
空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所・商業施設・工場・病院・
学校・ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

5,750 無償

savic-netFXmini
（savic-netFXmini）

事務所・商業施設・工場・病院・
学校・ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

4,420 無償

savic-netFX2compact
（savic-netFX2compact）

事務所・商業施設・工場・病院・
学校・ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

5,340 無償

savic-netEV
（savic-netEV）

事務所・商業施設・工場・病院・
学校・ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

600 無償

savic-netFX
（savic-netFX）

事務所・商業施設・工場・病院・
学校・ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

706 無償

Industrial-DEO
（Industrial-DEO）

工場・プラント向けにボイラー・タービン・ジェネレータなどの原動力設備や、加熱炉・蒸留塔な
どの生産設備のエネルギー効率向上を実現する最適制御と、各種ユーティリティ（電気、ガ
ス、エアー、蒸気、冷温水など）の省エネ制御を提供。Industrial-DEOは、システム監視操作用
HMIと冗長化が可能な制御コントローラで構成された高信頼性の大・中規模向けプロセス制御
システム（DCS）です。製鋼所、製紙工場、化学プラント、食品工場などでのエネマネの豊富な
実績があり、実績に基づいたご提案が可能です。

製鋼所、製紙工場、化学プラン
ト、食品工場

● ● ●

ボイラー、コ
ジェネ、加熱
炉、製造設備

など
高圧

特別高圧

21,000 無償

Harmonas
（Harmonas）

工場・プラント向けにボイラー・タービン・ジェネレータなどの原動力設備や、加熱炉・蒸留塔な
どの生産設備のエネルギー効率向上を実現する最適制御と、各種ユーティリティ（電気、ガ
ス、エアー、蒸気、冷温水など）の省エネ制御を提供。Harmonasは、システム監視操作用HMI
と冗長化が可能な制御コントローラで構成された高信頼性の中・小規模向けプロセス制御シ
ステム（DCS）です。製鋼所、製紙工場、化学プラント、食品工場などでのエネマネの豊富な実
績があり、実績に基づいたご提案が可能です。

製鋼所、製紙工場、化学プラン
ト、食品工場

● ● ●

ボイラー、コ
ジェネ、加熱
炉、製造設備

など
高圧

特別高圧

12,600 無償

eneREyes
（UELC1000）

ビル、工場等の複数拠点から、電力、ガス、温湿度等のエネルギーデータを計測し、クラウド
上のデータセンターにデータを送信し集約して一元管理します。インターネットを介してパソコ
ンやタブレットから、計測データを一覧／グラフ表示することが可能で、いつでもどこでもエネ
ルギーの使用状況を確認することができます。 電力デマンド制御では、デマンド警報値を超
えるとメール通知を行い、さらにデマンド警報に連動した機器制御を行います。複数の省エネ
ルギー制御プログラムを用意し、お客様のニーズに合わせた制御を可能にします。

自治体・独立行政法人・医療法
人・福祉法人等

● ● ● -

低圧
高圧小口

363 無償

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

http://www.ibt
echnos.co.jp/

アズビル株式会社

全国

①見える化：30分単位のエネルギー使用量(電力、ガスなど)、及び予測値
をインターネットでリアルタイムに表示。データ出力機能搭載。

②デマンドレスポンス：電力の受給逼迫時に、当社のクラウドセンターから
EMSの電力デマンド制御を遠隔管理して、お客様建物の電力を抑制。

③診断サービス：エネルギーの消費状況をまとめ、省エネ診断報告書を提
出。 (頻度は、お客様との協議により１回／毎月・四半期・半年・年を柔軟
に対応)

④省エネサービス：省エネ診断を元に、省エネ施策をアドバイス。 (頻度
は、お客様との協議により１回／毎月・四半期・半年・年を柔軟に対応) そ
の他、ESCOサービス、運用省エネサービス、省エネ法など報告書作成支
援など提供可能です。

豊富な省エネアプリケーションや省エネコントローラを用意しており、お客様の建物特性に合
わせた最適なエネルギー管理を実施できる。省エネアプリケーションの追加から、EMSのリ
ニューアル・新設まで幅広い対応が可能。 「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」等
でも多くの実績を有しており、エネルギーの見える化、デマンドレスポンスや省エネ制御をクラ
ウドサービスでも提供している。 EMSの多彩な機能とクラウドサービスにより、快適性・生産性
を維持しながら省エネ・省CO2を実施し、エネルギーコストを確実に削減。

アズビル株式会社 ビルシステムカ
ンパニー
マーケティング本部 環境マーケティ
ング部 エネマネ事業担当
0466-52-7162
9:00～17:40
（土日祝除く）

http://www.azb
il.com/jp/

日本電技株式会社
東テク株式会社
株式会社オーテック
裕幸計装株式会社
千代田計装株式会社
ヤシマ工業株式会社
フィット電装株式会社
株式会社ニシテック
システム計装株式会社
株式会社東洋システム

● 熱源設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

250 無償

アイ・ビー・テクノス株式会社
環境ソリューション企画室
03-4231-2223
9:00～17:30
（土日祝除く）

アイ･ビー･テクノス株式会社

全国

EMSによる見える化とコントロールで、企業各部署参加型の省エネＰＤＣＡ
を促進できる。また、エネルギー使用量のビジュアル化により、タイムリー
な運用対策、節電・省エネ効果把握、成功・優秀事例の水平展開につなが
り、エネルギーコストや電気基本料金の削減と共に環境貢献企業としての
発信が可能。更には、EMSとインターネットクラウドのフレキシブルな連携
で、広域サプライチェーンの継続的な統合エネルギーマネジメントに発展さ
せることができる。 具体的機能を以下に挙げる。
①電力、ガスその他環境関連計測データのグラフ表示
②EMS対応のデマンドコントローラでの電力推移予測演算、電力ピーク
カット制御
③電気、空調設備システム等の監視・制御及びチューニング
④統合データベースへのデータ蓄積・分析
⑤ブラウザ経由で顧客に計測、グラフ表示データを提供
⑥コンパクト且つ拡張性のあるシステム構成機器
⑦スモールスタートでニーズの高い一部拠点から順次、効果を確認しなが
ら導入可能

IB-VISIONシステム
（IB-VISION）

①見える化 30分単位の電力消費量をリアルタイムで表示可能。
②デマンドレスポンス 電力会社、顧客、地域の要求に対し、顧客と事前に同意を得た設備を
遠隔制御。
③省エネチューニングサービス 設備・制御メンテナンスのノウハウを生かし、空調設備動力の
削減等を適時アドバイス。
④省エネアドバイス 半年に1回、エネルギー使用量をデータ化し、省エネアドバイスを対面で
実施。
⑤省エネ・CO2削減診断サービス 診断プロが半年に1回、省エネ・CO2削減診断を実施し、診
断報告書を提出。

小規模事業所～事務所ビル・
工場・病院・商業施設等

● ●
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空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

全国
（沖縄
除く）

商業施設における長年の施行実績によるノウハウをもとに目標エネルギー
達成に向けて適切な省エネアドバイスが提供できます｡電力消費量の可視
化だけではなくすべての制御状態をリアルタイムで閲覧可能。インターネッ
ト環境があれば外出先からでも容易にアクセス可能となっており､日々の
管理が容易に出来ます。
基本サービスである
①エネルギー消費量の可視化
②電力消費量の遠隔抑制
③省エネ診断報告
④省エネアドバイスの他に省エネ法の定期報告書作成支援、フロン排出
抑制法の対応支援などトータルでサポートが可能です｡

AEMS(エームス)
（AEMS-H28FK３）

スーパーマーケット､ショッピングセンターに特化したシステム｡ インターネット網を介し､遠隔で
のデマンド監視、設定変更ならびに制御に対応。 各拠点に配置するEMSコントローラーが自
立的にデマンド及び目標電力量の予測演算を行い､超過することが予想される場合、利用者
にメール等でアラートを送り､エネルギー使用量の抑制を促すと同時にEMSからの制御信号に
より段階的に各機器の制御を行うことが可能。負荷の計測の追加が容易にでき、拡張性に富
んだエネルギー管理システム。 モバイル通信網によるＶＰＮ接続が可能なため､現場の施工
にかかる時間･費用を抑制出来る｡ 空調機･照明機器･冷凍冷蔵機器等、システム対象機器に
ついては、機器メーカーを選ばず､接続･制御が可能となっておりトップランナー機の組み合わ
せが可能です。

スーパーマーケット、ショッピン
グセンター

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
600 無償

株式会社アリガ
EMS事業支援室
03-3365-0404
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.arig
a-grp.co.jp

EMS-＠es（アットイーエス）Store
（DMX-2550）

小規模店舗に特化したシステム。EMSの基本仕様はそのままに、最高のコストパフォーマンス
を実現しました。

店舗、事務所等 ● ● - -
高圧小口

高圧
200 無償

EMS-＠es（アットイーエス）Super
（DMX-2550）

食品スーパーマーケット施設に特化したシステム。（冷蔵冷凍倉庫等の併用可）既設の電磁
弁を利用し、冷ケース、冷蔵庫、冷凍庫を1台ずつコントロールします。庫内の温度状況に応
じ、あらゆる制御を解除する温度管理カットオフ機能を搭載。商品品質を第一に考えた制御方
法としています。さらに、冷設以外の空調、照明の制御など拡張性が高く、店舗全体のストア
コントロールが可能です。

食品スーパーマーケット、冷蔵
冷凍倉庫、食品加工場等

● ● ● ポンプ系
高圧小口

高圧
450 無償

EMS-＠es（アットイーエス）Health
（DMX-2550）

老人ホーム、介護施設に特化したシステム。室内の温度状況に応じ、あらゆる制御を解除す
る温度管理カットオフ機能を搭載。無理な空調制御などによる、施設利用者の健康被害を防
止します。

老人介護施設、福祉施設等 ● ● - ポンプ系
高圧小口

高圧
300 無償

EMS-＠es（アットイーエス）Custom
（DMX-2550）

大規模事業場、工場等に特化したシステム。省エネ専門員による確かな省エネ診断を経て最
適なEMSをカスタマイズします。業種、業態毎に異なる省エネ策を判断するとともに顧客ニー
ズを反映させたEMSを構築します。また、工法も有線、無線、PLCと工費、工期短縮を図る提
案も可能です。

大規模施設、工場、ガス空調
施設等

● ● ●
ポンプ系、熱
源設備、ガス

空調
高圧

特別高圧

800 無償

エネルギー最適化システム「PN-XERO-K8(A4)(改）」
（PN-XERO-K8(A4)(改））

室内に設置する温度センサーの情報を基準とした“温度フィードバック制御”を採用。最適性を
維持したまま デマンドを抑え、ピーク時以外にも温度を基準に使用量の削減を行う。その他ス
ケジュール制御も可能。 1分ごとにデータを蓄積。クラウド型システムでインターネット環境が
あればどこからでもモニタリング可能。 デマンドレスポンス対応。中規模施設向け機種。

商業施設、医療施設、介護施
設、工場、オフィスビルなど

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

430 有償

エネルギー最適化システム「PN-XERO-32AR(改）」
（PN-XERO-32AR(改））

室内に設置する温度センサーの情報を基準とした“温度フィードバック制御”を採用。最適性を
維持したまま デマンドを抑え、ピーク時以外にも温度を基準に使用量の削減を行う。その他ス
ケジュール制御も可能。 1分ごとにデータを蓄積。クラウド型システムでインターネット環境が
あればどこからでもモニタリング可能。 デマンドレスポンス対応。大規模施設向け機種。

商業施設、医療施設、介護施
設、工場、オフィスビルなど

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

520 有償

エネルギー最適化システム「PN-XERO-K32(A8)(改）」
（PN-XERO-K32(A8)(改））

室内に設置する温度センサーの情報を基準とした“温度フィードバック制御”を採用。最適性を
維持したまま デマンドを抑え、ピーク時以外にも温度を基準に使用量の削減を行う。その他ス
ケジュール制御も可能。 1分ごとにデータを蓄積。クラウド型システムでインターネット環境が
あればどこからでもモニタリング可能。 デマンドレスポンス対応。中～大規模施設向け機種。

商業施設、医療施設、介護施
設、工場、オフィスビルなど

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

470 有償

エネルギー最適化システム「PN-XERO-K8(改）」
（PN-XERO-K8(改））

商業施設、医療施設、介護施
設、工場、オフィスビルなど

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

430 有償

エネルギー最適化システム「PN-XERO-8(改）」
（PN-XERO-8(改））

商業施設、医療施設、介護施
設、工場、オフィスビルなど

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

480 有償

エネルギー最適化システム「PN-XERO-K4(改）」
（PN-XERO-K4(改））

室内に設置する温度センサーの情報を基準とした“温度フィードバック制御”を採用。最適性を
維持したまま デマンドを抑え、ピーク時以外にも温度を基準に使用量の削減を行う。その他ス
ケジュール制御も可能。 1分ごとにデータを蓄積。クラウド型システムでインターネット環境が
あればどこからでもモニタリング可能。 デマンドレスポンス対応。小規模施設向け機種。

商業施設、医療施設、介護施
設、工場、オフィスビルなど

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

400 有償

エネルギー最適化システム「PN-XERO(改）」
（PN-XERO(改））

室内に設置する温度センサーの情報を基準とした“温度フィードバック制御”を採用。最適性を
維持したまま デマンドを抑え、ピーク時以外にも温度を基準に使用量の削減を行う。その他ス
ケジュール制御も可能。 1分ごとにデータを蓄積。クラウド型システムでインターネット環境が
あればどこからでもモニタリング可能。 デマンドレスポンス対応。小～中規模施設向け機種。

商業施設、医療施設、介護施
設、工場、オフィスビルなど

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

450 有償

株式会社アリガ

ES株式会社

全国

省エネコンサルタントを有する当コンソーシアムでは、EMS導入による省エ
ネ効果に留まらず、専門員が見出す運用による改善、情報分析、省エネ推
進組織体制へのサポートなど施設の特性を把握し、最適な省エネ環境構
築するワンストップサービスの提供が可能です。

①電力消費量の可視化
・30分単位の電力消費量を、全体及び系統ごとにリアルタイムで表示可
能。

②その他エネルギーの可視化

③電力消費量の遠隔抑制
・地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備を自動制御。
・遠隔拠点から各制御設定、状態確認。

④省エネ診断報告・助言
・定期的に省エネパトロールを実施し、報告書を提出。

⑤省エネアドバイス
・定期的にエネルギー使用量データをグラフ化し、省エネアドバイスを対
面、電話、メール等で実施。

⑥省エネ講習会の開催、省エネ推進組織体制の構築サポート、エネル
ギー管理標準の作成、設備管理台帳の作成、省エネ法対応業務、遠隔監
視

コロキウム・エネルギー管理事業コ
ンソーシアム
コロキウム・エネルギー管理事業部
03-3231-7600
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://col-
ems.net/

株式会社リミックスポイント

室内に設置する温度センサーの情報を基準とした“温度フィードバック制御”を採用。最適性を
維持したまま デマンドを抑え、ピーク時以外にも温度を基準に使用量の削減を行う。その他ス
ケジュール制御も可能。 1分ごとにデータを蓄積。クラウド型システムでインターネット環境が
あればどこからでもモニタリング可能。 デマンドレスポンス対応。中規模施設向け機種。
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

ＥＣＯライナー
（X-272W）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたＥＭＳ対応デマンドコントロール装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそう
な場合は空調等を自動制御する。 これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。
計測入力点数最大32点、制御出力点数最大64点タイプ。

中規模店舗、工場、 事務所、
スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
520 無償

ＥＣＯライナーⅡ
（DMS-S2）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたＥＭＳ対応デマンドコントロール装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそう
な場合は空調等を自動制御する。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御も可能で、エ
ネルギー使用量を抑制する。 これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。 計測
入力点数最大59点、制御出力点数最大12点タイプ。

中規模店舗、工場、 事務所、
スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
425 無償

ＥＣＯライナーⅡ（lite）
（DMS-L2）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたＥＭＳ対応デマンドコントロール装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそう
な場合は空調等を自動制御する。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御も可能で、エ
ネルギー使用量を抑制する。 これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。 計測
入力点数4点、制御出力点数4点の小規模向けタイプ。

中規模店舗、工場、 事務所、
スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
170 無償

全国

ビル等の建物内で使用する電力使用量等を計測蓄積し、導入拠点や遠隔
での「見える化」を図り、 空調・照明設備等の接続機器の制御やデマンド
ピークを抑制・制御する機能等を有するエネルギー 管理システムです。
■ピーク時の電力を抑えてデマンド（kW）を低減
　 ⇒ 基本料金（契約電力）の低減
■電気料金の７割以上を占める使用量（kWh）の低減
 　⇒ 従量料金の低減
導入メリット
（1）地球温暖化防止
（2）エネルギーコストの低減
（3）企業の社会的評価（CSRへの取組）
（4）計測・見える化（現状を知ること）による省エネ手法の明確化

Ad-BEMS
（Lenovo　10AACTO1WW、Lenovo　10AAA14900）
（DELL Optiplex9020、DELL Optiplex3020）

①見える化サービス：30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能です。
②デマンドレスポンス：地域の需給逼迫時に、お客さまと事前同意を得た設備を自動制御でき
ます。
③診断サービス：年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出します。
④省エネサービス：3ヶ月に1回エネルギー使用量データをグラフ化し、省エネアドバイスを実
施します。

ショッピングセンター・スーパー
マーケット・ドラッグストアなど

● ● ●
パルス

温度/湿度

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

350 有償

イオンディライト株式会社
省エネシステム第三営業推進部
043-297-1398
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.aeo
ndelight.co.jp

EIA-Light
（AFPX-C30R、AFP7CPA31E）

・毎日の30分ごと、別々のデマンド目標値を設定可能で24h/365日節電を実現
・上記含め設定値はインターネット経由で遠隔から設定/変更が可能
・電力デマンド値のみならず、温度等他の指標を用いた制御信号発信も可能
・状態監視画面もオプションで追加可能

事務所ビル・小売店舗・工場な
ど

● ● ●
ガス・燃料・水

など
高圧小口

高圧
特別高圧

318 有償

遠隔計測監視制御システム2300
（2300シリーズ）

・常時節電機能：温度監視による「温度制御オプション」、過剰運転を抑制する「運転制御オプ
ション」、外気温度監視による「散水制御オプション」から選択
・「消費電力判定エンジン機能」による使い過ぎ警告により電力の削減が可能

事務所ビル・小売店舗・工場な
ど

● ● ●
ガス・燃料・水

など
高圧小口

高圧
特別高圧

540 有償

EIA-Koume
（WTM-DMD6V）

・規模の小さな事業所に求められる必要最低限の機能で低価格を実現
・毎日の30分ごと、別々のデマンド目標値を設定可能で24h/365日節電を実現
・空調機の間欠運転で常時節電を実現

小規模な事務所ビル・小売店
舗・工場など

● ● ●
電気以外不

可
高圧小口

高圧
特別高圧

142 有償

EIA-EcoServer
（MES3-255*-DM）

・アプリケーションの作成なしでWebブラウザにて計測したデータのグラフ化が可能
・専用設定ソフトウェアによる簡単設定
・シーンに応じた比較画面を新たに追加。分析活動を強力に支援
・原単位グラフで生産性悪化のポイントが容易に把握可能
・各種監視機能による警報出力、メール通報が可能
・設備監視機能
・デマンドのトレンドと建屋、負荷毎のエネルギー使用量を同時に見える化
・改正省エネ法（2014年4月施行）に対応したデータ取得が可能
・空調集中コントローラとの連動により、省エネ空調運転を実現

店舗、事務所、ホテル、学校、
病院、飲食店など

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

472 有償

Emanage-VEG
（WRM2101）

電力消費の計測結果やその他エネルギー使用実績を、原油換算等の統一単位で一覧表示。
モバイル回線による拠点とサーバーの接続で、施工の期間・費用を抑制。計測結果はサー
バーで収集集約。インターネット経由で提供。各拠点の一括管理が楽に。各拠点に設置する
EMS対応デマンドコントローラは、自律的にデマンドの予測演算、警報監視、機器制御を実
施。設定された電力消費量の超過を予測すると警報を表示、設定したパターンによる空調照
明制御を行い、メールで警報を通知。制御パターンは、各制御点をグループ化する事で、コン
パクトな運用が可能

事務所ビル、工場等 ● ● - -
高圧小口

高圧
特別高圧

574 有償

HA-BEMS
（Dmd Assist-200）

・ローカルのBAシステムをベースとしており、使いやすいスケジュール制御、デマンド監視画
面など、ビル制御監視に必要な基本機能を標準装備
・個別空調機器への温度シフト、輪番制御などの省エネ運転が可能
・照明設備の個別制御、グループ制御、スケジュール制御、ユーザー操作により不要照明の
大幅な節電が可能
・ｵﾌﾟｼｮﾝで個々のビルに特化した制御シーケンスの開発も可能
・BACnet、LonWorks、PLC通信ドライバにより、ビル側に設置する機器の自由度が高い

店舗、事務所、ホテル、学校、
病院、飲食店等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

750 有償

株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ

全国

①データの「見える化」
・電気の使用量・デマンド値を始め、計測器を設置可能なデータであれば
あらゆるエネルギーデータについて1分単位で収集、見える化表示する事
が可能。自動計測以外にも画面からの手入力やエクセルファイルでの入
力にも対応しており、数値化する事が可能なものを全て取込み、演算して
表示する事が可能。これにより、延床面積のみならず、あらゆる指標デー
タ（売上/生産量/気温）を基にした原単位分析を画面上で確認する事も可
能

②デマンドレスポンス
・全EMSに遠隔からデマンド目標値や間欠運転の設定変更を行う事が可
能で、自動制御対象機器と組み合わせる事で自動でデマンドレスポンスを
行う事が可能

③診断サービス
・省エネルギー目標の達成に障壁となる箇所を計測データより抽出、省エ
ネルギー診断を適宜行う（最低年１回）
④省エネサービス
・想定した年間省エネルギー目標に対し、対象機器・設備毎に毎月の目標
値を設定し、達成率を判定。達成率の悪い箇所の分析と診断等によって、
年間全体目標達成に向けた改善策を提案。同時に、顧客における省エネ
ルギー活動の実行・検証・更新（PDCAサイクル）の支援も行う

株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ
エネルギー管理支援本部
03-6279-0782
10:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.veg
lia.co.jp/

日比谷総合設備株式会社
シナネン株式会社
株式会社スターメンテナンスサポート

イーシームズ株式会社 全国

主要拠点８カ所に事業所を設置し、全国へ事業提供を行っています。 シス
テムの維持開発については、専用スタッフ３名でリモート管理・サポート体
制を行っています。 デマンド管理は、ＥＭＳの自動制御になりますが、面談
などを通じて目標値の見直し作業を行います。

イーシームズ株式会社
サービスセンター
06-6267-7017
10:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.e-
sems.co.jp/

イオンディライト株式会社
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

人工知能R03
（R03）

１．電力、ガス、重油等の各種エネルギー計測、目読メーターはWEB画面から手入力し原油換
算の上、一覧表示可能。
２．インターネット網を介し、計測データはクラウドサーバーに保管するため、遠隔からのデマ
ンド監視や複数施設の一括管理が可能。
３．各施設に設置するEMSがデマンドの予測演算を行い、建物のデマンドを抑制。デマンド抑
制の対象は小規模から効果の大きなものまで各種対応が可能。
４．通常時の高効率運転のための管理指標の表示や機器効率の表示など建物に合わせた
WEB画面表示。

事務所・ホテル・学校・病院・商
業・工場等

● ● ●
熱源インバー

タなど
高圧小口

高圧
特別高圧

770 無償

eneCURE
（Raspberry Pi B+）

１．電力、ガス、重油等の各種エネルギー計測、目読メーターはWEB画面から手入力し原油換
算の上、一覧表示可能。
２．インターネット網を介し、計測データはクラウドサーバーに保管するため、遠隔からのデマ
ンド監視や複数施設の一括管理が可能。
３．各施設に設置するEMSがデマンドの予測演算を行い、建物のデマンドを抑制。
４．通常時の高効率運転のための管理指標の表示や機器効率の表示など建物に合わせた
WEB画面表示。

事務所・ホテル・学校・病院・商
業・工場等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

350 無償

エヌ・ティ・ティジーピー・エコ株式会社

全国４
９ヵ所
の拠点
を中心
にサー
ビス提

供

エネルギー情報管理サービスとして工場、オフィス、テナントなど各拠点の
エネルギー使用量を一元管理し、 見やすいグラフで表示。タイムリーな
データ推移、動向を共有できます。 システムのご提案、設計から、建築保
守運用の支援までトータルでサポートいたします。

ＢｕｔｉｃｓＥｓⅡ　（ビューティクスＥｓⅡ）
（ＢｕｔｉｃｓＥｓⅡ）

クラウド連携機能を実装し、見える化・デマンドレスポンスなど、省エネルギーに対応した人と
地球にやさしいエネルギー管理システムです。 従来のシステムのように文字だけのステータ
ス表示・履歴表示ではなく、イメージしやすいアイコンを配置し、直感的に操作可能なシステム
を実現しています。

オフィスビル（テナントビル含
む）、工場

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

980 無償

ＮＥＣネッツエスアイ
ファシリティ・エネルギー営業本部
第二営業部
03-6699-7102
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.nes
ic.co.jp/solutio
n/eco/index.ht
ml

エネルギーマネージメントシステム（スタンダード）
（ＤＭＳ－Ｓ２）

見える化システムとリアルタイム制御機能を融合させた補助事業者様に分かり易いシステム
製造業・大型店舗・印刷・食品
製造業

● ● ● -
高圧小口

高圧
450 無償

エネルギーマネージメントシステム（ライト）
（ＤＭＳ－Ｌ２）

見える化システムとリアルタイム制御機能を融合させた小規模補助事業者様に分かり易いシ
ステム

商業施設・事業所・工場等 ● ● ● -
高圧小口

190 無償

デマンド・マネジメント・サービス（スタンダード）
（DMS-S2）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたＥＭＳ対応デマンドコントロール装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそう
な場合は空調等を自動制御する。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御も可能で、エ
ネルギー使用量を抑制する。
これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。
計測入力点数最大59点、制御出力点数最大12点タイプ。

中規模店舗、工場、 事務所、
スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
420 無償

デマンド・マネジメント・サービス（lite）
（DMS-L2）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたＥＭＳ対応デマンドコントロール装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそう
な場合は空調等を自動制御する。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御も可能で、エ
ネルギー使用量を抑制する。
これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。
計測入力点数4点、制御出力点数4点の小規模向けタイプ。

中規模店舗、工場、 事務所、
スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
200 無償

デマンド・マネジメント・サービス（REF）
（DMS-R）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置された装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそうな場合は冷ケース・空調・照明
等を自動制御する。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御も可能で、エネルギー使用
量を抑制する。
これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。
計測入力点数最大155点、制御出力点数最大36点タイプ。

中規模店舗、工場、 事務所、
スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
551 無償

デマンド・マネジメント・サービス（GMS）
（DMS-G）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたが自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそうな場合は空調等を自動制御する。
特にセントラル空調設備の制御に向いている。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御
も可能で、エネルギー使用量を抑制する。
これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。
計測入力点数59点、制御出力点数36点の小規模向けタイプ。

大　中規模店舗、工場、 事務
所、スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
1,700 無償

株式会社エービル 全国

①電力消費量の可視化
30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能 その他計測対象機器
の運転状況・運転効率等を表示可能
②電力消費量の遠隔抑制
地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備を自動制御
③省エネ診断報告・助言
年に1回以上、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出
④省エネアドバイス
年に4～12回、エネルギー使用量データをグラフ化し、削減実績の報告お
よび省エネアドバイスを実施

株式会社エービル
プロジェクト企画本部
03-5579-2575
9:00～18:00
（土日祝除く）

http://www.a-
bl.co.jp/

株式会社NTTファシリティーズ

全国 ビルをまるごと賢く管理 クラウド型BEMSで節電をサポート
FITBEMS
（BACNET-GW）

ビルをまるごと賢く管理 クラウド型BEMSで節電をサポート

大崎電気工業株式会社

全国

①電力消費量の可視化
30分単位の電力消費量をリアルタイムで表示可能。
②電力消費量の抑制
電力需給逼迫時に、顧客と事前に同意した設備を自動制御可能。
任意に設定した複数の事業所の総和電力による「コミュニティ 　デマンドレ
スポンス」機能。
③省エネ診断報告・助言
定期レポート（年、半期、月等）を提出し、省エネアドバイス。
④データは、ブラウザを利用して表、グラフに加工され、ログインする 　こと
により閲覧可能。
サーバ上で管理目標や閾値を設け、超過警報メールも利用可能。
問合せ用フリーダイヤルを用意している。

大崎電気工業株式会社
システム・機器部　営業課　ＥＳＰグ
ループ
03-3443-7176
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.osa
ki.co.jp/

日本カーボンマネジメント株式会社

2,700 有償

株式会社NTTファシリティーズ
スマートビジネス本部
03-5444-5201
9:00～17:30
（土日除く）

http://www.ntt
-f.co.jp/

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

株式会社　エネゲート
関西方

面
主に電力使用削減を安価なシステムで削減効果を出し、お客様のニーズ
にあった対応策と親切な事業を実施致します。

株式会社　エネゲート
営業開発部　ＥＭＳ営業グループ
06-6458-7936
8:30～17:30
（土日祝除く）

http://www.ene
gate.co.jp/

商業施設、自治体、事務所、大
学など

● ● - -
高圧

特別高圧
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空調 照明
冷凍
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

もっとｓａｖｅ
（AG428-GS-EP/R）

最大計測点数200点、子機接続64台まで可能、省配線システムを採用。
工場、事務所ビル、商業施設、
病院、学校

● ● - -
高圧小口

高圧
500 有償

株式会社大阪ガスファシリティーズ
Ｅｍａｎａｇｅ
（WRM2101）

お客様の施設規模に合わせ、フレキシブルにシステムを構築。
『計測管理』１システムあたり最大１６１点のエネルギー計測、無線温湿度センサーによる最大
１０点の温湿度計測が可能。
『自動機器制御』電力計測結果によるデマンド制御、温度計測結果による温度制御、スケ
ジュール制御を自由に組み合わせ、最大８０接点による自動機器制御でエネルギー消費の無
理、ムダを賢く抑制制御。
『ＡＳＰサービス』複数システムの計測結果の閲覧、設定操作をＡＳＰで統合することにより、拠
点ごとのエネルギー統合管理をインターネット経由で実現。

事務所ビル、工場等 ● ● - -

低圧
高圧小口

高圧
571 有償

全国

①見える化サービス 電力消費量をリアルタイム（３０分間隔）で把握可能
②デマンドレスポンスサービス 系統電力の消費量を抑制可能 地域の電
力需要逼迫時の、顧客との事前同意に基づく設備の電力を自動抑制
③診断サービス 省エネ診断報告書を年１回以上提供し、省エネアドバイス
や設備更新に関する提案を実施
④省エネサービス 省エネを確実にするため使用量をグラフ化したデーター
を提供し省エネアドバイスを実施
⑤サービス契約が終了後（通信遮断後）、フィーが発生した場合は有償と
なります。

ＳＴＯＲＥ　ＮＡＶＩ　Ⅱ
（ＢＡ－５４０）

冷凍冷蔵設備監視制御システムや空調監視制御システム、照明監視制御システム、電力監
視制御システム、状態監視制御システムなど、目的に応じて柔軟に対応が可能 バッテリーレ
ス無線技術により、電池交換や排気の手間が不要

食品小売業店舗 ● ● ● -
高圧小口

高圧
4,000 有償

株式会社岡村製作所
冷熱機器部
03-3259-6008
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.oka
mura.co.jp/

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所、商業施設、工場、ホテ
ル他

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

5,135 無償

ｓａｖｉｃ－ｎｅｔFXｍｉｎｉ
（ｓａｖｉｃ－ｎｅｔFXｍｉｎｉ）

事務所、商業施設、工場、ホテ
ル他

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

4,111 無償

ｓａｖｉｃ－ｎｅｔFX2ｃｏｍｐａｃｔ
（ｓａｖｉｃ－ｎｅｔFX2ｃｏｍｐａｃｔ）

事務所、商業施設、工場、ホテ
ル他

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

4,725 無償

ｓａｖｉｃ－ｎｅｔEV
（ｓａｖｉｃ－ｎｅｔEV）

事務所、商業施設、工場、ホテ
ル他

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

330 無償

ｓａｖｉｃ－ｎｅｔFX
（ｓａｖｉｃ－ｎｅｔFX）

事務所、商業施設、工場、ホテ
ル他

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

260 無償

エアネットｉｉＴＭモデル
（エアネットｉｉＴＭモデル）

小規模～中規模向けのＥＭＳシステムです。（～１万㎡程度） 見やすい画面より空調や照明
の制御やエネルギー管理が可能であり、 対象機器の個別計測、表示が可能。30分単位での
積算電力量の閲覧が可能。

事務所、商業施設、工場、ホテ
ル他

● ● - -

低圧
高圧小口

高圧
432 無償

エアネットｉＤ－ＢＩＰＳモデル
（エアネットｉＤ－ＢＩＰＳモデル）

中規模～大規模向けのＥＭＳシステムです。（～３万㎡程度） 見やすい画面より空調や照明
の制御やエネルギー管理が可能であり、 対象機器の個別計測、表示が可能。30分単位での
積算電力量の閲覧が可能。

事務所、商業施設、工場、ホテ
ル他

● ● - -
高圧小口

高圧
特別高圧

793 無償

オリックス・ファシリティーズ株式会社 全国
事業所全体のエネルギーを一括管理し、対象機器の個別計測、表示が可
能。30分単位での積算電力量の閲覧が随時可能。空調機に加えて、照明
や熱源機器との連動制御も可能です。

EMSの多彩な機能とクラウドサービスにより、快適性・生産性を維持しながら省エネ・省CO2を
実施し、エネルギーコストを確実に削減。対象機器の個別計測、表示が可能。30分単位での
積算電力量の閲覧が可能。

オリックス・ファシリティーズ株式会
社
東日本ＣＭ部ＣＭ営業課
03-6324-4020
9:00～17:30
（土日除く）

http://www.ori
x-f.co.jp

株式会社ＯＧＣＴＳ

全国
比較的安価に計測、デマンド予測、個別空調・照明の制御、スケジュール
運転、デマンド制御を実現。省配線技術を使い、計測点の追加、変更が比
較的容易で、空調メーカにマルチに対応した個別空調制御を保有。

株式会社ＯＧＣＴＳ
開発営業部
06-6205-3504
9:00～17:40
（土日祝除く）

http://www.ogc
ts.co.jp/

株式会社岡村製作所
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

エネウィズ［もっと１］
（FA-M3）

店舗・事務所等、ホテル、病
院、商業施設

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
235 有償

エネウィズ［もっと２］
（DMS-S2）

店舗・事務所等、ホテル、病
院、商業施設

● ● ● 熱源装置
高圧小口

高圧
425 無償

エネウィズ［もっと３］
（Energy　GATE　BEMS）

店舗・事務所等、ホテル、病
院、商業施設

● ● ● 熱源装置
高圧

特別高圧

2,920 無償

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所　商業施設　工場　学校
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

6,000 無償

savic-netFX2compact
（savic-netFX2compact）

事務所　商業施設　工場　学校
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

5,500 無償

savic-netFXmini
（savic-netFXmini）

事務所　商業施設　工場　学校
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
4,800 無償

savic-netFX
（savic-netFX）

事務所　商業施設　工場　学校
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

370 無償

savic-netEV
（savic-netEV）

事務所　商業施設　工場　学校
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

470 無償

ＳｍａｒｔＳｅｅｅｃｏ
（SS-DECO）

主装置は、信頼性、安定性の高いシステム構成となっており、コンパクトで拡張性も高い。
商業施設、工場、オフィスビル
など

● ● ● 熱源設備など

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

200 有償

ｅｃｏｍａｍｅ-Ｓｔｄ
（ES-01）

デバイスを選ばない、スタイル抜群のシステム。リモート制御は最短１分で実現。小規模施設
に適したシステム。

商業施設、工場、オフィスビル
など

● ● ● 熱源設備など

低圧
高圧小口

高圧
200 有償

ｅｃｏｍａｍｅ-Ｐｒｏ
（EP-01）

デバイスを選ばない、スタイル抜群のシステム。リモート制御は最短１分で実現。中～大規模
施設に適したシステム。

商業施設、工場、オフィスビル
など

● ● ● 熱源設備など
高圧小口

高圧
特別高圧

500 有償

全国

【見える化】
インターネットを通しブラウザにより店舗のエネルギー消費量をリアルタイ
ムに確認可能
【デマンドレスポンス】
需給逼迫情報受信時、顧客と事前に同意を得た設備を自動制御
【診断サービス】
定期的に省エネ診断を実施し、報告書を提出
【省エネサービス】
エネルギー使用量を前年実績と比較し、定期的に省エネアドバイスを実施

多店舗・チェーン店向けエネマネ
・屋内環境最適制御や電力デマンド制御により、店舗・事業所の省エネに貢献。
・ソーラー発電システムや蓄電システムによる監視・制御を合わせたトータルエネルギー管理
も可能としたシステム。

スーパーマーケット、コンビニエ
ンスストア、その他小売店舗、
事業所、倉庫など

● ● ●
ソーラー発電

システム
蓄電システム

低圧
高圧小口

高圧
200～1,000 無償

京セラ株式会社
お客様相談窓口
0120-71-9006
0:00～0:00
（24時間修理受付）

http://www.kyo
cera.co.jp/solar
/pvh/customer
/

株式会社九電工

関東
関西
中国
九州
沖縄

オフィスビル、商業施設、工場、病院など、あらゆる建物に対応しており、
お客様の建物規模・用途に応じた適切なＥＭＳの提供が可能。 また、エネ
ルギーの見える化、デマンドレスポンス、省エネ制御をクラウドシステム経
由で遠隔から管理可能。 さらに、これまで総合設備業として培ってきたノウ
ハウで最適なエネルギー支援サービスを提供。

あらゆる建物の節電、省エネ省CO2を実現。ライスサイクルコストを低減するとともに、地球環
境保全に貢献するBAシステムです。

株式会社九電工
エネルギーソリューション部カスタ
マー提案G BEMSチーム
092-523-6383
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.kyu
denko.co.jp/

株式会社関電エネルギーソリューション 全国

①見える化
30分単位の電力消費量を表示可能
②デマンドレスポンス 地域の需給逼迫時に対象機器の自動制御が可能
③診断サービス 診断等による報告・提案の実施
④省エネサービス エネルギー使用状況を踏まえ、省エネアドバイスを実施

お客さま毎のエネルギー監視・分析に必要なシステムを、最適かつ柔軟に構築できます。 デ
マンドと連動した自動制御機能およびポータル画面からの遠隔制御機能によりニーズに応じ
た制御が可能となります。

株式会社関電エネルギーソリュー
ション
営業企画部
050-7105-0141
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.ken
es.jp/

株式会社京セラソーラーコーポレーション

協栄産業株式会社

全国

インターネット網またはモバイル通信網を経由した監視及び省エネ制御が
可能なシステム。エネルギー消費量や温度など環境の監視により、デマン
ドの予測計算を実行し空調設備や照明設備などの制御が可能。事業所内
の制御線は、ＰＬＣ通信方式（電力線搬送）により、工事費用が安価に済
み、利用者の費用対効果を最大化するシステム。コンパクトなシステム構
成で、事業所の規模に応じて柔軟に拡張が可能。

協栄産業株式会社
環境ソリューション営業部
03-3481-2920
8:45～17:30
（土日祝除く）

https://www.ky
oei.co.jp

北海道電気相互株式会社
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空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

ＫＤ Energy Saving Open system
（ＥＯＣＳ-Ａ1）

管理点規模によっての価格例 ＥＯＣＳ-Ａ1は、大規模設備対応機種　管理点700点にて797.1
万円

大規模ビル・工場・施設など ● ● ● 熱源設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

1,200 有償

ＫＤ Energy Saving Open system　Ｓｍａｒｔ
（ＥＯＣＳ-Ａ2）

管理点規模によっての価格例 ＥＯＣＳ-Ａ2は、小規模設備対応機種　管理点50点にて127.3万
円

商業店舗・小規模工場 ● ● ● -

低圧
高圧小口

500 有償

Cooleye system
（STiNC-600X）

ホテル、福祉施設、スーパー ● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
530 有償

株式会社翠光トップライン
Cooleye system(Light)
（STiNC-600X）

ホテル、福祉施設 ● ● - -

低圧
高圧小口

高圧
120 有償

全国

電力、ガス、重油、水道の計測が可能。 その他エネルギーも実績をデータ
入力し、原油換算のうえ一覧表示が可能。 多くの導入実績からフィード
バックされた省エネ技術・ノウハウをオールインワンでシステム化。 細やか
な計測とメンテナンスで、申請の省エネルギー量もしっかり監視。 多様な
制御機能を駆使し、電力会社のデマンドレスポンスにも対応可能。 Webに
よる分かりやすいグラフ表示で省エネ意識を高め、運用改善にもつなが
り、投資対効果が高く確実な 省エネ効果をお約束します。

Energy-Eyes　TYPE-D
（TYPE-D）

見やすい画面で電気の系統ごとに使用状況がわかる！ 細やかな計測と多彩な制御で環境を
考慮し、無理・ムダのない省エネルギー効果を発揮します。 メンテナンスも運用改善もしっか
りサポート！！

スーパーマーケット、オフィスビ
ル、工場、病院等

● ● ● 熱源機器など
高圧小口

高圧
特別高圧

500 有償

株式会社洸陽電機
ソリューション本部
078-851-8809
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.koy
oelec.com/busi
ness_es/es02/

全国

・受電電力量計、その他電力量計、ガス、油量計の計量データ、および燃
料油購入量などの手入力データを統括して管理が可能。
・計測データは、
１）補助対象設備導入先
２）センターシステムの双方でリアルタイムモニタリング可能。
 ・自律コントローラにより電力デマンドを予測演算し、超過が予測される場
合には警報発報、制御を実行。電力デマンド 目標値は1時限毎に設定可
能。
・温度などの計測因子により、熱源機器などを最適省エネ制御。
・動力機器などに対してスケジュール、または手動操作にてセーブ運転（イ
ンバータなどでの容量調整）を実行して省エネに貢献。
・デマンドレスポンスに対応し、電力需給逼迫時に通報と共に、お客様と事
前に合意した設備を抑制制御。
・センターシステムとはインターネットを利用したVPNで接続し、情報セキュ
リティを確保。

S-BEWMS Mini
（EMN-ECO2-DCPAC）

エネルギー管理と制御に注力し、コンパクト、スマートでコストパフォーマンスの高いシステム 工場、宿泊施設、病院など ● - - 熱源設備
高圧小口

高圧
300 無償

三機工業株式会社
エネルギーソリューションセンター
03-6367-7140
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.san
ki.co.jp

株式会社グローバルエンジニアリン
グ
技術部
092-692-7547
9:00～18:00
（土日祝除く）

https://www.g-
eng.co.jp/

協立電機株式会社

静岡
県・中
部地
方・関
東地方

オープン型計装システムを基本として客先のニーズに合わせたシステムと
します。ラインナップとしては、大規模ビル空調・照明や工場の集中監視装
置をＥＯＣＳ-Ａ1として、商業施設（エアコン・照明）の集中監視装置（Ｓｍａｒ
ｔタイプ）をＥＯＣＳ-Ａ2として提供いたします。

協立電機株式会社
静岡本部エネルギーマネージメント
プロジェクト
054-288-8889
8:30～17:20
（土日祝除く）

http://www.kd
wan.co.jp/

株式会社洸陽電機

三機工業株式会社

株式会社グローバルエンジニアリング

全国

電力量、ガス・水道等パルス量、温度、湿度、状態、警報 等、様々なセン
サを計測・記録。電力量のうち1点について、デマンド監視警報機能を設定
が可能。10分間隔で、2年分のデータを保存。記録したデータファイルを、
USBメモリ等で保存が可能。デマンド警報発生時には、時刻、予測値を履
歴として記録。デマンド警報のレベル1(危険レベル)と2(緊急レベル)を、時
間帯別に設定可能。“警報レベルを超過する”と予測した場合は、Web画面
にアラームを表示。メールでの通知やネットワーク表示灯の利用も可能。
Webブラウザからアクセスできるため、専用のソフトウェアは不要。常時
ネットワーク接続環境があれば、どこからでも管理が可能｡(同時アクセス
数：最大10アクセス)

①見える化
・30分単位の電力消費量を、リアルタイムで管理、表示
②デマンドレスポンス
・地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備で需要抑制
③診断サービス
・省エネ診断、発電機運用アドバイス実施
④省エネサービス
・適正エネルギー使用の運営診断実施
・機器メンテナンスの実施等の正常な運営化
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空調 照明
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

savic-netFX
（savic-netFX）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

260 無償

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

5,200 無償

savic-netFX2compact
（savic-netFX2compact）

中・大規模施設向け（管理点数２００～２０００点）
事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

4,800 無償

savic-netFXmini
（savic-netFXmini）

中規模施設向け（管理点数５００点以下）
事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

4,200 無償

savic-netEV
（savic-netEV）

中・大規模施設向け（管理点数５００～３万点）
事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

330 無償

Harmonas
（Harmonas）

工場、プラント ● ● ● -
高圧

特別高圧

12,600 無償

METASYS(メタシス) システム拡張アーキテクチャー
（MSEA）

工場・店舗・事務所・ホテル・学
校・病院・飲食店等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

10,268 無償

METASYS(メタシス) マイクロステーション
（ＭＳ）

中規模施設向け（管理点数１０００点以下） ・最大管理点数１０００点までの管理ニーズに柔軟
に応えながら、快適な施設環境を高度な集中管理機能で監視・操作

工場・店舗・事務所・ホテル・学
校・病院・飲食店等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

6,800 無償

METASYS(メタシス) インテリジェントターミナルアドバンス
（ＭＩＴ-Ａ）

小規模施設向け（管理点数５００点以下） ・タブレットをユーザーインターフェイスに採用 ・拡張
性の高いオープンなシステム ・クラウドサービス連携による省エネサポート

工場・店舗・事務所・ホテル・学
校・病院・飲食店等

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

860 無償

Ｏ－ＥｎＯｐ（Omron Energy Optimiser）
（FutureNet MA-E320/D-16）

・多様なエネルギーの計測機能 ・拠点追加や信号追加にフレキシブルに対応 ・自動制御によ
るエネルギー削減

工場 ● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

600 無償

シミズ・スマートＢＥＭＳ　ＢＥＣＳＳ
（ＢＥＣＳＳ）

建物を熟知した当社が独自開発したＥＭＳです。およそ3万㎡以上の大規模ビルやコンピュー
ターセンターなど、高い信頼性が要求される施設への導入実績も多数あり、安心してご利用い
ただけます。

大規模事務所ビル、工場、商
業施設　等

● ● ● 熱源設備
高圧

特別高圧

6,500 有償

シミズ・スマートＢＥＭＳ　ＥＳＭＡＲＴ－ＨＸ
（ＥＳＭＡＲＴ－ＨＸ）

建物を熟知した当社が独自開発したＥＭＳです。およそ1万㎡以上の大中規模ビルで要求され
る機能や信頼性を備えており、導入実績も多数ありますので、安心してご利用いただけます。

大中規模事務所ビル、工場、
商業施設　等

● ● ● 熱源設備
高圧

特別高圧

3,100 有償

シミズ・スマートＢＥＭＳ　ＥＳＭＡＲＴ－ＬＸ
（ＥＳＭＡＲＴ－ＬＸ）

建物を熟知した当社が独自開発したＥＭＳです。およそ1万㎡以下の中小規模ビルで要求され
る機能や信頼性を備えており、導入実績も多数ありますので、安心してご利用いただけます。

中小規模事務所ビル、工場、
商業施設　等

● ● ● 熱源設備
高圧小口

高圧
960 有償

ＥＭＮＥＸＴ　Ｅｃｏｋｉｔ
（ＥＭＮ－ＥＣ０２－ＦＬ）

安価で拡張性にとんだ節電・省エネシステムで、様々な用途に合わせてカスタマイズ可能で
す。

中小規模事務所ビル、工場、
商業施設　等

● ● ● -
高圧小口

高圧
380 有償

株式会社シーエナジー 全国

シーエナジーは、中部電力グループの「総合エネルギーサービス企業」とし
て、CO2削減・省エネルギー・省コスト等のお客さまニーズに対し、多様な
サービスメニューをご用意しております。エネルギー管理サービス、高効率
機器の導入、設備の運用改善、再生可能エネルギーの導入、ＬＮＧの販
売、補助金制度の活用等、お客さまのニーズを的確に実現し、お客さまの
環境経営課題を解決します。
「エネルギー管理サービス」では、案件ごとに最適なメーカーと協調し、安
価で効果的なシステムを構築し、「省エネ設備導入」・「エネルギー供給
サービス」などと合わせてご提案させていただきます。

中・大規模施設向け（管理点数２００～１５万点）

株式会社シーエナジー
営業部　エネマネ担当
052-238-0657
9:00～17:40
（土日祝除く）

http://www.cen
ergy.co.jp/

大規模施設向け（管理点数１０００点以上）

清水建設株式会社

全国に
16事業
所を展

開

・30分単位の電力デマンド見える化のほか、デマンドレスポンス、診断サー
ビス、省エネアドバイスを提供する。
・ピークカット10～15％、省エネ5～10％を目標とし、事業者と協議のうえ30
分単位のデマンド制御、スケジュール制御等の設定を決定、変更する。
・顧客は、エネルギーコスト削減を原資としてＥＭＳ初期投資回収を行う。
また、事業者の初期投資負担を軽減するために、リーススキームも用意し
ている。
・エネマネ事業単独でも収益性のあるビジネスモデルとし、サービスの継
続性を実現する。

清水建設株式会社
ecoBCP事業推進室
03-3561-2233
8:30～17:10
（土日祝除く）

http://www.shi
mz.co.jp/theme
/ecobcp/mana
gement.html

8 / 22 ページ



空調 照明
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

METASYS® (メタシス) システム拡張アーキテクチャー
（MSEA）

Metasys® システム拡張アーキテクチャーは、BAシステムの概念を一新するWebベースのビ
ル管理・中央監視システムです。このMetasys® の導入によって、既存のビルネットワークを
使った複数の制御システムとの通信が可能となり、また、各制御システムの情報を企業の業
務システムとシームレスに統合することができます。

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等・飲食
店等

● ● - -
高圧

特別高圧

10,268 無償

METASYS® (メタシス) マイクロステーション
（MS）

Metasys®マイクロステーションは、最大管理点数1,000点までの中規模建物向けビル管理・中
央監視システムです。Webベースのビルディングオートメーションシステム Metasys® の最先
端の情報化技術を継承し、あらゆる管理ニーズに柔軟に応えながら、快適な施設環境を高度
な集中管理機能で監視・操作します。また外部PCから管理状況を確認でき、スムーズなビル
管理が可能となります。

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等・飲食
店等

● ● - -
高圧小口

高圧
特別高圧

6,773 無償

METASYS® (メタシス) インテリジェントターミナルアドバンス
（MIT-A）

Metasys®インテリジェント ターミナル アドバンスは、最大管理点数500点、延床面積2,000～
5,000㎡程度の小規模施設において、空調、照明、動力、検針などの統合管理が可能な省ス
ペースのオペレーション・ターミナルです。Android™搭載タブレットを採用することによって、シ
ンプルで使いやすいタッチパネルの操作性に加え、建物内で持ち運びが可能なモビリティを実
現しました。

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等・飲食
店等

● ● - -
高圧小口

高圧
859 無償

SEMSツール
（SEMSツール）

小規模から中規模施設まで、施設用途や規模に応じたシステムを提供。電力量等の自動計
測に加え直読メーターについては画面上での手入力も可能。これらのデータは、クラウドサー
バである「SEMSセンター」にアクセスすることで、パソコンだけでなくスマートフォン等の端末で
も手軽に閲覧が可能。アクセス権の設定により、テナントビルではテナントへのエネルギー情
報開示や空調延長申請システムなどテナントサービスとしても利用可能。サーバに蓄積され
たデータは10年間保存される為、将来発生する改修工事等で有効活用が可能。

工場、プラント、事務所、病院、
学校、ホテル、研究施設等

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

800 有償

sc-brain + SEMSツール A
（sc-brain + SEMSツール A）

工場、プラント、事務所、病院、
学校、ホテル、研究施設等

● ● ● 熱源設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

2,650 有償

sc-brain + SEMSツール B
（sc-brain + SEMSツール B）

工場、プラント、事務所、病院、
学校、ホテル、研究施設等

● ● ● 熱源設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

2,600 有償

SDバウエナジー株式会社
株式会社スマートエナジーサービス

中規模から大規模施設まで施設用途や規模に応じたシステムを提供。電力などのエネル
ギー使用量をはじめとし、中央監視装置で取込んでいるデータは遠隔にて閲覧可能。メーター
からの自動計測に加え直読メーターについては画面上での手入力も可能。これらのデータ
は、クラウドサーバである「SEMSセンター」にアクセスすることで、パソコンだけでなくスマート
フォント等の端末でも手軽に閲覧可能。アクセス権の設定により、テナントビルではテナントへ
のエネルギー情報開示や空調延長申請システム等テナントサービスとしても利用可能。

アンカードBEMS
（POL635）

フレキシブルな制御機能、豊富な通信オプション、Webモニタリング

ジョンソンコントロールズ株式会社 全国

世界標準のオープンプロトコル『BACnet』を採用し、各種インターフェース
により、「空調」、「照明」、「防犯」、「防災」などのシステムを統合できるフレ
キシブルなシステムを提供します。工場、大型複合ビルから小規模ビルま
で対応します。 トレンドデータのグラフ化で省エネ提案をサポートし、御客
様のニーズに合わせた日月報のカスタマイズにより、管理報告業務をサ
ポートします。又、インターネット網を利用した遠隔からの監視制御に対応
可能です。

ジョンソンコントロールズ株式会社
ジョンソンコントロールズ コールセ
ンター
0120-506-255
8:45～17:30
（土日祝除く）

http://www.joh
nsoncontrols.co
.jp/be

新菱冷熱工業株式会社 全国

①エネルギー消費量の見える化 インターネットを介してパソコンやスマート
フォン等でエネルギー消費量を手軽に閲覧可能 サイネージによるエネル
ギーの見せる化で、施設利用者への啓発を行う事も可能 グラフ表示だけ
でなく、データ表示やcsv形式でのデータダウンロードも可能
②電力消費量の遠隔抑制 電力量のデマンド予測値が目標値を上回る場
合、警報メールを送信すると共にあらかじめ同意を得た設備があれば制御
を行う。エコパネル(サイネージ)が導入されていればエコパネル画面上に
デマンド警報発令中であることを表示し、施設利用者へ省エネを促す
③省エネ診断報告 サーバに蓄積された各種エネルギーデータや運転デー
タを基に、定期的にエネルギー診断を実施し診断報告書を提出(回数は契
約内容による)。
④省エネアドバイス、計画立案 EMSデータを基にしたエネルギー診断によ
り、省エネ提案、チューニング、運用改善提案を行い、その結果の検証、更
なる改善提案というPDCAサイクルによる継続的なエネルギーマネジメント
サービスを定期的に提供。(回数は契約内容による)

新菱冷熱工業株式会社
計装エンジニアリング事業部
03-3357-2151
8:30～17:30
（土日祝除く）

http://www.shi
nryo.com

332 有償

株式会社スマートエナジー
エネルギーソリューション部
03-6262-1472
9:15～18:15
（土日祝除く）

https://www.s
mart-
energy.jp/

商業施設 ● - - -
高圧

株式会社スマートエナジー

全国
30分単位のエネルギー使用量及び予測値をインターネットでリアルタイム
に表示可能。
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

全国

①見える化 大型モニターに現状の状態、省エネ効果を視覚的に表すこと
が可能
②デマンドレスポンス デマンド制御機能は標準装備しており、お客様の運
営に合わせて設定可能
③診断サービス 保守サービスとしてエネルギーの使用状況についてグラ
フ等を用いて説明可能
④省エネサービス お客様施設の空調、給湯の負荷に合わせて、最低限の
熱源を稼働させる制御を行います。
⑤その他 突出したエネルギー利用があった場合、自動的にお知らせする
機能も有しています

ZEOS/ゼオス（ゼネラル熱源監視システム）
（ＡＬＰ-1）

再生可能エネルギー等を利用し、空調・給湯をヒートポンプシステムして夜間空調蓄熱、夜間
給湯蓄熱を極力行い、ZEOS（ゼネラル熱源監視システム）をもって最適制御・最適監視を行
います。 給湯・空調の蓄熱をして熱源機器（ポンプ等）のデマンド制御をし、かつ安価な夜間
料金で蓄熱することで、ランニングコストを抑えます。 制御と監視（計測）は、同一システムを
使用する為、安価な制御監視システムが可能です。 制御監視システムは規模に合わせて対
応可能です。 インターネットを利用して遠隔で制御監視が可能です。

宿泊施設、旅館、温浴施設、老
人ホーム、観光ホテル、事務所
ビル

● - - 給湯
高圧

特別高圧

500 無償

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社
再生可能エネルギー研究所
052-624-6368
9:00～18:00
（土日祝除く）

http://www.zen
eral.co.jp/

エアネットｉ（ｉＴＭモデル）
（DCM６０１A1）

小規模～中規模向けのＥＭＳシステムです。（～１万㎡程度） 見やすい画面より空調や照明
の制御やエネルギー管理が可能であり、 各種センサーや鍵管理システムとの連動もできるの
で多彩な省エネ制御を実現できます。 また、ダイキン製空調機器と接続すれば、配線コストも
抑えて安価に高度なシステムを導入することができます。

事務所ビル、学校、病院、老
健、商業施設など

● ● - -

低圧
高圧小口

高圧
432 無償

ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション新潟株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション東北株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション北海道株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション東海株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション近畿株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション北陸株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション中四国株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション九州株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション沖縄株式会社
ダイキンエアテクノ株式会社
株式会社ダイキンアプライドシステムズ

エアネットｉ（Ｄ－ＢＩＰＳモデル）
（DAM603B1）

中規模～大規模向けのＥＭＳシステムです。（～３万㎡程度） 見やすい画面より空調や照明
の制御やエネルギー管理が可能であり、 各種センサーや鍵管理システムとの連動もできるの
で多彩な省エネ制御を実現できます。 また、ダイキン製空調機器と接続すれば、配線コストも
抑えて安価に高度なシステムを導入することができます。

事務所ビル、学校、病院、商業
施設など

● ● - -
高圧小口

高圧
特別高圧

793 無償

全国

①見える化
　10分単位の電力使用量をリアルタイムで表示。
　当社のGODA･GDoc解析・分析ソフトにてエネルギーデータの見える化を
提供
②デマンドレスポンス
　地域の電力需給逼迫時は、協議の上、顧客と事前に同意を得た設備を
自動制御に反映
③診断サービス
　6ヶ月に1回省エネ診断を実施し、診断報告書を提出。
④省エネサービス
　月次エネルギー使用量データの提供、定期的に省エネ推進会議の開
催。

GODA・GDocを用いたTDMシステム
（-）

お客様は、クラウド上より『見える化』された、「消費エネルギー・運転支援・設備運用の最適
化」などの情報を得ることが可能です。それらの情報は、当社独自の「ＧＯＤＡ･Ｇdocを用いた
TDMシステム」により提供されます。
①TDMシステム
　10分単位の電力消費量をリアルタイムで表示。
　デマンド目標値に応じて、段階的な稼動機器の値を設定変更を行い、節電抑制を実施。
　デマンドレスポンス信号による機器の発停を行い、省エネ運用を実施。
　※これらの制御機能はサーバとの通信が途絶えても有効。
②GODA
　クラウドでエネルギーグラフ(電力量・温度・熱量・設定値など)を見ることが可能。
　お客様にて、クラウド上に蓄積されたデータを活用し、グラフの作成、エネルギーデータ解析
が可能。
　専門家にて作成された月次レポートの提出や省エネ推進会議の開催を受けることが可能。
③GDoc
　機器の総合性能評価(異常や劣化の診断を含む)やエネルギー消費量の評価した情報を提
供。
　人工知能による設定変更、各種演算結果による最適運用制御などの省エネ運用が可能。

病院・工場など ● ● ● 熱源設備

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

682 無償

高砂熱学工業株式会社
エンジニアリング事業本部　環境ソ
リューション統括部
03-6369-8240
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.tte
-
net.co.jp/index.
html

TESS WebView
（ＰＦＡ－Ｃ１３Ｃ７１７Ｖ(Ｌ６））

電力、重油、ガスなどのエネルギー消費量に加え、設備の運転状況や圧力、流量、温度、状
態信号等を計測可能。空調、照明、熱源などの各種システムを監視・制御可能。お客様のご
要望・導入規模に応じた柔軟性を持ったシステム構築が可能。

工場・倉庫・大規模商業施設 ● ● ●
自家発電設

備、熱源設備 高圧
特別高圧

1,030 有償

DIASYS Netmation
（ＣＰＣＰＵ31 他）

電力、ガスに加え圧力、流量、温度、状態信号等を計測可能。また、様々な通信プロトコルに
対応しており、空調、照明、熱源などのシステムとの取合が可能。適用規模に合わせてシステ
ムを柔軟に構築することができるDIAYS Netmationを導入することで、電気・ガス等のエネル
ギー使用量を見える化するとともに、生産情報などと紐づけることにより、リアルタイムでの原
単位を把握することができる。

工場、オフィスビル等 ● ● ●
自家発電設

備、熱源設備 高圧
特別高圧

500 有償

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ

高砂熱学工業株式会社

テス・エンジニアリング株式会社 全国

当社は日本でも数少ない省エネ対策、環境対策、コストダウン対策専門の
エンジニアリング会社として、お客様の施設や工場の各種システムをご提
案いたします。累積670件以上の遠隔監視サービス、270件以上の各種省
エネ関連補助金の助勢実績の経験を基に、お客様毎に最適なエネルギー
管理支援サービスをご提供いたします。 また、当社では特にファイナンス
面を重要視しており、お客様の財務状況に最も適した導入方法をご提示い
たします。

テス・エンジニアリング株式会社
24時間監視センター
06-6308-2073
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.tes
s-eng.co.jp/

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社

ダイキン工業株式会社

全国

◆空調メーカーならではの多彩なコントロールで室内環境を維持したデマ
ンド制御を行えます。

◆電力やガスの見える化はもちろん、空調室内機ごとの設定温度や運転
時間なども分析表示 できます。

◆空調内部に蓄積する運転データを活用するので別途センサーなどの取
り付け不要。 高機能なＥＭＳが省施工・安価で実現します。

◆空調に加えて、照明や給湯、熱源機器との連動制御も可能です。

◆鍵管理設備との連動やスケジュール制御により消し忘れも防げます。

ダイキン工業株式会社
空調営業本部　テクニカルエンジニ
アリング部
06-6378-8756
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.dai
kin.co.jp/fcs/pr
oduct_12.html

有償

株式会社電巧社
営業本部　ソリューション営業部
省エネ推進課
03-3453-2211
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.de-
denkosha.co.jp/

● ● ●
インバーター
による動力制

御

高圧小口
高圧

300

株式会社電巧社

全国

デマンド制御、スケジュール制御、温度制御によって自動で省エネ運転を
行う。見える化によって省エネ活動を推進し、電力のピーク逼迫時にはメー
ルで通知される。クラウドシステムは既存のインターネット環境も使用可
能。現地、遠隔共に監視及び制御の設定をする事が可能。空調、照明の
制御のほか、ポンプ等のインバーターを介した制御も可能。

ecoCloud（エコクラウド）
（EZMSE-02-シリーズ）

汎用性・拡張性が高く、最小構成から各種センサーとの連携等まで同一機器で対応が可能。
また、制御・計測の点数に応じた主装置が用意されており、安価に導入することが出来る。

製造工場、ビル、スーパーマー
ケット、宿泊業等
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

楽省！BEMS
（RAK-MCU）

主に業務用中小規模施設向け省エネ・節電支援システムです。 EHP、照明、換気などの電気
設備とGHP、ボイラ、ナチュラルチラーなどのガス設備をオールインワンで管理いたします。
データをもとに分析を行い、確実に省エネにつなげて行きます。

中小規模事務所、店舗、商業
施設、病院、老人ホーム等

● ● ● 換気、CGS
高圧小口

高圧
500 有償

ENESINFO（エネシンフォ）
（CZ-01AP50B）

事業所内の空調機器の稼働状況を見える化し、電力デマンドに応じてEHPとGHPを最適に制
御することが可能です。省エネ性とともに省コストにも優れた最適エネルギー管理を実現しま
す。

小規模事務所、店舗、商業施
設、病院、老人ホーム等

● ● - 換気
高圧小口

高圧
250 有償

楽省!BEMS
（RAK-MCU）

EHP、照明、換気、空調機等の多彩な電気利用機器に加え、GHP等のガスを熱源とする機器
の省エネ制御が可能。最新のGHP(XAIR)に対して、独自制御ロジックを用い大幅な省エネ効
果を実現。タブレットで、エネルギー使用状況、今後の使用予報をタイムリーに表示。

中小規模事務所、店舗、商業
施設、病院、老人ホーム等

● ● ● 換気等
高圧小口

高圧
特別高圧

70 有償

Helio-UMS
（Helio-UMS）

お客さま建物のエネルギーデータの見える化、自動分析、問題点抽出、対策案例示等の機能
を揃え、省エネ管理を強力にサポート。省エネ設備遠隔監視システム「へリオネット21」と連携
し、導入した省エネ機器の予防保全、効率改善等も実施可能。

大規模事務所、店舗、商業施
設、工場等

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

129 無償

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所、商業施設、工場、病
院、学校、ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

394 無償

savic-netFXmini
（savic-netFXmini）

事務所、商業施設、工場、病
院、学校、ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

320 無償

savic-netFX2compact
（savic-netFX2compact）

事務所、商業施設、工場、病
院、学校、ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

370 無償

savic-netEV
（savic-netEV）

あらゆる建物において、省エネ･省CO2を実現し、ライフサイクルコストを低減するとともに、地
球環境保全に貢献するエネルギーマネジメントシステム。 豊富な省エネアプリケーションや省
エネコントローラを用意しており、お客さまの建物特性に合わせた最適なエネルギー管理を実
施。 弊社の持つ省エネ設備遠隔監視システム「へリオネット21」と連携し、導入した省エネ機
器の予防保全、効率改善等も併せて実施可能。

事務所、商業施設、工場、病
院、学校、ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

91 無償

Harmonas
（Harmonas）

工場・プラント向けにボイラー・タービン・ジェネレータなどの原動力設備や、加熱炉・蒸留塔な
どの生産設備のエネルギー効率向上を実現する最適制御と、各種ユーティリティ（電気、ガ
ス、エアー、蒸気、冷温水など）の省エネ制御を提供。Harmonasは、システム監視操作用HMI
と冗長化が可能な制御コントローラで構成された高信頼性の中・小規模向けプロセス制御シ
ステム（DCS）。弊社の持つ省エネ設備遠隔監視システム「へリオネット21」と連携し、導入した
省エネ機器の予防保全、効率改善等も併せて実施可能。

製鋼所、製紙工場、化学プラン
ト、食品工場

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

770 無償

METASYS®(メタシス) システム拡張アーキテクチャー
（MSEA）

大規模施設（店舗・事務所・ホ
テル・学校・病院・飲食店等）

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

650 無償

METASYS®(メタシス) マイクロステーション
（MS）

中規模施設（店舗・事務所・ホ
テル・学校・病院・飲食店等）

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

460 無償

METASYS®(メタシス) インテリジェントターミナルアドバンス
（MIT-A）

小規模施設（店舗・事務所・ホ
テル・学校・病院・飲食店等）

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

134 無償

ジェネアーチ＋Helio
（TM-7EB0200-001）

コージェネレーションシステムや空調設備等の稼働状況等を監視し、専用画面に見やすく表
示するとともに、遠隔から最適に設定、コントロールを実施可能。また、デマンドレスポンスに
も容易に対応できるほか、省エネ設備遠隔監視システム「へリオネット21」と連携し、導入した
省エネ機器の予防保全、効率改善等も併せて実施可能。

大規模事務所、店舗、商業施
設、工場等

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

98 有償

ＥＮＥＳＩＮＦＯ
（CZ-01AP50B）

事業所内の空調機器の稼働状況見える化を実現し、電力デマンドに応じて、EHPとガスを熱
源とするGHPとを最適に制御することが可能。省エネ性とともに省コストにも優れた最適エネ
ルギー管理を実現する。

中小規模施設（店舗・事務所・
病院等）

● ● - 空調等
高圧小口

高圧
110 有償

sc-brain　+　SEMSツール
（Optiplex7040-Custom）

設備機器の稼働をサポートする「運転支援機能」や、エネルギーの消費傾向を分析する「デー
タ管理機能」を備え、設備の高効率運転や、省エネルギーを実現する総合情報システム。汎
用性の高い、使いやすいシステムとして、オフィスビルや工場、地域冷暖房プラントなど、さま
ざまな施設で活用。

工場、プラント、事務所、病院、
学校、金融機関、ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーションシ
ステム等

高圧
特別高圧

350 有償

東京瓦斯株式会社 関東

・EHPや照明、換気等の電気設備だけでなく、GHP等のガス設備について
も自動で『最適運転制御』することが可能です。
・エネルギーの使用実績や設備の運転状況だけでなく、当日の天気予報
過去の実績データなどから予測した電気やガスの使用量についても、わか
りやすい表示で『見える化』します。

東京ガス株式会社
都市エネルギー事業部ソリューショ
ン営業部
03-5400-7916
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://eee.toky
o-
gas.co.jp/e_ser
vice/index.html

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 全国

①見える化サービス
30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能。

②デマンドレスポンス 地域の需給逼迫時に、遠隔制御でお客さま空調機
器等の稼働を抑制し、系統電力の消費量を抑制

③診断サービス
サーバーに蓄積された各種データをもとに、1年に1回、省エネ診断を実施
し、診断報告書を提出

④省エネサービス
設備・システム導入後の省エネ量を確実にするため、省エネチューニング
による省エネサービスを実施

※エネルギー管理支援サービスはエネルギーサービスと合わせて実施。
参考費用は15年間のエネルギーサービスの場合の年間サービス費用。

東京ガスエンジニアリングソリュー
ションズ株式会社
ソリューション事業推進部
03-6403-0513
10:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.tok
yogas-es.co.jp/

あらゆる建物において、省エネ･省CO2を実現し、ライフサイクルコストを低減するとともに、地
球環境保全に貢献するエネルギーマネジメントシステム。 豊富な省エネアプリケーションや省
エネコントローラを用意しており、お客さまの建物特性に合わせた最適なエネルギー管理を実
施。 弊社の持つ省エネ設備遠隔監視システム「へリオネット21」と連携し、導入した省エネ機
器の予防保全、効率改善等も併せて実施可能。 お客さまの建物規模やEMSの状況等に応じ
て、複数機種を用意。

運用状況をひと目で把握できる、わかりやすいグラフィック表示。操作画面を分割して同時表
示し、あらゆるデータを一度に比較。設備の稼働をスケジュール管理する事で自動化、省力
化。世界標準のオープンプロトコルBACnetを採用し、各種インターフェースにより空調、照明、
防犯、防災などのシステムを統合できるフレキシブルなシステムを提供。トレンドデータのグラ
フ化で省エネ提案をサポートし、御客様のニーズに合わせた日月報のカスタマイズにより、管
理報告業務をサポート。又、インターネット網を利用した遠隔からの監視制御に対応可能。
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

株式会社大塚商会

BUILDAC・中央監視システム
（BUILDAC）

・制御点数1～1,000点の大規模な建物をターゲットにしたシステム
・クラウド環境で見える化を行い、設備機器の効率的な運用をサポートします。
・デマンド制御で契約電力の超過を防止し、最大ピーク電力を削減します。
・建物の利用形態の変化に合わせて、監視画面や管理点数を変更。システム停止を最小限
に抑え、お客様のご要望に対応します。

大規模店舗・事務所・工場・銀
行　等

● ● ● 熱源設備など
高圧

特別高圧

6,900 無償

BEMSクラウドサービス　FACiTENA-i
（SFC）

・制御点数1～500点の中小規模の建物をターゲットにしたシステム。
・クラウド環境で見える化を行い、設備機器の効率的な運用をサポートします。
・デマンド制御で契約電力の超過を防止し、最大ピーク電力を削減します。
・建物の利用形態の変化に合わせて、監視画面や管理点数を変更。システム停止を最小限
に抑え、お客様のご要望に対応します。

中規模店舗・事務所・工場・銀
行　等

● ● ● 熱源設備など

低圧
高圧小口

高圧
275 有償

BEMSクラウドサービス　BUILNET-i
（BCT-B1）

・制御点数1～121点の中小規模の建物をターゲットにしたシステム。
・クラウド環境で見える化を行い、設備機器の効率的な運用をサポートします。
・デマンド制御で契約電力の超過を防止し、最大ピーク電力を削減します。
・建物の利用形態の変化に合わせて、監視画面や管理点数を変更。システム停止を最小限
に抑え、お客様のご要望に対応します。

中小規模店舗・事務所・工場・
銀行　等

● ● ● 熱源設備など

低圧
高圧小口

高圧
294 有償

全国

①消費電力の可視化
・３０分単位の電力消費量をリアルタイムで表示可能です。
②電力消費量の抑制
・顧客との事前に同意を得た設備を自動制御します。
③省エネ診断報告・助言
・毎月省エネアドバイスレポートを提出。更に半年に１回、省エネ診断レ
ポートを提出します。
④省エネアドバイス 　・エネルギー使用量をグラフ化し、省エネアドバイス
を行います。

遠隔ビル管理サービス　BUILNET-i
（BCT-B1）

・制御点数1～121点の中小規模の建物をターゲットにしたシステム。
・クラウド環境で見える化を行い、設備機器の効率的な運用をサポートします。
・デマンド制御で契約電力の超過を防止し、最大ピーク電力を削減します。
・建物の利用形態の変化に合わせて、監視画面や管理点数を変更。システム停止を最小限
に抑え、お客様のご要望に対応します。

事務所ビル・老健介護医療施
設・商業施設・宿泊施設　等

● ● ● 熱源設備など

低圧
高圧小口

高圧
294 有償

東芝エレベータ株式会社
ビルファシリティコールセンター
0570-666-181
9:00～17:00
（弊社営業日に準じます）

http://www.tos
hiba-
elevator.co.jp

エネルギー管理システム（OIS-DS）
（OIS-DS）

中大規模工場の全体エネル
ギー管理

● ● ●
受変電、電

池、ｲﾝﾊﾞｰﾀ、
ﾎﾞｲﾗ　等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

1,000 無償

エネルギー管理システム（PLAUDIAシリーズ）
（PLAUDIA）

中大規模工場の全体エネル
ギー管理

● ● ●
受変電、電

池、ｲﾝﾊﾞｰﾀ、
ﾎﾞｲﾗ　等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

1,000 無償

エネルギー管理システム（省ちゃんシリーズ）
（省ちゃん）

中大規模工場の全体エネル
ギー管理

● ● ●
受変電、電

池、ｲﾝﾊﾞｰﾀ、
ﾎﾞｲﾗ　等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

1,000 無償

エネルギー管理システム（PM-ECOi）
（PM-ECOi）

中大規模工場の全体エネル
ギー管理

● ● ●
受変電、電

池、ｲﾝﾊﾞｰﾀ、
ﾎﾞｲﾗ　等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

1,000 無償

クラウドシステムに接続することで、複数の建物の比較や、複数拠点トータルデマンド管理、
創蓄エネルギーの効率的使用のコントロールが可能。

学校、工場、病院、スーパーな
ど

東芝エレベータ株式会社

東芝三菱電機産業システム株式会社 全国
契約電力１０００kW以上の工場をターゲットとしています。 豊富な構成機器
ラインナップから、中・大規模の最適ＥＭＳをご提供できます。

（見える化）
30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能

（デマンドレスポンス）
地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備（蓄電池、負荷等）を手動もしくは自動制
御

（診断サービス）
年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出

（省エネサービス）
半年に1度、エネルギー使用量や充放電データをグラフ化し、省エネアドバイスを対面で実施

東芝三菱電機産業システム株式会
社
（産一ジ）[ＳＳ技]（Ｓ技三）
03-3277-4438
8:45～17:15
（土日祝除く）

有償

株式会社東光高岳
環境ソリューション事業本部ソ
リューション営業部
03-6371-4441
8:30～17:00
（土日祝除く）

http://www.tkt
k.co.jp/

株式会社東芝 全国

①消費電力の可視化
・３０分単位の電力消費量をリアルタイムで表示可能です。

②電力消費量の抑制
・顧客との事前に同意を得た設備を自動制御します。

③省エネ診断報告・助言
・毎月省エネアドバイスレポートを提出。更に半年に１回、省エネ診断レ
ポートを提出します。

④省エネアドバイス
・エネルギー使用量をグラフ化し、省エネアドバイスを行います。

株式会社　東芝
東芝スマートコミュニティ　クラウド
コールセンター
0120-1048-28
9:00～17:00
（弊社営業日に準じます）

http://www.tos
hiba.co.jp

● ● - -
高圧小口

高圧
500

株式会社東光高岳

東北、
関東、
東海、
関西、
九州

・定常的にエネルギー計測することで、建物運用や生産活動との相関関係
の把握が可能になり、無駄な負荷の抑制、設備の更新計画や更新効果の
確認が実施できる。
・多数のエネルギー管理士が、データアナライズや、現場ウォークスルーを
行い、顧客の責任者に対面で、改善点を説明する省エネサービスも行う。
・最大3,000点規模まで、その管理対象を増やすことができる。
・クラウドシステムに接続することで、複数の建物の比較や、複数拠点トー
タルデマンド管理、創蓄エネルギーの効率的使用のコントロールが可能。

T-Step EMS Service
（STiNC-600X）

http://www.tm
eic.co.jp/
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空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーション設
備

高圧小口
高圧

特別高圧

5,135 無償

savic-netFXmini
（savic-netFXmini）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーション設
備

低圧
高圧小口

高圧
4,111 無償

savic-netFX2compact
（savic-netFX2compact）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーション設
備

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

4,725 無償

savic-netEV
（savic-netEV）

電力、ガスなどのエネルギー使用量（原油換算値）やCO2排出量を見える化（前日、前週同曜
日、使用量予測表示など）し、エネルギー使用量の推移を容易に確認でき、削減のポイントな
どの特定や分析が可能。既設改造

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ●
コージェネ

レーション設
備

低圧
高圧小口

高圧
3,300 無償

ＥＮａｂｌｅ　Ｃ　（エナブル　シー）
（EBS-to-001）

～10,000平米、福祉施設、商業
施設

● ● ●
熱源、コジェ
ネ、蓄電池

高圧小口
高圧

特別高圧

850 無償

ＥＮａｂｌｅ　Ｃ２　（エナブル　シーツー）
（EBS-to-002）

～10,000平米、福祉施設、商業
施設

● ● ●
熱源、コジェ
ネ、蓄電池

高圧小口
高圧

特別高圧

617 無償

ＥＮａｂｌｅ　Ｍ　（エナブル　エム）
（SA1-Ⅲ）

1000平米～、商業施設、病院
等

● ● ●
熱源、コジェ
ネ、蓄電池

高圧小口
高圧

特別高圧

723 無償

ENable　Ｔ　（エナブル　ティー）
（EZMSE-02-50）

管理点数毎に主装置をラインアップ（10、20、50、100）小規模システム
～10,000平米、福祉施設、商業
施設

● ● ●
熱源、コジェ
ネ、蓄電池

高圧小口
高圧

特別高圧

824 有償

東熱AEMSスタンダード
（AEMS-S）

中・大規模建物向け
見える化・最適運転省エネ制御に対応するエネルギー管理システム

事務所、商業ビル、工場、学
校、病院など

● ● ● -
高圧小口

高圧
特別高圧

640 有償

東熱AEMSライト
（AEMS-L）

中・小規模建物向け
見える化・最適運転省エネ制御に対応するエネルギー管理システム

事務所、商業ビル、工場、学
校、病院など

● ● ● -
高圧小口

高圧
380 有償

東北エネルギーサービス株式会社

全国

【計測・見える化】
電力（太陽光発電量、蓄電量を含む）をはじめとして、ガス、油等の計測・
見える化が可能。
【設備・システム制御・デマンドレスポンス】
事業所全体の電力デマンドを予測し、あらかじめ設定した目標値を超えそ
うな場合には、遠隔から(1)利用者にメール等で通知する、もしくは、警報等
を出力することにより、電力使用の抑制を促す、または、(2)照明、空調、冷
凍冷蔵庫など、あらかじめ設定した設備・システムを制御する。
【遠隔監視】
当社が設置した設備の稼動・利用状況を遠隔から監視。
【BCP対応】
当社が自家発電設備、太陽光・蓄電池設備を設置した場合には、系統電
力の途絶を検知し、自家発を自立運転。また，太陽光発電・蓄電池の電力
をあらかじめ設定した回路に供給。

管理点数20点からの小中規模システムに最適

東北エネルギーサービス株式会社
営業部
022-713-0451
9:00～17:40
（土日祝除く）

http://www.toh
oku-esco.co.jp/

株式会社トーホー

東邦ガスエンジニアリング株式会社
東海エ

リア

弊社は、エネルギーサービス（ESCO含む）や省エネコンサルサービスを提
供しています。設備の設計・施工・保守の技術者が多数所属し、省エネに
関する豊富な知見も有しています。EMSを活用したエネルギー管理支援
サービスを強化し、お客さまのの省エネ・CO2削減に貢献いたします。

電力、ガスなどのエネルギー使用量（原油換算値）やCO2排出量を見える化（前日、前週同曜
日、使用量予測表示など）し、エネルギー使用量の推移を容易に確認でき、削減のポイントな
どの特定や分析が可能。 東邦ガスエンジニアリング株式会社

営業部
052-884-3534
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://thg-
group.tohogas.c
o.jp/thge/

東洋熱工業株式会社 全国

東熱AEMSは計測・診断に基づいた省エネルギー提案システムです。建物
オーナー・運用管理者に代わって空調設備の最適化運転を東熱AEMSで
実現します。対象は事務所ビル・工場・学校・病院など設備規模に合わせ
てフレキシブルに対応します。主に熱源および空調設備の計測・診断を行
います。

東洋熱工業株式会社
技術統轄本部エネルギーソリュー
ショングループ
03-5250-4100
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.ton
ets.co.jp/
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空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所、商業施設、工場、学
校、ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧

特別高圧

5,135 無償

savic-netFX２compact
（savic-netFX２compact）

事務所、商業施設、工場、学
校、ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧

4,725 無償

savic-netFXmini
（savic-netFXmini）

事務所、商業施設、工場、学
校、ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
4,111 無償

savic-netFX
（savic-netFX）

事務所、商業施設、工場、学
校、ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧

特別高圧

260 無償

savic-netEV
（savic-netEV）

事務所、商業施設、工場、学
校、ホテル等

● ● ● 熱源設備等
高圧

特別高圧

330 無償

METASYS® (メタシス) システム拡張アーキテクチャー
（MSEA）

Metasys® システム拡張アーキテクチャーは、BAシステムの概念を一新するWebベースのビ
ル管理・中央監視システムです。このMetasys® の導入によって、既存のビルネットワークを
使った複数の制御システムとの通信が可能となり、また、各制御システムの情報を企業の業
務システムとシームレスに統合することができます。

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等・飲食
店等

● ● ● 熱源設備等
高圧

特別高圧

10,268 無償

METASYS® (メタシス) マイクロステーション
（MS）

Metasys® マイクロステーションは、最大管理点数1,000点までの中規模建物向けビル管理・
中央監視システムです。Webベースのビルディングオートメーションシステム Metasys® の最
先端の情報化技術を継承し、あらゆる管理ニーズに柔軟に応えながら、快適な施設環境を高
度な集中管理機能で監視・操作します。また外部PCから管理状況を確認でき、スムーズなビ
ル管理が可能となります

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等・飲食
店等

● ● ● 熱源設備等
高圧

特別高圧

6,773 無償

METASYS® (メタシス) インテリジェントターミナルアドバンス
（MIT-A）

Metasys® インテリジェント ターミナル アドバンスは、最大管理点数500点、延床面積2,000～
5,000㎡程度の小規模施設において、空調、照明、動力、検針などの統合管理が可能な省ス
ペースのオペレーション・ターミナルです。Android™搭載タブレットを採用することによって、シ
ンプルで使いやすいタッチパネルの操作性に加え、建物内で持ち運びが可能なモビリティを実
現しました。

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等・飲食
店等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
859 無償

Emanage
（WRM2101）

Emanageは、中小規模のオフィスや店舗などの電力を管理して、問題発見から運用＆設備改
善を継続的に行うことで電気を代節約、省エネルギーに貢献する仕組みです。ASPサービス
によりスムーズな情報提供を実現し、見える化＆制御と省エネ分析・診断、問題発見を行い、
改善ののポイントを明らかにします

事務所ビル、工場等 ● ● ● -
高圧小口

571 無償

ecoFORTE EMS lite
（MPM UN CG4）

デマンド制御（3段階）、スケジュール間欠制御、温度センサーとの連動制御等 施設環境に応
じた柔軟な制御設定が可能なシステムです。 また、無線通信・有線接続の組み合わせによる
施工作業の効率化が可能な為、 ローコストでの導入が可能です。

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● - -
高圧小口

296 有償

ToEMS（トエムス）
（ToEMS）

ToEMS（トエムス）は、システム構成の拡張性に富み、多彩なグラフ表示機能を持ち、お客様
設備のエネルギーの見える化・省エネルギー化に貢献いたします。また、多くの通信規格に対
応しており、主要メーカー製PLCなどとの接続が可能であり、エアーコンプレッサーの台数制
御装置のエアーマイスターとの連携機能があります。さらに、オプションにより空圧設備、太陽
光設備、熱源設備の異常を自動診断し通知することが可能です。

工場、商業施設、事務所ビル
など

● ● ●
空圧設備、太
陽光設備、熱

源設備等

高圧小口
高圧

480 無償

株式会社トーエネック
全国
（沖縄
を除く）

お客様のご相談内容ごとに最適なシステム構築と省エネ設備導入・更新
のサポートを行います。
お客様ニーズ（CO2削減・省エネルギー・省エネルギーコスト・高効率設備
等）に対し、多様なシステム・設備機器メニューをご用意、異種メーカーの
省エネ設備を組み合わせてのシステム構築も可能であり、お客様の課題
を解決いたします。
トーエネックは、中部電力グループの総合設備企業として「エネルギー」、
「環境」、「情報」分野において事業展開をしています。

豊富な省エネアプリケーションや省エネコントローラを用意しており、お客様の建物特性に合
わせた最適なエネルギー管理を実施できる。省エネアプリケーションの追加から、EMSのリ
ニューアル・新設まで幅広い対応が可能。 「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」等
でも多くの実績を有しており、エネルギーの見える化、デマンドレスポンスや省エネ制御をクラ
ウドサービスでも提供している。 EMSの多彩な機能とクラウドサービスにより、快適性・生産性
を維持しながら省エネ・省CO2を実施し、エネルギーコストを確実に削減。

株式会社トーエネック
営業本部　営業部　技術提案グ
ループ
052-659-1123
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.toe
nec.co.jp/
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空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

ストアーマスターコントローラー
（特注盤　S04）

スーパーマーケット、ドラックス
トア、物販店

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
567 無償

エコマックスコントローラー
（SEM-S01A）

スーパーマーケット、ドラックス
トア、物販店

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
495 無償

全国

◆省エネコンサルティングサービス（エネルギー管理支援サービス）
・シネマ向けに、機器の構成、各劇場のCO2、温度、の最適化システムの
提供。快適性を保ち、省エネを実現。
・工場向けに、冷凍機、冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔の最適化シス
テムの提供。
・メーカーのノウハウを活かしたから、生産量に適応した機器提案、システ
ム制御からの省エネルギー効果。
◆顧客へのベネフィット
・エネルギーコストの削減、提案、アドバイス。
・ワンストッププロバイダーでの実施体制。
・「PACT」という弊社オリジナルのESCO的な支払方法。
◆サービス契約の継続性
・当社では当社の商品を約580の事業者に納入しており、80%以上は機器
の保守、整備として継続して関連がありこれを活かしてEMS・省エネの提案
を継続して実施していきます。

トレーサーシステム
（BMSC）

主要なｵｰﾌﾟﾝプロトコルに対応しており、様々な機器の監視・制御が可能
シネマコンプレックス、工場、商
業施設、等

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
特別高圧

750 無償

トレイン・ジャパン株式会社
サービス事業本部
03-5435-6443
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.jp.t
rane.com/

全国

●受変電設備メーカーが提供するエネルギー管理システムです。
信頼性の高い中央監視装置がベースに中規模から大規模システムに対
応しております。
●中央監視装置としての機能はもちろん、サブ変電所における電力やエネ
ルギー消費量の
可視化だけでなく、発電機や太陽光発電・蓄電池設備などの各種分散電
源の制御、空調・照明制御にも対応しております。
●ご要求に応じた機能追加により、省エネを強力にサポートいたします。
可視化については、導入拠点のみならず、遠隔管理システム構築も可能
です。
●設備導入のご提案から、導入後の省エネアドバイスやメンテナンスま
で、さまざまなサービスの提供も行っております。

BUIL/FACTMATE-s1

●受変電設備の監視を中心に、データ自動計測や日月年報の作成・表示、デマンド制御機
能、タイムスケジュール自動制御、力率改善自動制御などで省エネをサポートします。
●最大総管理規模は計測点数と制御点数のほか、状態故障監視点数を加えて最大5000点
まで可能であり、中規模から大規模の工場に適用できます。

工場、病院、大学、商業施設な
ど

● ● - 受変電設備
高圧

特別高圧

3,050 有償

日新電機株式会社
電力機器事業本部　エンジニアリン
グ部　企画部
075-864-8932
9:00～16:50
（土日祝除く）

http://nissin.jp
/

トレイン・ジャパン株式会社

日新電機株式会社

株式会社　ＴＯＳＥＩ

関東、
東海、
関西、
九州

流通業に特化し、メーカー色にとらわれる事なく、顧客にとって最大限に省
エネ効果がある、エコストア店舗システム設計及び省エネサポートサービ
ス提案をトータルで行う事が可能

流通業向けエネルギーマネジメントシステム

株式会社　ＴＯＳＥＩ
商業施設営業
03-6422-7280
8:45～17:15
（土日祝除く）

http://www.tos
ei-
corporation.co.j
p/
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空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

savic-netFX2
（savic-netFX2）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● 熱源設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

5,135 無償

savic-netFX2compact
（savic-netFX2compact）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● 熱源設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

4,725 無償

savic-netFXmini
（savic-netFXmini）

省エネアプリケーションや省エネコントローラを用意しており、お客様の建物特性に合わせた
最適なエネルギー管理を実施できる。省エネアプリケーションの追加から、EMSのリニューア
ル・新設まで幅広い対応が可能。 「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」等でも多く
の実績を有しており、エネルギーの見える化、デマンドレスポンスや省エネ制御をクラウドサー
ビスでも提供している。 EMSの多彩な機能とクラウドサービスにより、快適性・生産性を維持し
ながら省エネ・省CO2を実施し、エネルギーコストを確実に削減。

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● ● 熱源設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

4,111 無償

savic-netEV
（savic-netEV）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● - -

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

330 無償

savic-netFX
（savic-netFX）

事務所・商業施設・工場・学校・
ホテル等

● ● - -

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

260 無償

デマンド・マネジメントサービス（lite）
（DMS-L2）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたＥＭＳ対応デマンドコントロール装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそう
な場合は空調等を自動制御する。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御も可能で、エ
ネルギー使用量を抑制する。 これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。 計測
入力点数4点、制御出力点数4点の小規模向けタイプ。

中規模店舗、工場、 事務所、
スーパー等

● ● ● -
高圧小口

高圧
161 無償

デマンド・マネジメント・サービス（スタンダード）
（DMS-S2）

電力、ガス等の計測、その他エネルギーも入力により原油換算で一覧表示可能。インターネッ
トを介し、遠隔からの監視、制御に対応。ブラウザ利用のため、専用ソフト不要。 各拠点に設
置されたＥＭＳ対応デマンドコントロール装置が自律的にデマンド予測演算を行い、超過しそう
な場合は空調等を自動制御する。 また温度や時間帯（スケジュール）による制御も可能で、エ
ネルギー使用量を抑制する。 これら制御機能は、サーバとの通信が途絶えても有効。 計測
入力点数最大59点、制御出力点数最大12点タイプ。

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等

● ● ● -
高圧

特別高圧

424 無償

METASYS® (メタシス) インテリジェントターミナルアドバンス
（MIT-A）

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等

● ● ● -
高圧

859 無償

METASYS® (メタシス) マイクロステーション
（MS）

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等

● ● ● -
高圧

特別高圧

6,773 無償

METASYS® (メタシス) システム拡張アーキテクチャー
（MSEA）

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等

● ● ● 熱源設備等

特別高圧

10,268 無償

ｉＴＭ
（DCM601A1）

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等

● ● ● -
高圧

432 無償

D-BIPS
（BX-9555D-DCX6312）

工場等・店舗等・事務所等・ホ
テル等・学校等・病院等

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

793 無償

日本ファシリティ・ソリューション株式会社 全国

①電力消費量の可視化
30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能

②電力消費量の遠隔制御 地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得
た設備を自動制御

③省エネ診断報告・助言 省エネ進捗状況に応じて省エネ診断を実施し報
告書を提出

④省エネアドバイス 定期的に省エネルギーレポートを提出し省エネアドバ
イスを実施

豊富な省エネアプリケーションや省エネコントローラを用意しており、お客様の建物特性に合
わせた最適なエネルギー管理を実施できる。省エネアプリケーションの追加から、EMSのリ
ニューアル・新設まで幅広い対応が可能。 「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」等
でも多くの実績を有しており、エネルギーの見える化、デマンドレスポンスや省エネ制御をクラ
ウドサービスでも提供している。 EMSの多彩な機能とクラウドサービスにより、快適性・生産性
を維持しながら省エネ・省CO2を実施し、エネルギーコストを確実に削減。

日本ファシリティ・ソリューション株
式会社
コールセンター
0570-666-025
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.j-
facility.com/

豊富な省エネアプリケーションや省エネコントローラを用意しており、お客様の建物特性に合
わせた最適なエネルギー管理を実施できる。省エネアプリケーションの追加から、EMSのリ
ニューアル・新設まで幅広い対応が可能。 「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」等
でも多くの実績を有しており、エネルギーの見える化、デマンドレスポンスや省エネ制御をクラ
ウドサービスでも提供している。 EMSの多彩な機能とクラウドサービスにより、快適性・生産性
を維持しながら省エネ・省CO2を実施し、エネルギーコストを確実に削減。

【運用状況をひと目で把握できる、わかりやすいグラフィック表示。】
【操作画面を分割して同時表示し、あらゆるデータを一度に比較。】
【設備の稼働をスケジュール管理する事で自動化、省力化。】
世界標準のオープンプロトコル『BACnet』を採用し、各種インターフェースにより、「空調」、「照
明」、「防犯」、「防災」などのシステムを統合できるフレキシブルなシステムを提供します。

空調メーカーならではの多彩なコントロールで室内環境を維持した デマンド制御。 電力やガ
スの見える化はもちろん、空調室内機ごとの設定温度や 運転時間なども分析表示（当社対象
機種に限る）。 空調内部に蓄積する運転データを活用するので別途センサーなど の取り付け
不要。高機能なＥＭＳが省施工・安価で実現。 空調に加えて、照明や給湯、熱源機器との連
動制御。 鍵管理設備との連動やスケジュール制御により消し忘れも防げま す。
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主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

日本コムシス株式会社
有限会社アール・エ北陸
株式会社ミツバ環境分析リサーチ

Emanage
（WRM2101）

お客様の施設規模に合わせ、フレキシブルにシステムを構築。 『計測管理』１システムあたり
最大１６１点のエネルギー計測、無線温湿度センサーによる最大１０点の温湿度計測が可能。
『自動機器制御』電力計測結果によるデマンド制御、温度計測結果による温度制御、スケ
ジュール制御を自由に組み合わせ、最大８０接点による自動機器制御でエネルギー消費の無
理、ムダを賢く抑制制御。 『ＡＳＰサービス』複数システムの計測結果の閲覧、設定操作をＡＳ
Ｐで統合することにより、拠点ごとのエネルギー統合管理をインターネット経由で実現。

工場、事務所ビル、等 ● ● - -

低圧
高圧小口

571 無償

エコサス-FP7
（AFP7CPS31E、AKW1121、AKL1000、BNAC15009）

オフィスビルなど ● ● - -
高圧小口

962 有償

エコサス-Airtegra
（BNAE14020、BNAM1100、AKL1000、BNAC15009）

オフィスビル、工場など ● ● - -
高圧

1,472 有償

エコサス-WeLBA
（WeLBA500液晶付タイプ、AKL1000、BNAC15009）

オフィスビル、工場など ● ● - -
高圧

1,493 有償

エコサス-BA
（BNAA654、AKL1000、BNAC15009）

オフィスビル、工場など ● ● - -
高圧

3,245 有償

ピーエイムス・ミニシステム
（CZ-10SWBM3/BM3S/BM3D/BM3W/BM3T）

EMSに必要な専用ソフト、ピーエイムス・ミニを24時間対応のパソコンにインストールしたもの
が主装置です。汎用パソコンですので、取扱が簡単です。（空調機器接続台数64台まで）

スーパー、事務所など ● ● - -

低圧

600 有償

ピーエイムス・ナノシステム
（CZ-10SWBN3/BN3S/BM3D/BN3W/BM3T）

EMSに必要な専用ソフト、ピーエイムス・ミニを24時間対応のパソコンにインストールしたもの
が主装置です。汎用パソコンですので、取扱が簡単です。（空調機器接続台数16台まで）

スーパー、事務所など ● ● - -

低圧

580 有償

Emanage＋Rシステム
（WRM2101）

分電盤等にでも簡単に設置可能なコンパクトなコントローラです。施設規模に合わせ、フレキ
シブルにシステムを構築することができます。

スーパー、事務所など ● ● ● -

低圧

580 有償

パナソニック株式会社

全国

専任の設備管理者がいない中小規模事務所ビル、工場、店舗に向け、お
客様に寄り添ったエネルギーマネジメン ト支援によるエネルギー管理代行
サービスを提供。

『エネルギーの見える化』
ＡＳＰサービスにより受電電力や系統別電力の電力使用状況、デマンド状
況を表示。
パソコンやタブレット、スマートホンのＷＥＢブラウザにより、簡単にエネル
ギーの利用状況の把握が可能。
更に、ガス、水道等を含めた一次エネルギー消費量について、ＡＳＰで入
力することによる一括管理が可能。

『分析・診断による問題発見』
エネルギー利用状況に合わせ、見える化画面のカスタマイズが可能。個別
計測箇 所のグルーピングを行い、分析・診断に適した様々なグラフ表示に
より問題発見を行う。

『継続的な改善提案』
月毎、年毎のエネルギー利用状況について定型帳票を発行。エネルギー
利用状況の分析診 断により発見された問題点について、運用改善案、設
備改善案を提案。運用改善においては、ＥＭＳシステムに よる様々な自動
制御を活用。更に見える化・分析・診断によりエネルギー管理のＰＤＣＡサ
イクルとして継続的 な改善提案を実施。

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社　エネマネ推
進センター
03-6218-1483
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www2.pa
nasonic.biz/es/
densetsu/bs/e
manage/

ﾋﾞﾙ、商業施設、工場、宿泊施
設、学校、病院ほか

● ● ● 生産設備等

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

株式会社ネットワーク・コーポレーション

全国

①見える化サービス：電力消費量をリアルタイム（30分間隔）で把握できる
システム・サービスを提供します。
②ﾃﾞﾏﾝﾄﾞレスポンスサービス：受給逼迫時に、設備を自動制御し、系統電
力の消費量の抑制ができるシステム・サービスを提供します。
③診断サービス：年1回以上の省エネ診断報告を通して、継続的な省エネ
アドバイスや設備更新に関するサービスの提供を行います。
④省エネサービス：EMS導入後のエネルギー使用量データをグラフ化し、
月・日・時間毎の使用状況分析をもとに設備設定のチューニングや省エネ
アドバイスを行います。
⑤その他：収集したデータを活用し、生産効率改善や業務効率改善等、そ
れぞれの事業所の特性に合わせて改善可能な省エネ施策を提案します。

NBIS　EMS-Control
（BA-540-BT）

NBIS EMS-Controlは、ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑの採用により、設備機器のメーカーを問わず制御が可能
です。また、自律分散制御により小規模改修から大規模改修まで、将来の拡張や更新にも柔
軟に対応します。

500 無償

株式会社ネットワーク・コーポレー
ション
営業部
045-943-0188
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.net
corp.co.jp

http://panasoni
c.co.jp/ap/pces
/

山形パナソニック株式会社
藤井産業株式会社
有限会社勝山電気工事
ミツワ電機株式会社
三興電機株式会社
遠藤電機株式会社
株式会社大島電氣工事
株式会社すみや電器
三重電設株式会社
滋賀特機株式会社
株式会社橋詰電気工業所
株式会社たけでん
株式会社日本電商
福西電機株式会社
島根電工株式会社
株式会社電工社エンジニアリング
株式会社四電工
宮地電機株式会社
九昭電設工業株式会社
株式会社九南
株式会社エスコ
パナソニックES建設エンジニアリング株式会社
パナソニックESエンジニアリング株式会社
パナソニックESファシリティマネジメント株式会社

電気設備において、電力計測、及びデマンド制御によるピークカット、 スケジュール制御、間
欠運転といった省エネ制御が可能。 また、電気以外の機器（ガス等）も接点出力による制御
可能。

パナソニック産機システムズ株式会社 全国
パナソニック独自の遠隔監視サービスエレモス（ERMOS）にて、センターで
監視をしています。

パナソニック産機システムズ株式会
社
ストアプランニング部
03-6364-3448
9:00～17:30
（土日祝除く）
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

自動電力削減システム　ＰＮ－ＸＥＲＯ
（ＰＮ－ＸＥＲＯ（改））

・空調温度フィードバック制御：人の高さに温度センサーを設置。1分毎の温度監視により冷え
過ぎず暖め過ぎない最適な環境温度で空調自動制御を実現。
・その他負荷設備の節電制御：照明時間帯制御/調光制御、冷蔵設備運転制御にも対応。
・節電効果ＷＥＢグラフ：年間使用電力量と年間目標電力量の節電状況が一目でわかる。
・デマンド削減保証：導入前にご提案時のデマンド削減効果について保証（別途打合せ要）。

中小規模店舗、スーパー、病
院、老人ホーム、事務所等

● ● ● -
高圧小口

390 有償

楽省！ＢＥＭＳ
（楽省！ＢＥＭＳ制御盤）

・ＧＨＰや小型ガスコージェネレーション、ボイラ等のガスを熱源とする機器の省エネ制御が可
能である上に、ＥＨＰ・照明・換気等の多彩な電気利用機器の制御が可能。
・ＧＨＰ　ＸＡＩＲに対して、独自制御ロジックを用い、従来には無い大幅な省エネ効果を提供。
・お客様先にタブレットをご用意して、現在のエネルギーの使用状況やエネルギーの使用予報
をタイムリーかつ分かり易く表示する。

中小規模店舗、スーパー、病
院、老人ホーム、事務所等

● ● - -
高圧小口

700 有償

電力管理システム　Niagara
（S-AX-3）

「Niagara（ナイアガラ）」は、様々なプロトコル（SNMP・BACnet・Modbus・Lonworksなど）に対応
しているため汎用性が高く、空調や照明、センサー、サーバー、ネットワーク機器など様々な
機器の情報をリアルタイムに一元的に収集し、Webブラウザーやタブレット端末上に利用状況
をグラフィカルに表示するとともに、必要に応じて設備機器を制御、管理します。

中大規模施設（店舗、事務所、
ホテル、学校、病院、飲食店
等）

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
800 有償

電力管理システム　EMilia
（FMC-134）

「EMilia（エミリア）」は、オフィス・工場・店舗・病院・データセンターなどのさまざまなシーンにお
いて、業種や規模を問わず、一つの法人が多拠点のエネルギーデータや設備などを統合的
に管理し、省エネ、業務効率向上、およびBCPを実現するサービスです。

中大規模施設（店舗、事務所、
ホテル、学校、病院、飲食店
等）

● ● ● 熱源設備等
高圧小口

高圧
450 有償

スマートIoTサービス
（L-S9011-GW0001）

「スマートIoTサービス」は、温度から電力、湿度、CO2濃度などの環境データをはじめ、産業
用機器から収集される各種稼働データの収集一元管理が可能で、産業用設備の予兆監視な
ど、幅広い用途に適用可能な自動監視を実現します。また「冷蔵庫温度監視サービス」として
飲食チェーン店などにおける冷蔵庫の温度監視など、食の安全に貢献するシステムやサービ
スが提供可能です。

事務所ビル、工場、スーパー、
コンビニ、飲食チェーン

● ● ● -

低圧
高圧小口

300 有償

GreenTALK
（GreenTALK BASE）

使用する電力・ガス・水道などに電力メーター・流量メーターなどのセンサーを設置すること
で、エネルギー使用量のデータを収集を行います。蓄積されたデータは可視化し、分析。使用
傾向をタイムリーに把握することで、無理・無駄のない”効率的”な省エネ活動を可能にしま
す。

工場、事務所、病院、学校、ホ
テル、オフィス

● ● ● -
高圧小口

高圧
300 有償

EMilia
（FMC-134）

エネマネとしてだけでなく1台で小さな中央監視システムとして利用できます。
業務用ビル、工場、商業施設
など

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

300 有償

株式会社ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング
協立機電工業株式会社
日立空調関東株式会社
株式会社日立ビルシステム

BIVALE
（FMC-134）

BEMSとしてだけでなく、クラウド型の入退室管理システムや監視カメラシステムも同一システ
ム上に追加可能です。

業務用ビル、商業施設など ● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

150 有償

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 全国

①見える化サービス
使用電力量、自動制御履歴、計測温度等を1分単位でリアルタイム表示
②デマンドレスポンス時遠隔制御対応 地域の電力逼迫時に、顧客に事前
に同意を得た負荷設備に対して一斉自動制御しピーク電力を抑制
③省エネ診断報告
年1回、計測データに基づいて省エネ診断報告書を提出
④省エネアドバイス 毎月、Ｗｅｂ月次レポートでエネルギー使用量データを
閲覧可能。省エネ量を監視しＥＭＳ設定内容の変更や環境維持を目指した
省エネアドバイスを実施。

日立コンシューマ・マーケティング
株式会社
ヘルプデスク
0120-176-711
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.hit
achi-
cm.com/index.h
tml

株式会社日立システムズ 全国

当社が提供する「電力管理システム」は、様々なプロトコル（SNMP・
BACnet・Modbus・Lonworksなど）に対応し、各システムのデータを統合、ビ
ル全体のエネルギーの見える化が可能。電力量や温度等の収集データを
分析し、空調や照明などの各種設備の制御が可能。 また、当社が提供す
る、「設備診断サービス」「ファシリティ運用管理ソリューション」では、設備
設置エリアの温度や電流などの環境条件をはじめ、空調機の稼動状況な
どを調査分析し、省エネ提案を実施すると共に定期的な報告を行う。

株式会社日立システムズ
商品お問合せ窓口
0120-346-401
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.hit
achi-
systems.com/s
olution/s0303/
electricpower/i
ndex.html

株式会社日立製作所

日本国
内

オフィス・工場・店舗・病院・データセンターなど、業種や規模を問わず、一
つの法人需要家が多拠点のエネルギーデータや設備などを統合的に管理
し、省エネ、業務効率向上、BCPを実現するクラウドサービスです。クラウド
センターと現地のコントローラー（またはサーバー）とは、専用の回線網で
接続するため、インターネット別回線で接続する場合に比べて、安価、か
つ、セキュアに双方向通信ができます。利用者はクラウドセンターへアクセ
スすることで、電力、ガスなどの見える化、及び、空調、その他設備の遠隔
操作、自動制御予約ができます。

株式会社日立製作所
産業プラットフォーム統括部
03-5928-8251
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.hit
achi.co.jp/prod
ucts/infrastruc
ture/product_si
te/emilia/index
.html
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システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

Bems-you
（HC2S-C）

食品スーパーに特化した、ビルエネルギーマネジメントシステム。食品の鮮度を保ちつつ、冷
凍冷蔵と空調の温度を自動制御、建物全体のエネルギー最適化を行います。また、設定した
目標デマンドを超えないよう、電気機器制御を行います。クラウドを利用したエネルギーの見
える化を行い、トータルエネルギーの管理を行います。

食品ｽｰﾊﾟｰ、コンビニ、物販店
舗等

● ● ● -
高圧小口

高圧
370 有償

Kitchen-Bems
（UELC2000）

Kitchen-Bemsは、厨房を含む店舗エネルギー管理を得意とする、エネルギーマネジメントシス
テムです。エネルギーの見える化・デマンドコントロールを始め、空調制御ではスケジュール
設定による運転管理や、省エネ設定ではサイクリック制御（３０分中６分間のみ40%運転抑制）
を行います。

飲食店等 ● ● ● -

低圧
高圧小口

180 有償

F's eye
（#65X3J00）

冷凍冷蔵・空調・照明設備全体のエネルギーを常時最適化する、トータルエネルギーマネジメ
ントシステム。各設備の節電制御に加え、パソコンで温度・エネルギー・警報履歴・レイアウト
等、一元管理が可能。また、温度管理において張票を自動的に作成も行えます。低温倉庫や
工場など、大型施設の管理に強みをもっている。

低温倉庫、食品工場、ホテル、
病院、老健施設等

● ● ● -
高圧小口

高圧
1,000 有償

PN-XERO-F
（PN-XERO）

食品ｽｰﾊﾟｰ、物販店舗など ● ● ● -
高圧小口

高圧
700 有償

PN-XERO-8
（PN-XERO-8）

食品ｽｰﾊﾟｰ、物販店舗など ● ● ● -
高圧小口

高圧
700 有償

PN-XERO-K4
（PN-XERO-K4）

食品ｽｰﾊﾟｰ、物販店舗など ● ● ● -
高圧小口

高圧
700 有償

PN-XERO-K8
（PN-XERO-K8）

食品ｽｰﾊﾟｰ、物販店舗など ● ● ● -
高圧小口

高圧
700 有償

Enetune-BEMS
（FSA3-B000）

①クラウド基盤を活用したエネルギーデータの一元管理により、統合的な見える化を実現
②エネルギーの利用状況を同一換算値で統合し、グラフ表示が可能
③データはダウンロードして加工が可能
④エネルギー消費量原単位で算出し、拠点間の比較・分析が可能
⑤過去の電力使用実績などをもとに電力需要予測をグラフ表示可能
⑥電力使用監視により、閾値超過時には管理者に警報を通知。また、遠隔自動制御機能によ
り契約電力超過の抑制が可能
⑦管理対象は空調、照明、冷凍・冷蔵設備だけでなく、蓄電池設備、太陽光発電設備も可能

事務所ビル（小～中規模）、公
共施設、病院、店舗等

● ● ● -

低圧
高圧小口

高圧
500 有償

株式会社富士通マーケティング
ソレキア株式会社
扶桑電通株式会社
株式会社エフコム
日本工営株式会社

NK-EMS
（NK-CPU）

エネルギー見える化、省エネ・デマンド制御だけでなく、BCP対応として太陽光発電設備、蓄電
池設備との連係も可能で拡張性が高い。

中規模商業施設 ● ● - ポンプ
高圧小口

530 有償

FE　BEMS　えこ店長システム
（SEM2-ZA/ZB/ZC）

小規模店舗、事務所、学校、病
院、ホテル等

● ● ●
ガス・水道な

ど

低圧
高圧小口

高圧
300 有償

FE　BEMS　ECOMAXコントローラーシステム
（EMA1-S01）

コンビニ・スーパーマーケット等
店舗、物流センター、倉庫等

● ● ●
ガス・水道な

ど

低圧
高圧小口

高圧
600 無償

FE　BEMS　GreenTerminalシステム
（FSA3-B000）

中規模ビル、工場、事務所、物
流センター、倉庫等

● ● ●
ガス・水道な

ど

低圧
高圧小口

高圧
600 無償

フクシマトレーディング株式会社

全国

①電力消費量の可視化
30分単位のエネルギー使用量を、リアルタイムで表示可能

②電力消費量の遠隔抑制
地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備を自動制御

③省エネ診断報告・助言
1年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出

④省エネアドバイス
毎月省エネ結果報告書を提出。随時省エネアドバイスを対面で実施

フクシマトレーディング株式会社
トータルソリューション事業部
06-6477-2090
9:00～17:30
（土日除く）

http://www.fuk
usima.co.jp/ftl/
FTL.html

福島工業株式会社

室内に人の高さに合せ、温度センサーを設置、１分毎の温度監視により最適な温度を保ちつ
つ空調の制御御を行います。また、 デマンドを抑え、ピーク時以外にも温度を基準に使用量
の削減を行う。その他スケジュール制御も行います。 インターネット環境があればどこからで
もモニタリング可能

http://www.fuji
electric.co.jp/

富士通株式会社

全国

①電力消費量の可視化
・30分単位の電力消費量および電力消費量実績をリアルタイムで表示可
能
・各フロア間、拠点間等の比較が可能
②電力消費量の遠隔抑制
・地域の需給逼迫時に顧客と事前に同意を得た設備を自動制御
③省エネ診断報告・助言
・省エネ診断、報告を定期的(1回/年)に実施し、診断報告書を提出
④省エネサービス
・エネルギー使用データを活用した省エネチューニング、施設運用支援等
のデータ分析サービスを実施

富士通株式会社
公共営業本部 新エネルギービジネ
ス推進統括部
03-6252-2673
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://jp.fujitsu.
com/solutions/
safety/energy/
enetune

富士電機株式会社 全国

①エネルギーの計測と見える化
  ・受電電力と設備または系統毎の電力計測が可能です。
    計測間隔は最短１分です。
  ・電力以外にガス、水道の計測が可能です。
②接続設備の制御
  ・目標値の設定に応じて、デマンドピーク到達前にローカル側で対象機器
の制御を行うことが可能です。
  ・顧客ポータル画面から遠隔で、ローカル側への制御指示が可能です。
  ・スケジュール運転制御が可能です。
③デマンドレスポンス
  ・要請に応じて、電力管区別、時間帯別に制御指示が可能です。
④クラウドサービス
  ・ID、パスワードによるWebブラウザでの各種画面表示です。
  ・クラウドシステムによるデータ管理です。
⑤その他
  ・スマートメーターとの連携が可能です。

①電力消費量の可視化
5分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能です。

②電力消費量の遠隔抑制
地域の需給逼迫時に、顧客と事前に同意を得た設備を自動制御が可能です。

③省エネ診断報告・助言
半年に1回、省エネ診断を実施し、診断報告書を提出します。

④省エネアドバイス
省エネ診断報告時に、省エネアドバイスを対面で実施します。

富士電機株式会社
組立・施設事業部　組立技術部　技
術第一課
042-585-6934
9:00～17:00
（土日祝除く）
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空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

エネ達３
（EMI-MS03）

室内温湿度を常時モニタリングすることで、環境を維持した省エネが可能。見える化によりエ
ネルギーマネジメントを行う。機器間通信は無線で行うため短期間の設置が可能。

店舗・事務所・病院・福祉施設・
飲食店・ホテル・学校・その他（

● ● ● 熱源・動力

低圧
高圧小口

170 有償

E M I 株式会社
エネ達３LT
（EMI-MS03LT）

室内温湿度を常時モニタリングすることで、環境を維持した省エネが可能。見える化によりエ
ネルギーマネジメントを行う。

店舗・事務所・飲食店・その他 ● ● ● 熱源・動力

低圧
高圧小口

130 有償

株式会社シーイーシーカスタマサービス

北海道

①エネルギー情報と室内外環境情報の見える化
30分毎のリアルタイム表示が可能（トレンドグラフで異種データの一元表
示、任意期間との比較、計測仕様に応じて1分毎の表示可能）。
②デマンドレスポンス
需給逼迫時に、施主と事前に同意を得た設備の自動制御が可能。
③④省エネ診断・アドバイスサービス
EMSデータに基づく省エネ診断・アドバイスのレポートを定期提出。

E-Tac BEMS
（KTC25-SA）

・中規模以上の建物を対象としたシステム。
・エネルギー情報（電力、燃料等）と室内外環境情報（温湿度、CO2濃度等）を一元的にリアル
タイムに見える化し、任意期間との比較やゾーン・フロア別の比較等により、施主と利用者の
一丸となった省エネ行動の誘発が可能。
・オープンシステムにより、建物に応じた柔軟な計測・自動制御のシステム構成が可能。

ホテル・病院・事務所など ● ● ●
熱源設備、融
雪設備など

高圧小口
高圧

1,425 無償

北電興業株式会社
建築部建築技術グループ
011-261-1517
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.hok
udenkogyo.co.jp
/service/energ
y.html

エネサーブ株式会社

DIASYS Netmation
（CPCPU31）

火力発電所でも使われているシステムであるため、高機能、高信頼性をもったシステムであ
る。

工場、ビル ● ● -
生産設備、

ユーティリティ
設備

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

500 有償

株式会社MHPSコントロールシステムズ
三菱重工冷熱株式会社
株式会社テクノ菱和
恒栄電設株式会社
株式会社新大倉

smartSOLAVICE
（smartSOLAVICEコントローラ）

クラウドコンピューティングを利用した、中小規模なビル、工場の監視や熱源設備なの部分的
な監視、制御に適したシステム。

工場、ビル ● ● -
熱源設備、

ユーティリティ
設備

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

200 有償

監視制御システムＳＡ１－Ⅲ
（ＳＡ１－Ⅲ）

空調、照明機器、さらには受配電設備から工場の生産設備までを監視・制御するとともに、稼
働実績、エネルギー消費量などの「見える化」及び「原単位管理」を実現

大規模商業施設・工場等 ● ● ● -
高圧

3,042 無償

監視制御システムＳＡ１－ＭＩＣＯ
（ＳＡ１－ＭＩＣＯ）

照明と空調の監視・操作・省エネ制御とエネルギーの見える化を実現 中・小規模店舗事務所等 ● ● - -
高圧小口

高圧
670 無償

株式会社プランテック総合計画事務所

全国

実際に人がいる場所に温湿度センサーを設置し、正しく温度・湿度を計測
し、空調機を自動制御する。 室内環境を常にモニタリングし制御量を調整
するので、物販や飲食店舗などのサービス業でも安心して利用可能。 建
物の規模や利用常用に応じて複数の電力センサーやガスセンサーを設置
可能。センサーの設置は省エネ診断の他、特に運用を改善したいポイント
を中心に行なうことで、蓄積される情報を最大限に活用可能。 また、建物
内のシステムの機器間通信に無線通信を採用、設置・施工の短縮（一般
的な物件では１日で設置完了）を実現。 中?小物件向けのエネ達３LTは有
線通信を採用し、リーズナブルなコストで導入することができる。 H23年度
BEMSアグリゲータ事業では、事業全体の5.5%シェア（OEM供給を含む）と
なる約400件に導入され、豊富な実績がある。 また追加オプションとして、
建物自体をはじめ事業所のあらゆる設備/機器の型式、数量、設置場所、
修理・点検履歴、図面の管理、更新・移設・除去履歴管理が可能な総合
ファシリティ管理システムを提供している。

E M I 株式会社
営業部
03-3291-5571
9:00～18:00
（土日祝除く）

http://www.emi
-group.co.jp/

有償

古川電気工業株式会社
営業本部 ネットワーク部
03-5821-0491
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.fur
ukawa-
denki.com/

北電興業株式会社

三井情報株式会社

日本全
国

◆クラウドを活用した空調機器（電気・ガス）制御システムであり、導入機種
（セントラル型、パッケージ型）やメーカーを 　問わず　決め細やかな温度
設定、モードの制御を含めた運用をお客様に代わりアウトソースをサービ
スすることが 　特徴で、快適性を重視しながらもICTを活用し省エネを実現
します。 　・カテゴリー単位で制御を行うことで、冷やしすぎ・暖め過ぎのム
ダを排除 　・設定温度や冷暖房/送風のモード変更 　・隣接したカテゴリー
の温度やモードを監視し、最適な省エネ運転を自動判断 　・10分間隔でき
め細かく制御 　・毎月メールにより基準年対比の削減実績を報告 ◆月額4
万円程度から（初期費用パターン）※空調の台数により変動

◆サービス終了後
　　・クラウドサーバと通信が途絶えた（サービス終了）となった際、
　　　制御機器（ゲートウェイ）は、クラウドサーバ制御時に集積した
　　　制御内容にて制御を行う。

　　・制御機器（ゲートウェイ）にネットワーク（LAN）接続したPCの
　　　ブラウザ画面より、制御情報の確認、見える化を実現する。

ＧｅＭ２（クラウド型省エネルギーマネージメントサービス）
（MKI-GEM-GW01）

最新産業用コンピュータ使用による、高処理能力と耐障害性の両立
シネマ・スーパー・量販店・ス
ポーツジム・リゾートホテル

● - ● -

低圧
高圧小口

高圧
800

古川電気工業株式会社

全国

スーパーマーケット、商業施設を主に対象とした要冷設備を当社独自技術
により、10％以上の電力削減を実現 電力の計測ならび遠隔からのデマン
ド監視・制御に対応、異常発生時には設備管理者へメールにて通知 ブラ
ウザ経由でシステム状態、計測グラフをリアルタイムで提供　使用電力量
を把握、分析からの省エネルギーの診断及び 助言、運用改善提案を実施

Ｅco Cool
（EC-EL）

①電力消費量の可視化
②要冷コンプレッサの制御　（6秒間隔で実施）
③省エネ診断
④省エネ提案

食品スーパーマーケット、冷凍
冷蔵倉庫等

無償

三井情報株式会社
IT基盤サービス営業本部 スマート
サービス部　第一営業室
03-6376-1277
9:15～17:30
（土日祝除く）

http://www.mki
.co.jp

三菱重工業株式会社

全国

エネルギーマネジメントシステムとして、適用規模に合わせてシステムを柔
軟に構築可能なシステムを導入することで、電気・ガス等のエネルギー使
用量を見える化するとともに、生産情報などと紐づけることにより、リアルタ
イムでの原単位を把握することができ、運用改善や設備改修などの省エネ
ルギー効果を促すシステム。

株式会社MHPSコントロールシステ
ムズ
営業部　横浜営業グループ
045-285-0115
9:00～17:00
（土日祝除く）

http://www.cs.
mhps.com/

● - - -
高圧

550

三菱電機システムサービス株式会社 全国

①見える化サービス（電力消費量の可視化）
・30分単位の電力消費量を、リアルタイムで表示可能
②電力需給調整サービス ・ピークカット操作等で系統電力消費を抑制
③簡易診断サービス ・省エネ診断報告書等を年度内に１回以上提供 （継
続的な省エネアドバイスや設備・システム更新・保守に関する省エネ提案）
④エネルギーレポート ・３ヶ月に１度、エネルギー使用量をグラフ化し、省
エネアドバイス情報を提供

三菱電機システムサービス株式会
社
省エネソリューション営業部　エネ
ルギー管理センター
03-5433-8560
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.mel
sc.co.jp/

20 / 22 ページ



空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

Ｆａｃｉｍａ　ＢＡ　System（ファシーマ･ビー・エー・システム）
（FMS（FMP））

「監視・制御」と「見える化」の両面から、ビルの省エネを強化します。設備メーカーを問わず設
備を一括管理でき、シームレスな拡張を実現します。中規模から大規模のビルにお勧めで
す。

事務所、店舗、ホテル、病院他 ● ● - 熱源設備
高圧小口

高圧
特別高圧

449 無償

Ｆａｃｉｍａ　ＢＡ　System　touch（ファシーマ・ビー・エー・タッチ）
（FMP-T）

「監視・制御」と「見える化」の両面から、ビルの省エネを強化します。設備メーカーを問わず設
備を一括管理でき、シームレスな拡張を実現します。タッチパネルを搭載し、小規模から中規
模のビルにお勧めです。

事務所、店舗、ホテル、病院他 ● ● - -
高圧小口

高圧
393 無償

全国

全体計測はデマンド計測ユニット・メインユニット・コントロールユニットの
セットを導入することによりデマンド 超過予測警報・空調負荷制御・計測
データの集積と連携サーバーへの配信を行う。 各ユニット間は９２０MH帯
の無線通信を行うため既築店舗等での課題である施工作業費用の大幅
低減を 実現。 計測データはインターネット回線を利用することにより設置
拠点・遠隔地の本部等での閲覧・分析が可能と なる。（３Ｇモバイル、クラ
ウドサービス活用）

無線デマンドコントロールシステム
（DRCS-MPA）

デマンド監視によるピークカットで電気料金を削減。 時間帯別の電力監視によるムダの発見
で使用電力量を削減。 無線システムで導入コスト（電気・通信工事費）を削減。

物販・飲食店・店舗・事務所 等 ● ● -
電力以外の

設備
高圧小口

300 無償

株式会社ミライト・テクノロジーズ
ソリューション事業本部　第一営業
部　第三営業グループ
03-5496-7160
9:00～17:30
（土日祝除く）

https://www.te
c.mirait.co.jp/

東北／
関東／
北信越

当社は中小規模建物を対象に、省エネや省ＣＯ２、ファシリティマネジメント
を推進しライフサイクルの視点でお客様建物の価値向上を目指します。但
し中小規模建物では、専門的人材や知見が不足し、また経済的負担から
省エネ設備の導入や運用時の省エネ管理が進捗しない状況にあります。
そこで基盤顧客の建物新築、設備・電気の施工顧客（新規・既存）にＥＭＳ
を積極導入し、省エネマネジメントを支援します。合わせて運用時の実績
データを分析し設計や施工、保守サービスに情報をフィードバックします。
当社ではエネマネ事業の実践でお客様に以下の価値をご提供します。
①「エネルギー管理と省エネルギー制御」によって快適性・生産性を保持し
ながら、省エネ・省ＣＯ２を達成し、エネルギーコスト・保守コストを削減しま
す。
②「診断サービス」によってエネルギーの使用実態やムダを見える化し省
エネマネジメントの継続的な実践を支援します。
③「省エネアドバイス」によって効果的な調整・改修方策を提案し、計画的
改善方策を提案します。
④「資産管理電子情報化システム」によって建物のライフサイクル情報を
包括的に一元管理し、お客様建物の価値を向上します。

YAMATO TASKPLUS - EMS
（YERM）

中小規模建物にＥＭＳ導入を促すため、多種多様な用途・規模の施設特性に合わせたシステ
ム構築を可能とします。機器には原則汎用品を採用し、接続する機器メーカーは選ばず、多く
のメーカーへの対応が可能です。ユーザーフレンドリーの視点でシステム及び見える化、操作
がカスタマイズでき、専門的知見の少ない管理担当者でも省エネ管理やチューニングが実践
できます。また自動計測しないデータやコスト情報、また施設利用者数や売上高などの各種
情報も任意に入力でき、エネルギー情報と合成分析すれば経営管理情報としても活用できま
す。

中小規模事業所(事務所、店
舗、食品スーパーマーケットな
ど）

● ● ●
換気、給湯、
搬送（空気、

水）
高圧

1,300 有償

株式会社ヤマト
ヤマトコンタクトセンター
0800-800-7380
8:30～17:30
（土日祝除く）

http://www.ya
mato-se.co.jp/

統合生産制御システム「CENTUM VP」
（LHSKM3）

高い信頼性を誇る生産制御システムです。プラント全体の情報を正確、リアルタイムに把握
し、安定した監視・制御を実現するＦＥＭＳです。 わかりやすい操作監視環境により、直観的な
判断を可能にする視認性の高いデータを提供します。

工場 - - -
生産ライン、

動力 高圧
特別高圧

3,500 有償

工場エネルギー操業支援システム「EnerizeE3」
（EMS1000）

生産現場から経営者等、様々な視点でエネルギーKPI(評価指標)を明らかにし、意思決定を
支援するＦＥＭＳです。 エネルギーコスト・原油換算・生産エネルギー原単位等の必要情報
は、ビジュアルビルダ（機能ブロック図)設定とし、 設備変更や工程変更への容易な追従を可
能としています。

工場 - - -
生産ライン、

動力 高圧
特別高圧

3,000 有償

Supervisory Systems「FAST/TOOLS」
（RVSVRN）

「広域統合」および「情報システムインフラ」として適用するデータ活用型ＳＣＡＤＡをベースとし
たＦＥＭＳです。 小から大規模への対応、計装、ユーティリティ、生産ライン監視・制御による
操業・品質の管理・改善と幅広いターゲットに適用できます。 Webベースの操作・監視画面で、
どこからでも情報にアクセスできるので、効率的な操業・エンジ環境を提供します。

工場 - - -
生産ライン、

動力 高圧
特別高圧

3,000 有償

プラント情報管理システム　「Exaquantum」
（NTPP001）

生産ライン監視・制御やユーティリティなど幅広いプラント情報管理機能に対応可能なＦＥＭＳ
です。 DCS やPLC などのプラント制御システムのデータを収集・加工・保存し、操業管理，製
造管理などの領域にプロセス情報を提供します。 Web 画面により、遠隔から操業の状況把握
や解析支援することも可能です。

工場 - - -
生産ライン、

動力 高圧
特別高圧

3,000 有償

エネルギー管理システム「InfoEnergy」
（NT8880J）

InfoEnergyは、安価なＥＭＳデータサーバを現場に分散配置し、イントラネット上のＰＣから監
視操作するＦＥＭＳです。 「誰でも、何時でも、何処でも見える」を実現しています。分散配置し
たデータサーバではエネルギーデータや関連データを収集/蓄積。 これらのデータは任意に
関連付けて表示できるので統合管理はもちろん、エネルギーの無駄の解析も容易にしていま
す。

工場、学校、病院など - - -
生産ライン、

動力 高圧
特別高圧

700 有償

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

全国
（サー
ビス拠
点約２
８０箇
所）

クラウドサービス（エネルギーの見える化）とともにエネルギーの使用状況
や設備運用状況を分析・評価し、レポート提出やアドバイス等により、最適
な改善策をご提案致します。 平成２６年度・平成２７年度、２年連続でエネ
マネ事業者として採択された実績もあり、豊富な経験を有しております。

三菱電機ビルテクノサービス株式
会社
ビルまるごと相談室
0120-051-007
9:00～17:30
（土日祝除く）

http://www.mel
tec.co.jp/

http://www.yok
ogawa.co.jp/

株式会社ミライト・テクノロジーズ

株式会社ヤマト

横河ソリューションサービス株式会社 全国

エネルギーの「見える化」をスタートポイントとし、エネルギー情報と生産情
報より「生産エネルギー原単位」を抽出する。これをキーデータとし、生産
のムダの発掘を行い、操業改善、制御性改善などにより生産効率向上を
図り、エネルギー使用の最適化の実現を目指している。従来の製造プロセ
スごとの最適化を発展させ、「製造プロセス間最適化」を目指していく。 エ
ネルギーの需要側（生産）と供給側（動力）各々でエネルギー最適化に取り
組んでいるが、需給アンバランスによるムダが課題となっている。このムダ
削減に向けて、「エネルギー受給連携」に向けて、収集データの分析にとど
まらず、生産計画、天候情報などによるエネルギー需要予測、その結果に
よるエネルギー供給を満たす最適制御を行い、エネルギー使用合理化を
実現する。 　また、導入後の効果確認、分析などで新たな課題発掘→解
決を図っていくアフターコンサルを継続していく。

横河ソリューションサービス株式会
社
ソリューションビジネス本部コンサ
ルティング２部
0422-52-6396
9:00～17:00
（土日祝除く）

21 / 22 ページ



空調 照明
冷凍
冷蔵

その他

システム名称 提供システムのアピールポイント 主な導入ターゲット

主なエネルギー管理の対象設備

■平成28年度  エネルギー使用合理化等事業者支援補助金   補助対象EMS・エネルギー管理支援サービス一覧

【ご注意ください】
●本一覧は各エネマネ事業者から提供された情報を元に作成しております。詳細は各エネマネ事業者の問い合わせ窓口にご連絡ください。
●補助対象EMS・エネルギー管理支援サービスは、提供するエネマネ事業者によって費用・機能・内容が異なります。複数のエネマネ事業者に相談を行い、導入予定の事業場等に最適なEMSとエネルギー管理支援サービスを選択してください。
●導入例における導入費用は、あくまで想定モデルに対する費用です。建築物の構造、付帯設備の状況、計測・制御方法に応じて導入費用は変動します。

エネマネ事業者

エネルギー管理支援サービス 補助対象EMS（提供可能なEMS） 導入例 サービス
契約終了後
ＥＭＳ継続
使用への対

応

問い合わせ窓口

エリア 提供サービスのアピールポイント 名称/電話番号 ホームページ
需要家
規模

参考費用
（工事費込）

（万円）

北信
越、関
東、東

北

自社開発の【RiCS-200】はオーダーメイドの中央監視システムで、特に建
物の平面レイアウトやシステム系統図のグラフィック表示は機器の運転状
態を総合的に捉える事ができるため、直感的な監視・操作が可能となって
いる。　基本機能として、機器の運転状態監視、スケジュール発停管理、
温湿度等のアナログデータ計測、光熱水等のエネルギーデータ計測、デー
タ類のグラフチャート表示がある。また、監視センターにてデータのバック
アップとシステム異常の監視、設定変更・バージョンアップなどのカスタマイ
ズを行う。 【RiCS-WEB】機能により、現地のデータがインターネット接続環
境（ＰＣ、スマートホン等）にて、どこでも閲覧できる。また、警報発生時の
メール送信など、さまざまな「見える化サービス」を提供する。 【RiCSデマン
ドコントローラー】機能により、自律的にデマンドを予測演算し、超過が予測
される場合は、警報を発するとともに、対象制御機器を段階的に自動発停
する。

RiCS（リックス）
（RiCS-200）

・5分単位のエネルギー消費量をリアルタイムに表示。WEB機能により、PC・スマートホン等で
確認できる。
・地域の電力需給逼迫時に、取り決めたデマンド値に抑制する様、遠隔にて設備機器を制御
できる。
・各月毎に測定するエネルギーデータを元に省エネ診断を実施し、初年度は3ヶ月に1回、次
年度以降は半年に1回、診断報告を実施する。
・診断サービスの結果に基づき、省エネ達成度をグラフ等で示し、更なる省エネのための改善
案を提示する。

病院、福祉施設、商業施設、学
校、工場、事務所ビル等

● ● ● 熱源設備

低圧
高圧小口

高圧
特別高圧

900 無償

菱機工業株式会社
RiCSコールセンター
025-245-0222
9:00～17:00
（365日）

http://www.ryo
kikogyo.co.jp/

全国
（沖縄
を除く）

高効率の照明設備や空調設備、ＥＭＳなど豊富な製品やシステムやサー
ビスの中からお客様のニーズに合わせてオフィスや商業施設などに最適
な省エネをワンストップでご提案できます。

エコデマンドシステム NK-15
（NK-15）

主となる制御対象負荷の空調設備を個々で細やかにコントロールし、快適な空間を実現しな
がら節電効果が得られます。

商業施設（遊戯施設、飲食店
等）、事務所ビル等

● ● - -
高圧小口

高圧
320 無償

株式会社リレー
営業課
06-7711-1322
9:30～18:00
（土日祝除く）

http://www.re-
ray.com/

菱機工業株式会社

株式会社リレー
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