 沖縄県

3125 株式会社野嵩商会 ユニオン伊佐店 節電改修工事 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 沖縄県

3126 介護老人福祉施設良長園節電改修事業 社会福祉法人 明和会 沖縄県

3127 社会福祉法人ゆたか福祉会節電改修事業 社会福祉法人ゆたか福祉会 沖縄県


