
NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ￥0～ 可 ￥0～

・見える化
・節電電力プラン

各種お知らせサービス

セキュリティ 100戸 ￥0～ 可 ￥0～
・見える化
・節電電力プラン

各種お知らせサービス

その他 － － － － － －

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ￥0～ 可 ￥0～

・見える化
・節電電力プラン

各種お知らせサービス

セキュリティ 100戸 ￥0～ 可 ￥0～
・見える化
・節電電力プラン

各種お知らせサービス

その他 － － － － － －

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥0 可 ¥500

・見える化
・電気料金割引
・時間帯別プラン

一括受電利用料
各種お知らせサービス

セキュリティ 100戸 ¥0 可 ¥500
・見える化
・電気料金割引
・時間帯別プラン

一括受電利用料
各種お知らせサービス

その他 － ― ― ― ― ―

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト※２ リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸

\0～
※建物や導入する設備によって異

なります。
可

\0～
※お客様の費用負担は一部オ

プ
ションを除きかかりません。

・見える化
・節電支援

節電ポイントによる節電支援
マンションポータルサイト
インターホンでの見える化

セキュリティ 100戸
\0～

※建物や導入する設備によって異
なります。

可
\0～

※お客様の費用負担は一部オ
プ

ションを除きかかりません。

・見える化
・節電支援

節電ポイントによる節電支援
マンションポータルサイト
インターホンでの見える化

その他 － ― ― ― ― ―

■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

アイピー・パワーシステムズ
株式会社

事業概要(アグリゲータコメント)：創業以来スマートメーターを標準装備した一括受電サービスを提供しております。
                                         　 スマートメーターの設置・運用実績は業界最大です。 http://www.ipps.co.jp/

② 電力一括購入サービス＋ 既築 営業グループ
03-5418-1260

平日　9:00～18:00

「自動検針・見える化」と「遠隔アンペア制御」は当社システムで対応いたしますので、お客様の負担はありません（表示モニター等を除く）。

専有部のECHONET Lite対応機器と共用部のデマンド制御機器については、管理組合様のニーズ応じてコスト優先から機能優先までメ
ニューを準備いたします。ご相談ください。

なお、当社はMEMSと一括受電を一体として提供しますので、サービス開始には居住者様全員の同意が必要になります。また、マンション
の規模等の条件によってはサービスを提供できない場合がございます。
 
【サービスエリア】　主要サービスエリアは関東圏・関西圏
【補助事業者の一括受電設備資産保有】　可

サービス概要

① 電力一括購入サービス＋ 新築 営業グループ
03-5418-1260

平日　9:00～18:00

「自動検針・見える化」と「遠隔アンペア制御」は当社システムで対応いたしますので、お客様の負担はありません（表示モニター等を除く）。

専有部のECHONET Lite対応機器と共用部のデマンド制御機器については、デベロッパー様のマンション企画に応じてコスト優先から機能
優先までメニューを準備いたします。

【サービスエリア】　全国
【補助事業者の一括受電設備資産保有】　可

★あなぶきパワー＆リース
　 株式会社

事業概要(アグリゲータコメント)：高圧一括受電を活用した集合住宅向けスマートエネルギーサービス
                                      　　初期投資がゼロで導入できます http://www.power-lease.co.jp/

サービス概要

①

【ｅｎｅスマ＋α】
エネルギー管理支援サービス

平成26年10月～（予定）

【サービス詳細】
・電力提供サービス（電気料金の割引）
・専有部のエネルギー利用状況の見える化
・電力逼迫時の各戸へのメール及びサービス画面での通知
・時間帯別料金サービス
・電気料金請求額通知
・節電ポイントサービス（検討中）

【サービスエリア】　全国
【補助事業者の一括受電設備資産保有】　可

新築

既築
技術グループ　MEMS担当

087-825-5330
平日　9:00～18：00

★アルテリア・ネットワークス
　 株式会社

事業概要(アグリゲータコメント)：集合住宅向け全戸一括加入方式により光インターネット接続サービスシェアNo1のノウハウを生かして、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギーマネジメントを実現するサービスを提供します。 http://www.enermy.jp/

サービス概要

①
エネルギー管理支援サービス

平成25年12月(予定）

エネルギー管理支援サービス×電力一括受電サービス×イン
ターネット接続サービスをワンストップでご提供。
【サービス詳細】
・電力一括受電サービス「とくエネ」による電気料金削減
・お客様専用ページにて、専有部の電力使用量や請求額の見える化
・専有部の節電をメールにて促しピークカットに寄与
・共用部の機器制御によるピークカット

【サービスエリア】関東、関西、名古屋、福岡、その他応相談
【組合の設備保有】　不可

新築

既築

UCOMエネルミー
お客様センター

MEMS担当
0120-966-001

平日　10:00～19:00

http://www.ipps.co.jp/
http://www.power-lease.co.jp/
http://www.enermy.jp/


■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸

～2,625,000円
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連工事が
必要な場合の追加費用

+～3,612,000円）

可 ～2,677円
・見える化
・自動制御
・お知らせ

・高圧一括受電による安価な電気料
金
・全戸一括加入による安価なインター
ネット接続料金を含む。
・共用部電子掲示板（オプション）
・蓄電池（オプション）

セキュリティ 100戸

～4,378,500円
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連工事が
必要な場合の追加費用

＋～7,224,000円）

可 ～2,047円
・見える化
・自動制御
・お知らせ

・高圧一括受電による安価な電気料
金
・全戸一括加入による安価なインター
ネット接続料金を含む。
・共用部電子掲示板（オプション）
・蓄電池（オプション）

その他 ○ － － － － － －

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ～2,625,000円 可 ～735円

・見える化
・自動制御
・お知らせ

・高圧一括受電による安価な電気料
金
・共用部電子掲示板（オプション）
・蓄電池（オプション）

セキュリティ 100戸 ～4,378,500円 可 ～525円
・見える化
・自動制御
・お知らせ

・高圧一括受電による安価な電気料
金
・共用部電子掲示板（オプション）
・蓄電池（オプション）

その他 ○ － － － － － －

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸

5,250,000円
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連工事が
必要な場合の追加費用

+3,612,000円）

可 2,677円
・見える化
・自動制御
・お知らせ

・全戸一括加入による安価なインター
ネット接続料金を含む。
・共用部電子掲示板（オプション）
・蓄電池（オプション）

セキュリティ 100戸

9,628,500円
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連工事が
必要な場合の追加費用

＋7,224,000円）

可 2,047円
・見える化
・自動制御
・お知らせ

・全戸一括加入による安価なインター
ネット接続料金を含む。
・共用部電子掲示板（オプション）
・蓄電池（オプション）

その他 ○ － － － － － －

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 \16,000,000～ 可 ¥1,850

･専有部見える化
･共有部自動制御
･デマンドコントロール
･電力割引サービス

･ブロードバンド接続サービス
･家電機器リモコン制御(オプション)
・お部屋の快適情報サービス
･見守り安否確認サービス(オプション)

セキュリティ ○ 100戸 \25,500,000～ 可 ¥1,450

･専有部見える化
･共有部自動制御
･デマンドコントロール
･電力割引サービス

･ブロードバンド接続サービス
･家電機器リモコン制御(オプション)
・お部屋の快適情報サービス
･見守り安否確認サービス(オプション)

その他 － － － － － －

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 \13,000,000～ 可 ¥1,850

･専有部見える化
･共有部自動制御
･デマンドコントロール

･ブロードバンド接続サービス
･家電機器リモコン制御(オプション)
・お部屋の快適情報サービス
･見守り安否確認サービス(オプション)

セキュリティ ○ 100戸 \18,000,000～ 可 ¥1,450
･専有部見える化
･共有部自動制御
･デマンドコントロール

･ブロードバンド接続サービス
･家電機器リモコン制御(オプション)
・お部屋の快適情報サービス
･見守り安否確認サービス(オプション)

その他 － － － － － －

伊藤忠ケーブルシステム
株式会社

事業概要(アグリゲータコメント)：長年に渡る集合住宅向けブロードバンド接続サービス、スマートITマンション改修施工実績に加え、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エネルギーマネジメント/高圧電力一括受電サービスを一体となってご提供いたします。   http://ics.bb4u.ne.jp/

サービス概要

①
BB4Uエネルギー管理支援サービス
       電力供給サービスあり

新築

既築

② BB4Uエネルギー管理支援サービス
新築

既築

高圧電力一括受電の仕組みとMEMSを組み合わせ、安価な電力料金体系をご提供しながら、建物構造･
世帯数構成･前年実績などを元に電力量年間使用予測、節電目標達成プランを作成します。日々の使用実績を
元に、目標達成への到達度を示したり、目標を超えそうな場合の行動アドバイスを行ないます。

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】 不可
【サービスエリア】　首都圏･東海･関西 その他応相談

ブロードバンドアクセス部
03-6277-1826

平日9:00～17:00

ブロードバンドアクセス部
03-6277-1826

平日9:00～17:00

・電力量年間使用予測、節電目標達成プランの作成します。
・目標達成到達度グラフと行動アドバイス
・共用部の自動制御サービス
・専有部の電力見える化クラウドサービス
・家庭内機器最適化ユニバーサルリモコンサービス(オプション)

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】 不可
【サービスエリア】　首都圏･東海･関西 その他応相談

伊藤忠アーバンコミュニティ
株式会社

事業概要(アグリゲータコメント)：弊社はマンション管理会社として、エネルギー管理支援サービスを通じて、管理組合様並びに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居住者様の大切なお住まいの資産価値の維持・向上及びマンション生活が豊かになるよう努めてまいります。   https://www.itc-uc.co.jp/

サービス概要

①
エネルギー管理支援サービス
（＋高圧一括受電サービス＋インター
ネット接続サービス）

新築

既築

コールセンター
「アイフロント２４」

0120-987-550
24時間365日受付

電力の見える化、共用部電力自動制御、各種お知らせサービスなどによりスマートマンション化の実現をお手伝いいたします。
また、分譲・賃貸を問わず建物管理を本業とする企業として、管理組合様・居住者様のご要望に応じた最適なサービスをご提供いたしま
す。
弊社コールセンター「アイフロント２４」が２４時間３６５日受付対応いたします。

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可

【サービスエリア】　関東・関西・仙台・名古屋・福岡
　　　　　　　　　　　　※一部エリアを除きます。

【サービス詳細】
・電力の見える化サービス
・共用部電力自動制御サービス
・各種お知らせサービス
・高圧一括受電サービス
・インターネット接続サービス

②
エネルギー管理支援サービス
（＋高圧一括受電サービス）

新築

既築

コールセンター
「アイフロント２４」

0120-987-550
24時間365日受付

③
エネルギー管理支援サービス
（＋インターネット接続サービス）

新築

既築

コールセンター
「アイフロント２４」

0120-987-550
24時間365日受付

電力の見える化、共用部電力自動制御、各種お知らせサービスなどによりスマートマンション化の実現をお手伝いいたします。
また、分譲・賃貸を問わず建物管理を本業とする企業として、管理組合様・居住者様のご要望に応じた最適なサービスをご提供いたしま
す。
弊社コールセンター「アイフロント２４」が２４時間３６５日受付対応いたします。

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可

【サービスエリア】　関東・関西・仙台・名古屋・福岡
　　　　　　　　　　　　※一部エリアを除きます。

【サービス詳細】
・電力の見える化サービス
・共用部電力自動制御サービス
・各種お知らせサービス
・高圧一括受電サービス

電力の見える化、共用部電力自動制御、各種お知らせサービスなどによりスマートマンション化の実現をお手伝いいたします。
また、分譲・賃貸を問わず建物管理を本業とする企業として、管理組合様・居住者様のご要望に応じた最適なサービスをご提供いたしま
す。
弊社コールセンター「アイフロント２４」が２４時間３６５日受付対応いたします。

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　可

【サービスエリア】　関東・関西・仙台・名古屋・福岡
　　　　　　　　　　　　※一部エリアを除きます。

【サービス詳細】
・電力の見える化サービス
・共用部電力自動制御サービス
・各種お知らせサービス
・インターネット接続サービス



■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥3,500,000 可 ¥200

セキュリティ ○ 100戸 ¥6,000,000 可 ¥200

その他 － － － － － －

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥6,500,000 可 ¥200

セキュリティ ○ 100戸 ¥12,000,000 可 ¥200

その他 － － － － － －

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト※２ リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥3,600,000 可 ¥0

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元

セキュリティ 100戸 ¥5,500,000 可 ¥0

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元

その他 200戸 ¥9,800,000 可 ¥0

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元
・電気料金割引増、省エネ機器の導
入促進などのプレミアムサービスあり

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 ¥4,000,000 可 -

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元
・ミルエネ専用表示端末

セキュリティ 100戸 ¥6,700,000 可 -

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元
・ミルエネ専用表示端末

その他 200戸 ¥12,000,000 可 -

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元
・ミルエネ専用表示端末
・電気料金割引増、省エネ機器の導
入促進などのプレミアムサービスあり

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 ¥3,000,000 可 -

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元
・光BOX+によるテレビで簡単みえる
化

セキュリティ 100戸 ¥4,800,000 可 -

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元
・光BOX+によるテレビで簡単みえる
化

その他 200戸 ¥8,300,000 可 -

・見える化サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・共用部自動制御サービス

・一括受電による安価な電力供給
・節電に応じたポイント還元
・光BOX+によるテレビで簡単みえる
化
・電気料金割引増、省エネ機器の導
入促進などのプレミアムサービスあり

株式会社NTTファシリティーズ 事業概要(アグリゲータコメント)：電力会社から集合住宅向けに高圧電力を一括購入することで、5％安い電気を提供します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 また、デマンドレスポンスサービス「EnneVision（エネビジョン）」により入居の節電を支援します。 http://www.ntt-f.co.jp/

①
エネビジョンエネルギー
管理支援サービス

新築

既築

NTTファシリティーズ
コンタクトセンタ
0120-72-7374

平日　9：00～17：00

②
エネルギー管理支援サービス
（フレッツ　ミルエネ活用プラン）

新築

既築

NTTファシリティーズ
コンタクトセンタ
0120-72-7374

平日　9：00～17：00

共用部の見える化サービス、節電サービス（共用部機器制御）及び専有部の見える化サービス、時間帯別料金サービス、節電ポイント
サービス（デマンドレスポンス）の提供により、マンション全体のエネルギー管理を実施し、マンション全体の節電・ピークカット(シフト)を
支援します。ご利用者は一括受電による安価な電気を利用できると共に、MEMSによる節電量に応じて電気料金に利用可能なポイント
が貰えます。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　東日本（首都圏、東北、北海道）

【サービス詳細】
・電力提供サービス（一括受電）：電気料金5％割引
・見える化サービス：リアルタイムな電気使用量の見える化
・時間帯別料金サービス：昼間節電すると従来の電気料金より安価
・節電ポイントサービス：需給逼迫時に節電するとポイントを提供
・共用部自動制御サービス：需給逼迫時に特定機器を自動制御

共用部の見える化サービス、節電サービス（共用部機器制御）及び専有部の見える化サービス、時間帯別料金サービス、節電ポイント
サービス（デマンドレスポンス）の提供により、マンション全体のエネルギー管理を実施し、マンション全体の節電・ピークカット(シフト)を
支援します。ご利用者は一括受電による安価な電気を利用できると共に、MEMSによる節電量に応じて電気料金に利用可能なポイント
が貰えます。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　全国

【サービス詳細】
・電力提供サービス（一括受電）：電気料金5％割引
・見える化サービス：リアルタイムな電気使用量の見える化
・時間帯別料金サービス：昼間節電すると従来の電気料金より安価
・節電ポイントサービス：需給逼迫時に節電するとポイントを提供
・共用部自動制御サービス：需給逼迫時に特定機器を自動制御

共用部の見える化サービス、節電サービス（共用部機器制御）及び専有部の見える化サービス、時間帯別料金サービス、節電ポイント
サービス（デマンドレスポンス）の提供により、マンション全体のエネルギー管理を実施し、マンション全体の節電・ピークカット(シフト)を
支援します。ご利用者は一括受電による安価な電気を利用できると共に、MEMSによる節電量に応じて電気料金に利用可能なポイント
が貰えます。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　西日本（関西、東海、北陸、中国、四国、九州）

【サービス詳細】
・電力提供サービス（一括受電）：電気料金5％割引
・見える化サービス：リアルタイムな電気使用量の見える化
・時間帯別料金サービス：昼間節電すると従来の電気料金より安価
・節電ポイントサービス：需給逼迫時に節電するとポイントを提供
・共用部自動制御サービス：需給逼迫時に特定機器を自動制御

株式会社　エナリス 事業概要(アグリゲータコメント)：“家電に息吹を”　エネルギーマネジメント専業企業ならでは、補助金申請件数No.1のBEMSシステム、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新電力の需給管理代行のノウハウを導入し、快適なライフスタイルとエネルギーの明日を拓きます http://www.eneres.co.jp/pr/20130426.html

サービス概要

①
エナリス-Mems
Interactive Home Automation
＋一括受電

新築

既築

・光や音声による省エネアドバイ
ス
・家電のホームオートメーション
・電力割引サービス

・家電のスマホコントロール・予約
・見守り・安否確認サービス
・お部屋の快適情報お知らせ

MEMS問い合わせ窓口
担当：佐藤、三嶋
03-6657-5453

平日10:00-12:00、13:00-17:00

・家電との双方向コミュニケーションサービス、光や音声でアドバイスし省エネ活動を応援
・家電の使い方や時間帯を工夫すると電気代が割引になる省エネ活動サービス
・宅内Hems機能による家電のホームオートメーション
・「お部屋の快適や安全を支援する多彩な生活情報」の提供
・計測データを活用した選べる電気（割安電力や再生可能エネルギー）
・（オプション）「安心」と「経済性」を両立する太陽光発電（創る）や蓄電池（貯める）のクラウド最適コントロール

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　可
【サービスエリア】　全国
　　　　　　　　　　　※サービスによっては、提供できないエリア有

②
エナリス-Mems
Interactive Home Automation

新築

既築

・光や音声による省エネアドバイ
ス
・家電のホームオートメ―ション

・家電のスマホコントロール・予約
・見守り・安否確認サービス
・お部屋の快適情報お知らせ

MEMS問い合わせ窓口
担当：佐藤、三嶋
03-6657-5453

平日10:00-12:00、13:00-17:00

・家電との双方向コミュニケーションサービス、光や音声でアドバイスし省エネ活動を応援
・宅内Hems機能による家電のホームオートメーション
・「お部屋の快適や安全を支援する多彩な生活情報」の提供
・（オプション）「安心」と「経済性」を両立する太陽光発電（創る）や蓄電池（貯める）のクラウド最適コントロール

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　可
【サービスエリア】　全国
　　　　　　　　　　　※サービスによっては、提供できないエリア有

サービス概要

※１ 通信インターネット接続料は別途費用がかかります。
※２ イニシャルコストは物件の条件により異なります。

③
エネルギー管理支援サービス
（光BOX+活用プラン）

新築

既築

NTTファシリティーズ
コンタクトセンタ
0120-72-7374

平日　9：00～17：00

※1 

※2 

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


■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

50戸
￥0

※ お客さまの費用負担は一部
オプションを除き、かかりません。

不可 ¥0
・電気料金の割引
・見える化
・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ

カーシェア/太陽光など

セキュリティ 100戸
￥0

※ お客さまの費用負担は一部
オプションを除き、かかりません。

不可 ¥0
・電気料金の割引
・見える化
・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ

カーシェア/太陽光など

その他 － － － － － －

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 － － － － －

セキュリティ ○ 100戸 \25,500,000～
※諸条件により異なります

可
\2,900～

※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料含
※諸条件により異なります

・エネルギーの見える化（専有
部、共用部、マンション全体、集
合住宅内のランキング表示等）
・共用部のデマンドコントロール

・太陽光
・蓄電池
・ＥＶ充電器　　等

その他 ○ － － － － － －

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト※２ リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 1500万円 可 300円～

・見える化
。節電電力プラン

・一括受電サービス
・ＥＶ充電器（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

セキュリティ ○ 100戸 2500万円 可 300円～
・見える化
・節電電力プラン

・一括受電サービス
・ＥＶ充電器（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

その他 ○ － ― ― ― ― ―

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 ¥21,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

セキュリティ 100戸 ¥35,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

その他 ○ 300戸 ¥100,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 ¥21,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

セキュリティ 100戸 ¥35,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

その他 ○ 300戸 ¥100,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 ¥21,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

セキュリティ 100戸 ¥35,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

その他 ○ 300戸 ¥100,000,000 可 ¥1,500 ・見える化と自動制御 一括受電/節電/太陽光など

★九電テクノシステムズ株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：九州の新築・既築マンションにＭＥＭＳを導入し、高圧一括受電サービス事業者と連携した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電力使用量の見える化など「エネルギー管理・節電サービス」を提供します。 http://www.q-tecno.co.jp/

サービス概要

①
エネルギー管理・節電サービス

※平成26年10月～

各家庭での使用電力量を見える化する事で、節電に対する意識の向上を促し、節電ポイント設定により、更に節電が図れま
す。一括受電による電気料金の割引、ネットワークプロバイダサービスとのセットでの割引やデマンドピーク時での節電貢献度に
応じて付与される節電ポイントによる割引が可能となります。

【サービスエリア】九州
【サービス詳細】
・電力使用量の見える化
・コンセント単位で電力測定可
・遠隔で家電制御化
・節電お知らせメール
・節電でポイント付与
・設備の自動制御で節電
・共用設備の管理（遠隔制御で節電）

かんでんＥハウス株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：高圧一括受電を活用したスマートマンションサービス   http://www.k-ehouse.com/

サービス概要

① スマートマンションサービス

高圧一括受電及び、ＨＥＭＳ・ＭＥＭＳ等を組合わせて、マンション全体のエネルギーを最適化するマネジメント
サービスと、インターネットやホームセキュリティ等の生活関連サービスを一元化してご提供いたします。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関西

新築

見える化・自動制御・電力の見える化・ランキング表示など、楽しみながら賢く節電。
生活スタイル向上・災害に強いスマートな集合住宅へ。リースの活用はもちろん、大切なマンションへ１棟づつきめ細かく丁寧に
カスタマイズ提案を行います。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　可
【サービスエリア】　全国対応可能

【サービス詳細】　　一括受電・デマンドレスポンスによる電気代削減

② スマート賃貸くん
新築

既築
EMSグループ　MEMS担当

078-851-8874
平日　9:00～17:30

見える化・自動制御・電力の見える化・ランキング表示など、楽しみながら賢く節電。
賃貸でもスマートマンションとして対応可能なので、差別化を図った集合住宅へ。リースの活用はもちろん、大切なマンションへ１棟づつ
きめ細かく丁寧にカスタマイズ提案を行います。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　可
【サービスエリア】　全国対応可能

【サービス詳細】　　一括受電・デマンドレスポンスによる電気代削減

① スマート分譲さん
新築

既築
EMSグループ　MEMS担当

078-851-8874
平日　9:00～17:30

新築

既築
EMSグループ　MEMS担当

078-851-8874
平日　9:00～17:30

見える化・自動制御・電力の見える化・ランキング表示など、楽しみながら賢く節電。
団地まるごとスマートマンションとしてリニューアル。リースの活用はもちろん、節電効果を改修費に充てることで経済的なリノベーション
が可能になります。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　可
【サービスエリア】　全国対応可能

【サービス詳細】　　一括受電・デマンドレスポンスによる電気代削減

③ スマート団地さん

サービス概要

かんでんＥハウス
ソリューション事業部

06-6347-1802
平日9:00～17:30

サービス概要

①
電力一括購入サービスを活用した
エネルギーマネジメントサービス

既築・新築マンションを対象に、電力一括購入サービスを活用して電気料金の割引に加え、電力使用状況の見える化、デマンドレスポンス
などに対応したスマートマンション化を無償で実現します。電力一括購入事業者として豊富な実績（新築・既築、40戸～1,000戸超まで）を
有しており、お客さまのマンションにあった最適なご提案を行ないます。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】不可（オリックス電力が所有）
【サービスエリア】関東/関西
【サービス詳細】
・電力一括購入サービスによる電気料金の割引
・スマートメータを活用したリアルタイムでの電力の見える化（各専有部/共用部）
・電力会社の需給逼迫時や電気の使用が集中する時間帯の節電支援　など

新築

既築

オリックス電力
お客さまセンター

（担当：北村）

0120-997-559
info@oep.orix.co.jp

平日　9：00～17：00

オリックス電力株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：既築・新築マンションを対象に電力一括購入サービスの豊富な実績を持っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマートメータを活用したスマートマンション化をお客さまの費用負担なく実現します。 http://www.orix.co.jp/oep/

新築

既築
ソリューション事業本部
営業部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業Ｇ

0120-02-7092
平日　9:00～17:30

※1,2,3は、当社提携事業者と提供します。

株式会社洸陽電機 事業概要(アグリゲータコメント)：新築・既築に問わず、一括受電・スマートマンションの提供を行います。 http://www.koyoelec.com/

※1 

※2 

※3 

http://www.q-tecno.co.jp/
http://www.orix.co.jp/oep/


■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

○ 50戸 ー － － － －

セキュリティ 100戸
9,000,000～

（専有部・共用部の見える化等）
※建物、導入機器等で変わります。

可
※要相談

￥500～
（専有部・共用部見える化棟）

・見える化
・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ
・家電制御

・電力一括受電
・TV、インターネット、電話

その他 ＴＶ・電話 なし

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ― － － ― ―

セキュリティ 100戸 \22,000,000～ 可 \1,000～

・見える化
・エネルギーマネジメントシステ
ムによる節電通知および節電支
援
・共用部制御

その他
コジェネ
太陽光

500戸 \150,000,000～ 可 \1,200～
コジェネ管理費含む

・見える化
・エネルギーマネジメントシステ
ムによる節電通知および節電支
援
・共用部制御

・ガスコジェネ発電機によるデマンド制
御（原則500戸以上の集合住宅より）

・災害時対応熱電併給システム

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥0 可 \0～

・見える化サービス
・共用部省エネ機器導入サービ
ス（LED等）
・省エネ家電共同購入サービス

・一括受電サービス

セキュリティ 100戸 ¥0 可 \0～

・見える化サービス
・共用部省エネ機器導入サービ
ス（LED等）
・省エネ家電共同購入サービス

・一括受電サービス

その他 ○ － － － － － －

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥0 可 \0～

・見える化サービス
・共用部省エネ機器導入サービ
ス（LED等）
・省エネ家電共同購入サービス

・一括受電サービス

セキュリティ 100戸 ¥0 可 \0～

・見える化サービス
・共用部省エネ機器導入サービ
ス（LED等）
・省エネ家電共同購入サービス

・一括受電サービス

その他 ○ － － － － － －

サービス概要

① 総合エネルギーサービス

一括受電、電力マネジメントサービスおよびガスコジェネ発電機によるデマンド制御（オプション）により、集合住宅のスマート化をはかり
電気代の低減を目指します。
また当社の既存事業（石油、ガス、太陽光発電）のノウハウをもとに集合住宅で使用されているエネルギーの最適化も支援します。
ガスコジェネ発電機と太陽光発電設備の組合せにより、災害時にも電気と熱が供給可能な安心できるシステムを提供します。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　可
【サービスエリア】　全国（サービスによっては提供できないエリア有）

新築

既築
新規事業推進部
03-5531-6340

平日9：00～17：30

昭和シェル石油株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：エネルギー企業の昭和シェル石油が、ワンストップでマンションにより安心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な電力供給とお客様のニーズに応じたエネルギーサービスを提供します

  http://www.showa-shell.co.jp/
　　（ＭＥＭＳ関連は準備中）

中央電力株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：弊社は一括受電サービスの最大手です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一括受電サービスを活用してお客さまのスマートな暮らしをサポートします。   http://www.denryoku.co.jp

サービス概要

①
スマートマンションサービス
（既築プラン）

既築

②
スマートマンションサービス
（新築プラン）

新築

一括受電サービスと、MEMS、HEMS、スマートメーターを組み合わせることにより、お客さまにイニシャルコストをご負担頂くことなく、
マンションのスマート化を実現します。各ご家庭の電気の見える化・ランキング表示をはじめ、弊社顧客基盤を活かした家電共同購入
などを通じて、お客さまのスマートでお得な暮らしをサポートします。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関東、関西　※一部地域を除く
（東海、中国、九州にも提供エリア拡大予定）

一括受電サービスと、MEMS、HEMS、スマートメーターを組み合わせることにより、お客さまにイニシャルコストをご負担頂くことなく、
マンションのスマート化を実現します。各ご家庭の電気の見える化・ランキング表示をはじめ、弊社顧客基盤を活かした家電共同購入
などを通じて、お客さまのスマートでお得な暮らしをサポートします。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関東、関西　※一部地域を除く
（東海、中国、九州にも提供エリア拡大予定）

業務管理部
スマートマンション担当

03-3242-1260
平日10～17時

業務管理部
スマートマンション担当

03-3242-1260
平日10～17時

株式会社ジュピターテレコム 事業概要(アグリゲータコメント)：地域に密着したＣＡＴＶ事業者が、生活インフラである電力、テレビ、インターネット、電話をセットで提供します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマートマンションのエコで楽しい生活をサポートします。   https://www.jcom.co.jp/

サービス概要

①
エネルギー管理支援サービス「エコレ
ポ」

高圧一括受電サービス「Ｊ：ＣＯＭ電力」とセットで、マンションの専有部・共有部の節電をトータルに支援するサービスを提供。
・専有部の電力見える化とデマンドレスポンス
・共有部の電力見える化とデマンド制御

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関東・関西・九州・札幌・仙台のＪ：ＣＯＭサービス提供エリア

新築

既築
電力事業推進部
03-6760-8595

平日9:30～17:45



■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○
※1

規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸

\15,630,000～
※工事費除く

※建物や導入する設備により異なります。

可
※要相談

\300～

セキュリティ 100戸
\27,220,000～

※工事費除く
※建物や導入する設備により異なります。

可
※要相談

\200～

その他 － － － － － －

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット ○ 50戸 \21,500,000～

※建物や導入する設備により異なります。
可

※要相談
\700～

・専有部エネルギー見える化
・共用部エネルギー見える化
・共用部設備への遠隔制御

・インターネット接続（オプション）
・Mcloud管理組合支援サービス
・節電キャンペーン
・節電イベント

セキュリティ 100戸

その他 － － － － － －

一括受電

○
※一括受
電事業者
と連携によ

規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

○ 50戸

￥0～
※工事費除く

※建物や導入する設備によって異
なります

不可 ￥200～

セキュリティ 100戸

￥0～
※工事費除く

※建物や導入する設備によって異
なります

不可 ￥200～

その他 －

※１　一括受電事業者と連携により対応可能

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○
※1

規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット

○
※2

50戸 ¥804,000 可
※一部応相談

\300～

セキュリティ ○
※3

100戸 ¥1,004,000 可
※一部応相談

\300～

その他 － － － － － －

（仮称）Mcloudエネルギーマネジメント
システム
（高圧一括受電サービスと連携した
サービス）

一括受電サービスと連携した仕組みで、MEMSの導入が可能です。電力の見える化、ECHONET Liteアプリの提供、共用部の制御などのシ
ステム側面と、節電キャンペーン・イベントなどのリアルな取組を融合しながら節電を促進します。
同時にマンションの管理組合業務を円滑にするWebツールを提供いたします。

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可

【サービスエリア】　全国
　　　　　　　　　　　※サービスによっては、提供できないエリア有

②
（仮称）Mcloudエネルギーマネジメント
システム
（高圧一括受電サービスなし）

新築

既築
事業企画室

03-4477-2107
担当：萩野・桂

10:00-18:00（土日祝日は除く）

エネルギーマネジメントユニット
03-6895-3051

平日　9:00～17:30

※１ は当社提携事業者と提供します。
※２,３ は建物状況や導入する設備・サービスにより異なるため別途となります。

http://www.tsunagunet.com/

サービス概要

①

（仮称）Mcloudエネルギーマネジメント
システム
（高圧一括受電サービスと連携した
サービス）

新築

既築

・専有部エネルギー見える化
・共用部エネルギー見える化
・共用部設備への遠隔制御

・インターネット接続（オプション）
・Mcloud管理組合支援サービス
・節電キャンペーン
・節電イベント

事業企画室
03-4477-2107
担当：萩野・桂

10:00-18:00（土日祝日は除く）

一括受電サービスと連携した仕組みで、ＭＥＭＳの導入が可能です。電力の見える化、共用部の自動制御などのシステム側面と
節電キャンペーン・イベントなどのリアルな取組を融合しながら節電を促進します。同時にマンションの管理組合業務を円滑に
するＷｅｂツールを提供いたします。

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　全国
　　　　　　　　　　　※サービスによっては、提供できないエリア有

株式会社
つなぐネットコミュニケーションズ

事業概要(アグリゲータコメント)：集合住宅向け一括インターネット接続サービス

一括受電サービスが未導入でもＭＥＭＳの導入が可能な仕組みです。電力の見える化、共用部の自動制御などのシステム側面と
節電キャンペーン・イベントなどのリアルな取組を融合しながら節電を促進します。同時にマンションの管理組合業務を円滑にする
Ｗｅｂツールを提供いたします。

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　全国
　　　　　　　　　　　※サービスによっては、提供できないエリア有

・専有部エネルギー見える化
・共用部エネルギー見える化
・共用部設備への制御
・ECHONET Liteアプリの提供

新築
既築

株式会社テンフィートライト
事業概要(アグリゲータコメント)：集合住宅に特化したインターネットサービスプロバイダ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ネットワーク連動する住設備導入や組合活動サポートを総合的にご提案します。   http://www.10fw.co.jp/

サービス概要

①
マンションエネルギー管理支援
サービス

MEMSと一括受電をセットで提供。小規模マンションにも無理なく導入できるコストパフォーマンスを実現。電力の見える化とピークカット
他の仕組みを組合せ、電気使用量低減と電気代削減を図ります。
節電コミュニティ化にも使える居住者専用ホームページ提供や、組合によるエコ活動支援も積極的に行い、「気づいたら節電できていた、
仲良くなっていた」そんなマンション価値もご提供します。

 【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】不可

 【サービスエリア】関東、東海、関西、中国、四国、九州
 　　　　　　　　　　 　※一部地域除く。
 　　　　　　　　　　　 ※北海道、東北地方は個別にご相談ください。

 【サービス詳細】　・共用部電力の見える化サービス
  　　　　　　　　　　 ・共用部機器制御によるピークカット
  　　　　　　　　　　 ・専有部電力の見える化サービス
  　　　　　　　　　　 ・専有部節電要請メールによるピークカット
  　　　　　　　　　　 ・一括受電による料金割引

新築

既築

・共用部電力見える化
・共用部機器制御
・専有部電力見える化
・専有部節電メール

・一括受電
・共用部デジタルサイネージ（電子掲
示板）
・管理組合活動の支援
・管理組合向けツールの提供
・セキュリティサービス（エントランス、
エレベータ、住戸のセキュリティ）
・LED、蓄電池その他省エネ機器の導
入

③

・インターネット接続（オプション）
・Mcloud管理組合支援サービス
・節電キャンペーン
・節電イベント

事業企画室
03-4477-2107
担当：萩野・桂

10:00～18:00（土日・祝日は除く）

http://www.tsunagunet.com/


■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 　 50戸 ¥4,000,000 可 ¥400

セキュリティ 100戸 ¥6,500,000 可 ¥400

その他 － 　 　 　 　 　

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥0 可 ¥0

セキュリティ 100戸 ¥0 可 ¥0

その他 － 　 　 　 　 　

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥5,750,000 可 ¥400

セキュリティ 100戸 ¥10,000,000 可 ¥400

その他 － 　 　 　 　 　

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥16,000,000 不可 ～￥1000 ・見える化

セキュリティ 100戸 ¥40,000,000 不可 ～￥1000 ・見える化

その他

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

50戸 \0～　※ 可 \0～　※

セキュリティ 100戸 \0～　※ 可 \0～　※

その他
オプション

停電時対策 -

・ﾏﾝｼｮﾝ全体、共有部全体、専
有部の見える化
・共用部の節電制御
・電気の使用状況の他世帯比

・ECHONET Lite対応家電をスマホ・タ
ブレットで制御

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

50戸 \0～　※ 可 \0～　※

セキュリティ 100戸 \0～　※ 可 \0～　※

その他
オプション

停電時対策 -

・ﾏﾝｼｮﾝ全体、共有部全体、専
有部の見える化
・共用部の節電制御
・電気の使用状況の他世帯比
較

・ECHONET Lite対応家電をスマホ・タ
ブレットで制御

株式会社　東芝 事業概要：アグリゲータとして、使用電力量削減へ向けた監視制御機能をクラウドサービスにての提供サービス事業を行う。  http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/#/about_energy

●光や音声でアドバイスし省エネ活動を応援
●宅内Hems機能による家電の遠隔コントロール
●「お部屋の快適や安全を支援する多彩な生活情報」の提供
●コミュニティ単位での「コミュニティ・デマンド・レスポンス」の提供

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　全国

新築

既築

・光や音声による省エネアドバイ
ス
・家電の最適コントロール
・コミュニティ単位見える化

・家電のスマホコントロール、予約
・見守り、安否確認サービス
・お部屋の快適お知らせ
・地域情報、天気予報の提供サービ
ス

技術統括事業部
エネルギーPT
03-5717-1545

平日9：20～18：00
（土日・祝日・年末年始・
創立記念日5月1日除く）

※イニシャルコストは概算であり、物件規模、条件により異なります。

①
エネルギー管理支援サービス
高圧一括受電併用プラン

★東北エネルギーサービス
　 株式会社

事業概要・・・“お客さま利益実現”のため、これまでの省エネ診断等の知見を活かし、“地元”という安心感のある各種サービスを提供致します。   http://www.tohoku-esco.co.jp/

サービス概要

① マンション見える化サービス
新築

既築

新築
株式会社　東芝

スマートホーム推進部
03-3457-8113

平日　9:00～17:00

サービス概要

① エネルギー管理支援サービス

・棟内電力使用量の見える化：計測情報をインターネットを介してクラウドサーバにて管理し、Web端末にてサービスを提供する。
・住宅設備機器の状態確認・制御：専有部・共用部にDR指令等に基づくピークシフトやピークカットの制御サービスを提供。
・シーン別自動運転制御（オプション）：共用部に通常時/DR時/停電時等の運転パターンを自動で切り替える運用サービスを提供。

オプション：ＥＭＳプラットフォームを活用した生活サービス提供支援
　　　　　　　※ＨＥＭＳ機器により収集したライフログに基づく生活サービスを提供する事業者を支援するサービスを提供する。

【サービスエリア】　：全国※首都圏から順次拡大予定

●家電の使い方や時間帯を工夫すると電気代が割引になる省エネ活動サービス
●光や音声でアドバイスし省エネ活動を応援
●宅内Hems機能による家電の遠隔コントロール
●「お部屋の快適や安全を支援する多彩な生活情報」の提供
●コミュニティ単位での「コミュニティ・デマンド・レスポンス」の提供

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　全国

新築

・光や音声による省エネアドバイ
ス
・家電の最適コントロール
・電力割引サービス
・コミュニティ単位見える化

・家電のスマホコントロール、予約
・見守り、安否確認サービス
・お部屋の快適お知らせ
・地域情報、天気予報の提供サービ
ス

技術統括事業部
エネルギーPT
03-5717-1545

平日9：20～18：00
（土日・祝日・年末年始・
創立記念日5月1日除く）

●家電の使い方や時間帯を工夫すると電気代が割引になる省エネ活動サービス
●光や音声でアドバイスし省エネ活動を応援
●宅内Hems機能による家電の遠隔コントロール
●「お部屋の快適や安全を支援する多彩な生活情報」の提供
●コミュニティ単位での「コミュニティ・デマンド・レスポンス」の提供

【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関東・関西（予定）

既築

・光や音声による省エネアドバイ
ス
・家電の最適コントロール
・電力割引サービス
・コミュニティ単位見える化

・家電のスマホコントロール、予約
・見守り、安否確認サービス
・お部屋の快適お知らせ
・地域情報、天気予報の提供サービ
ス

技術統括事業部
エネルギーPT
03-5717-1545

平日9：20～18：00
（土日・祝日・年末年始・
創立記念日5月1日除く）

③
エネルギー管理支援サービス
高圧一括受電なしプラン

エネルギー管理支援サービス
高圧一括受電併用プラン
【ＭＥＭＳ導入ゼロプラン】
 
 　ＭＥＭＳ導入ゼロプラン以外も応相談

②

株式会社東急コミュニティー 事業概要(アグリゲータコメント：)管理会社ならではのコミュニティ単位や地域に合わせた「日々楽しめるコミュニティ・ツール」で、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次世代のエネルギーマネジメントを実現する新しいサー ビスを提供いたします。   http://www.tokyu-com.co.jp/

サービス概要

・独自電力料金メニュー
・エネルギーの見える化
・節電ポイント

・共用部への非常用兼用太陽光発
電・蓄電池の導入
・共用部へのＬＥＤ導入
・ＥＶ充電器の導入 営業部

022-713-0451
平日9：30～17：00

・“無料”で共用部の初期診断（※）を行い、個々のマンションに最適なサービスを提案いたします。
　※一部対応不可のケースあり
・これまでの省エネ診断等のノウハウを活かした確かな技術により、マンションにおけるトータルコスト低減に向けた各種サービスを提供いたします。

【サービスエリア】　東北・新潟
　　　　　　　　　　　 ※仙台圏より順次拡大
【サービス提供に必要な設備の資産保有】　可

・“無料”で共用部の初期診断（※）を行い、個々のマンションに最適なサービスを提案いたします。
　※一部対応不可のケースあり
・これまでの省エネ診断等のノウハウを活かした確かな技術により、マンションにおけるトータルコスト低減に向けた各種サービスを提供いたします。

【サービスエリア】　東北・新潟
　　　　　　　　　　　 ※仙台圏より順次拡大
【サービス提供に必要な設備の資産保有】　可

・エネルギーの見える化

・共用部への非常用兼用太陽光発
電・蓄電池の導入
・共用部へのＬＥＤ導入
・ＥＶ充電器の導入

営業部
022-713-0451

平日9：30～17：00

※イニシャルコストとサービスコストの
配分はご相談に応じます。

※イニシャルコストとサービスコストの
配分はご相談に応じます。

② マンション一括受電サービス
新築

既築



■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット △ 50戸 ¥0 サービス料に

含む ¥250
・見える化
・節電料金プラン

一括受電サービス

セキュリティ 100戸 ¥0 サービス料に
含む ¥250

・見える化
・節電料金プラン

一括受電サービス

その他
HEMS

（100戸の場
合）

¥11,000,000 不可
インターネット料金

に含む
・家庭内HEMS利用
・追加オプションプラン

コミュファ光との通信契約が
別途必要です

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

50戸
￥0

＊お客様の費用負担は一部の
オプションを除き、ありません。

不可 ¥0

セキュリティ 100戸
￥0

＊お客様の費用負担は一部の
オプションを除き、ありません。

不可 ¥0

その他 ― ― ― ― ― ―

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

50戸 \1,500,000～ 不可 ￥0～
・見える化
・時間帯別料金
・共用部制御

・一括受電サービス

セキュリティ 100戸 \3,000,000～ 不可 ￥0～
・見える化
・時間帯別料金
・共用部制御

・一括受電サービス

その他 150戸 0～ 不可 ￥0～
・見える化
・時間帯別料金
・共用部制御

・一括受電サービス

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

通信
インター
ネット

50戸 \1,500,000～ 不可 ￥0～
・見える化
・時間帯別料金
・共用部制御

・一括受電サービス

セキュリティ 100戸 \3,000,000～ 不可 ￥0～
・見える化
・時間帯別料金
・共用部制御

・一括受電サービス

その他 150戸 0～ 不可 ￥0～
・見える化
・時間帯別料金
・共用部制御

・一括受電サービス

① 電力おまとめサービス
新築

既築

・高圧一括受電により電気料金を削減（専有部で５％程度）。
・スマートメーターを標準装備し、スマホ・タブレットなどで
　　「見える化」と家電制御（赤外線リモコン含む）を実現。
・温度・湿度・照度センサーにより、快適指標をお知らせ。
・ライフスタイルにあった新たな料金メニューを提案。
・共用部でも自動制御による節電を導入。
　　オプションで対象機器の増加にも対応します。
・マンションの更なるスマート化のためのプラットホームです。

【サービスエリア】　関東・関西・中部
【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可

新築

既築

株式会社トーエネック 事業概要(アグリゲータコメント)：弊社は、中部電力グループの総合設備企業です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合設備企業として、卓越した技術、豊富な実績を基に、安心・安全なサービスを提供します。 http://www.toenec.co.jp/

① マンション電力マネジメントサービス
新築

既築
営業本部 ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝ部 事業ｸﾞﾙｰﾌ

052-659-1120
9:00～17:00（土日・祝日を除く）

高圧一括受電サービスの設備を用いて、MEMS導入が可能（MEMS用に特別な設備を設置せずに導入可能）。
各ご家庭の電気の見える化をはじめ、節電してポイントを貯めることで、電気料金が１年間割引になるお得な節電サービスを提供。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関東・中部・東海５県（愛知・静岡・三重・岐阜・長野）

サービス概要

★日本ハウズイング株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：豊富なマンション管理実績を背景に、お客様の資産と生活価値向上を総合的にサポートするための新サービスを提供致します。 http://www.housing.co.jp/

サービス概要

日本ハウズイング㈱
事業開発室

03-6691-9292
平日9：00～17：00

新築・既築マンションを対象に、専有部・共用部にまとめて電力を供給し、MEMSと高圧一括受電をまとめて提供することにより、マンション
全体の電力の見える化・節電・ピークカットを支援するとともに、マンション全体の電気料金を削減します。

【サービスエリア】　全国
※サービスによっては、提供できないエリアがございます。
【サービス詳細】
・電力の見える化サービス
・共用部電力自動制御サービス
・時間帯別料金サービス
・節電ポイントサービス
・各種お知らせサービス
・高圧一括受電サービス

・電気料金割引
・見える化
・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ

電力一括受電

株式会社　長谷工アネシス 事業概要(アグリゲータコメント)：マンションを知り尽くした長谷工グループが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高圧一括受電とエネルギー管理により、安全・安心な暮らしをサポート。 http://www.haseko.co.jp/ha/sm/index.html

サービス概要

① ＨＡ電力供給・管理支援サービス

・高圧一括受電により電気料金を削減（専有部で５％程度）。
・スマートメーターを標準装備し、テレビでも「見える化」を実現。
　　気軽に電気使用状況を確認でき、節電を意識できます。
・ライフスタイルにあった新たな料金メニューを提案。
・共用部でも自動制御による節電を導入。
　　オプションで対象機器の増加にも対応します。
・マンションの更なるスマート化のためのプラットホームです。

【サービスエリア】　関東・関西・中部
【補助事業事業者の一括受電設備資産保有】　不可

新築

既築

② ＨＡ電力供給・ＭＥＭＳサービス

スマートマンション事業部
事業企画部

0120-981-581
平日 9:00～17:00

スマートマンション事業部
事業企画部

0120-981-581
平日 9:00～17:00

http://www.toenec.co.jp/
http://www.housing.co.jp/
http://www.haseko.co.jp/ha/sm/index.html


■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 \26,500,000

（MEMS＋セキュリティ）
可

※要相談
\1,620～

セキュリティ ○ 100戸 \44,500,000
(MEMS＋セキュリティ）

可
※要相談

\1,620～

その他 － － － － － －

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 570万円～ 可 1,500円～

・専有部エネルギー見える化
・共用部見える化表示端末
・共用部デマンドコントロール装
置
・節電型電気料金プラン

・インターネット接続
・管理組合支援サービス
・スマート掲示板（オプション）

セキュリティ 100戸 1020万円～ 可 1,000円～

・専有部エネルギー見える化
・共用部見える化表示端末
・共用部デマンドコントロール装
置
・節電型電気料金プラン

・インターネット接続
・管理組合支援サービス
・スマート掲示板（オプション）

その他 ○ - - - - - -

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 - - - - -

セキュリティ 100戸 720万円～ 可 300円～

・共用部見える化表示端末
・共用部デマンドコントロール装
置
・容量抑制型電気料金プラン

・インターネット接続（オプション）
・管理組合支援サービス
・スマート掲示板（オプション）

その他 - - - - - -

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 規模 イニシャルコスト※２ リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 \2,800,000～ 不可 ～300円

・専有部エネルギー見える化
・共用部見える化表示端末
・共用部デマンドコントロール装
置
・専有部ホームオートメーション

・インターネット接続（オプション）
・管理組合支援サービス（オプション）
・スマート掲示板（オプション）
・eコンシェルジュ（オプション）

セキュリティ 100戸 \5,300,000～ 不可 ～250円

・専有部エネルギー見える化
・共用部見える化表示端末
・共用部デマンドコントロール装
置
・専有部ホームオートメーション

・インターネット接続（オプション）
・管理組合支援サービス（オプション）
・スマート掲示板（オプション）
・eコンシェルジュ（オプション）

その他 ○ - - - - - -

http://www.me-eco.jp

サービス概要

① MEMSサービス「me-eco」 新築 ファミリーネット・ジャパン営業部
03-6759-2910

平日9:00～17:00

分岐ブレーカー単位の見える化や目標値に対するアラート機能、ランキング機能、家電設備をコントロールするホームオートメーション機能
を
有するHEMSサービスと、共用部全体・マンション全体のエネルギー管理システムが融合したMEMSサービス。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】
【サービスエリア】

株式会社
ファミリーネット・ジャパン

事業概要(アグリゲータコメント)：集合住宅向け一括インターネット接続サービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　HEMSやMEMSを活用したスマートマンションサービス

http://www.smartenergy-service.jp/

サービス概要

②
高圧一括受電を活用したスマートエネ
ルギーサービス（SES）

既築 ファミリーネット・ジャパンSES事業部
03-6759-2828

平日9:00～17:30

①
高圧一括受電を活用したスマートエネ
ルギーサービス（SES）

新築 ファミリーネット・ジャパンSES事業部
03-6759-2828

平日9:00～17:30

株式会社
ファミリーネット・ジャパン

事業概要(アグリゲータコメント)：集合住宅向け一括インターネット接続サービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高圧一括受電を活用した集合住宅向けスマートエネルギーサービス

高圧一括受電の仕組みとスマートメーター、HEMS、MEMSを組み合わせることにより、独自のデマンドレスポンス型電気料金メニュー
「スマートプラン」をはじめとして、節電や防災対応等の集合住宅のスマート化を提供するサービス。
さらに、一括インターネットとのワンストップ提供により、エネルギーとICTの融合、サービスコストの低減を実現しました。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関東

高圧一括受電の仕組みとスマートメーター、HEMS、MEMSを組み合わせることにより、独自のデマンドレスポンス型電気料金メニュー
「スマートプラン」をはじめとして、節電や防災対応等の集合住宅のスマート化を提供するサービス。

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　関東

http://www.hitachi.co.jp/Div/omika/product_solution/energy/smatrgrid/consumer/mems.html

サービス概要

日立製作所
カスタマー・サポートセンター

03-3620-1040
平日　9:00～17:00

①
ITマンション
エネルギー管理支援対応システム

新築

既築

・エネルギーの計測 と見える化
・共用部設備へ の遠隔制御
・居住者への節電　協力要請通
知

セキュリティサービス
（エントランス、エレベーター、住戸ま
でのセキュリティ）

共用部
・デマンド制御、スケジュール制御等による共用部設備の節電
・エネルギー管理支援に加え日立カスタマーセンターによる設備の遠隔故障監視サービス提供専有部
・エネルギー使用量の見える化
・デマンドレスポンス時の節電通知
・エネルギー制御装置でエネルギー管理サービスのみならず　セキュリティーを提供・スマートフォンでエアコンの操作からドアの
  施錠まで可能

サービス体制
・提供エリアは全国、24時間365日対応のカスタマーセンター
・全国350拠点での運用保守体制

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　全国

株式会社日立製作所 事業概要(アグリゲータコメント)：10年以上の運用実績のあるクラウド型マンション事業基盤(ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ）を活用し継続的な事業を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展開する。さらにスマートコミニティ等の将来的な施策も見据えたシステム連携検討も進める。

http://www.me-eco.jp/


■スマートマンション導入加速化推進事業費補助金（ＭEMS）　補助対象サービス・システム一覧　　（平成２７年６月５日現在）

【ご注意ください】
● 本一覧は各ＭＥＭＳアグリゲータから提供された情報を元に一覧にしたものです。詳細は各ＭＥＭＳアグリゲータの問い合わせ窓口にご連絡ください。
● 提供するＭEMSアグリゲータによってサービスやシステムの、機能の費用が異なります。
　　複数のＭEMSアグリゲータに相談を行い、補助事業者様・導入予定の集合住宅に最適なＭEMSとサービスを選択してください。
● 補助金の申請を希望する場合でも、ＭEMSの導入を行ってもエネルギー使用の効率化及び電力消費量の低減を行うことができない等、 本事業の目的・趣旨に合致しないとＭＥＭＳアグリゲータが判断した場合、
    補助金の申請を行うことはできません。

NO サービス・システム名称 サービス内容/アピールポイント 対象

一括受電 〇 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥12,300,000 可 \500～

・見える化
・節電料金プラン

・一括受電利用料

セキュリティ 100戸 ¥19,900,000 可 \500～
・見える化
・節電料金プラン

・一括受電利用料

その他 － － － － － －

NO サービス・システム名称 サービス内容 対象

一括受電 ○ 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥29,955,000 可 ¥450

・見える化
・節電料金プラン

・設備計測制御（6点）

セキュリティ 100戸 ¥46,305,000 可 ¥450
・見える化
・節電料金プラン

・設備計測制御（6点）

その他 100戸 ¥47,399,000 可 ¥450
・見える化
・節電料金プラン

・設備計測制御（30点）

一括受電 規模 イニシャルコスト リース利用
サービスコスト

（月・戸）
省エネサービス その他のサービス 問い合わせ先

インター
ネット 50戸 ¥17,425,000 可 ¥400 ・見える化 ・設備計測制御（6点）

セキュリティ 100戸 ¥30,625,000 可 ¥400 ・見える化 ・設備計測制御（6点）

その他 100戸 ¥31,719,000 可 ¥400 ・見える化 ・設備計測制御（30点）

トータルセキュリティー事業推進部
岩岡（いわおか）、松浦（まつうら）

03-3218-9930
平日9：00～17：30

三菱電機株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：エネルギー管理支援サービスに加え、共用部設備の遠隔監視や駆けつけ保守などのサービスもご提供可能です。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/building/

サービス概要

① エネルギー管理支援サービス

【補助事業者の一括受電設備資産保有】
可（保守契約を締結いただき、かつ、エネルギー管理支援サービスの用に供していただける場合に限ります。）

【サービスエリア】
全国（離島など一部の地域を除きます。）

【サービス詳細】
使用電力量の見える化（専有部・共用部）、発電量/売電量の見える化（太陽光発電設備等がある場合）、節電要請のお知らせ、節電要請
に対する設備制御（共用部のデマンドレスポンス制御）、住戸ごと使用電力量の単位時間計測、設備監視制御（共用部）

新築

既築
トータルセキュリティー事業推進部
岩岡（いわおか）、松浦（まつうら）

03-3218-9930
平日9：00～17：30

② エネルギー管理支援サービス

【サービスエリア】
全国（離島など一部の地域を除きます。）

【サービス詳細】
使用電力量の見える化（専有部・共用部）、発電量/売電量の見える化（太陽光発電設備等がある場合）、節電要請のお知らせ、節電要請
に対する設備制御（共用部のデマンドレスポンス制御）、設備監視制御（共用部）

新築

既築

富士電機株式会社 事業概要(アグリゲータコメント)：マンション入居者様、管理組合様、高圧受電事業者様向けエネルギー管理支援サービスを提供します。 http://www.fujielectric.co.jp/products/mems/index.html

サービス概要

①
スマートマンション向け
エネルギー管理支援サービス

以下のエネルギー管理支援サービスをご提供します。
・専有部のエネルギー利用状況の見える化
・共有部のエネルギー消費状況見える化、自動制御
・電力逼迫時の各戸へのメール及びサービス画面での通知
・時間帯別料金サービス
・電気料金請求額通知
・高圧受電事業者向けマンション全体及び複数マンション統合エネルギー利用状況見える化

【補助事業者の一括受電設備資産保有】　不可
【サービスエリア】　全国

新築

既築

産業プラント事業部
産業技術第三部
03－5435－7203

9：00～17：00
(土日・祝日を除く)

http://www.mitsubishielectric.co.jp/building/
http://www.fujielectric.co.jp/products/mems/index.html

