
（都道府県順）

NO 事業者名 事業実施場所住所 指定金融機関名
利子補給金
交付決定額

1 ふたみ青果株式会社 北海道釧路市 株式会社商工組合中央金庫 ¥259,838

2 あおぎんリース株式会社 青森県青森市 株式会社日本政策投資銀行 ¥136,109

3 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥3,718,312

4 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥23,793,972

5 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥22,380,449

6 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥820,118

7 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥5,627,913

8 株式会社安秀工業 茨城県筑西市 株式会社みずほ銀行 ¥142,217

9 日本電解株式会社 茨城県筑西市 株式会社三井住友銀行 ¥5,157,108

10 鹿島動力株式会社 茨城県神栖市 株式会社日本政策投資銀行 ¥4,875,445

11 鹿島動力株式会社 茨城県神栖市 株式会社日本政策投資銀行 ¥1,175,291

12 株式会社井上総合印刷 栃木県宇都宮市 株式会社栃木銀行 ¥1,423,157

13 芳賀通運株式会社 栃木県真岡市 株式会社栃木銀行 ¥55,827

14 ぐんぎんリース株式会社 群馬県前橋市 株式会社群馬銀行 ¥136,914

15 ぐんぎんリース株式会社 群馬県前橋市 株式会社三井住友銀行 ¥303,561

16 株式会社群馬バス 群馬県高崎市 株式会社群馬銀行 ¥17,757

17 佐々木商事株式会社 群馬県太田市 株式会社群馬銀行 ¥27,320

18 株式会社武蔵屋 群馬県藤岡市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,018,370

19 池上通運株式会社 群馬県吾妻郡長野原町 株式会社群馬銀行 ¥8,195

20 有限会社太伸工業 群馬県邑楽郡邑楽町 株式会社群馬銀行 ¥375,674

21 株式会社ぎょうざの満洲 埼玉県川越市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,078,569

22 太平洋陸送株式会社 埼玉県熊谷市 株式会社群馬銀行 ¥40,980

23 大和輸送株式会社 埼玉県行田市 株式会社群馬銀行 ¥19,108

平成30年度　省エネルギー設備投資に係る利子補給金
継続融資分　交付決定案件一覧（初回採択年度が平成26年度以降の案件）

【単位期間Ⅰ】
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24 株式会社平成エンタープライズ 埼玉県富士見市 株式会社群馬銀行 ¥63,291

25 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社 千葉県千葉市中央区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥4,158,904

26 株式会社日産フィナンシャルサービス 千葉県千葉市美浜区 株式会社三井住友銀行 ¥55,200,000

27 日鉄住金鋼板株式会社 千葉県船橋市 株式会社三井住友銀行 ¥844,897

28 日鉄住金鋼板株式会社 千葉県船橋市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,362,739

29 日鉄住金SGワイヤ株式会社 千葉県習志野市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥2,605,641

30 君津共同火力株式会社 千葉県君津市 株式会社日本政策投資銀行 ¥11,927,232

31 君津共同火力株式会社 千葉県君津市 株式会社日本政策投資銀行 ¥11,947,397

32 君津共同火力株式会社 千葉県君津市 株式会社日本政策投資銀行 ¥8,569,863

33 株式会社テーエーエヌ 千葉県八街市 株式会社商工組合中央金庫 ¥478,904

34 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社 東京都千代田区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥3,024,657

35 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社 東京都千代田区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥2,268,493

36 住友林業株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥281,293

37 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥8,821,917

38 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 東京都千代田区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥8,821,917

39 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 東京都千代田区 株式会社りそな銀行 ¥2,520,547

40 ニッセイ・リース株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥682,125

41 ニッセイ・リース株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥489,753

42 ニッセイ・リース株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥785,533

43 ニッセイ・リース株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥582,837

44 ニッセイ・リース株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥569,177

45 日本カーソリューションズ株式会社 東京都千代田区 株式会社みずほ銀行 ¥8,884,931

46 日本教育情報機器株式会社 東京都千代田区 株式会社日本政策投資銀行 ¥16,460

47 パーク２４株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥108,338
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48 パーク２４株式会社 東京都千代田区 株式会社りそな銀行 ¥1,127,465

49 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都千代田区 株式会社群馬銀行 ¥1,229,424

50 株式会社ライフサポート・エガワ 東京都千代田区 株式会社群馬銀行 ¥38,654

51 株式会社アクティオホールディングス 東京都中央区 株式会社三井住友銀行 ¥182,136

52 ＪＡ三井リース株式会社 東京都中央区 株式会社三井住友銀行 ¥1,502,629

53 ＪＡ三井リース株式会社 東京都中央区 株式会社三井住友銀行 ¥214,711

54 トヨタモビリティサービス株式会社 東京都中央区 株式会社みずほ銀行 ¥6,071,232

55 トヨタモビリティサービス株式会社 東京都中央区 株式会社みずほ銀行 ¥455,342

56 トヨタモビリティサービス株式会社 東京都中央区 株式会社三井住友銀行 ¥6,071,232

57 トヨタモビリティサービス株式会社 東京都中央区 株式会社三井住友銀行 ¥455,266

58 トヨタモビリティサービス株式会社 東京都中央区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,813,808

59 IBJL東芝リース株式会社 東京都港区 株式会社三井住友銀行 ¥227,670

60 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都港区 三井住友信託銀行株式会社 ¥3,308,218

61 住友三井オートサービス株式会社 東京都新宿区 株式会社三井住友銀行 ¥7,589,041

62 WILLER EXPRESS JAPAN株式会社 東京都江東区 株式会社三井住友銀行 ¥218,564

63 株式会社エース・オートリース 東京都品川区 株式会社みずほ銀行 ¥382,191

64 医療法人社団順洋会 東京都練馬区 株式会社山梨中央銀行 ¥79,248

65 株式会社キユーソー流通システム 東京都調布市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥250,038

66 株式会社トヨタレンタリース多摩 東京都福生市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥136,109

67 株式会社横浜リテラ 神奈川県横浜市戸塚区 株式会社群馬銀行 ¥1,418,366

68 株式会社トヨタレンタリース新潟 新潟県新潟市江南区 株式会社第四銀行 ¥3,027,396

69 株式会社三幸 新潟県新発田市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,583,763

70 有限会社桜町商事 富山県富山市 株式会社北陸銀行 ¥120,986

71 北陸リトレッド株式会社 福井県越前市 株式会社北陸銀行 ¥9,250
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72 株式会社若狭松葉 福井県三方上中郡若狭町 株式会社福井銀行 ¥779,567

73 株式会社ユーシン 山梨県都留市 株式会社山梨中央銀行 ¥94,350

74 株式会社テージーケーホールディングス 山梨県韮崎市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥6,025,890

75 株式会社テージーケーホールディングス 山梨県韮崎市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,333,246

76 甲斐ダイアログシステム株式会社 山梨県南アルプス市 株式会社山梨中央銀行 ¥28,700

77 公益財団法人キープ協会 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥174,508

78 株式会社ドーベル 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥552,439

79 株式会社いちやまマート 山梨県甲斐市 株式会社山梨中央銀行 ¥170,067

80 株式会社いちやまマート 山梨県甲斐市 株式会社山梨中央銀行 ¥165,815

81 相互印刷株式会社 山梨県笛吹市 株式会社山梨中央銀行 ¥377,042

82 山梨通運株式会社 山梨県笛吹市 株式会社山梨中央銀行 ¥392,099

83 株式会社金畑製作所 山梨県上野原市 株式会社山梨中央銀行 ¥122,475

84 甲府精鋲株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町 株式会社商工組合中央金庫 ¥140,076

85 藤精機株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町 株式会社山梨中央銀行 ¥603,951

86 信州リネンサプライ株式会社 長野県上田市 株式会社群馬銀行 ¥263,547

87 信州リネンサプライ株式会社 長野県上田市 株式会社群馬銀行 ¥95,834

88 アルプスウォーター株式会社 長野県大町市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,835,135

89 株式会社飛騨ダイカスト 岐阜県飛騨市 株式会社北陸銀行 ¥226,849

90 静銀リース株式会社 静岡県静岡市葵区 株式会社静岡銀行 ¥1,290,863

91 静銀リース株式会社 静岡県静岡市葵区 株式会社静岡銀行 ¥159,648

92 鈴與株式会社 静岡県静岡市清水区 株式会社日本政策投資銀行 ¥257,095

93 株式会社トヨタレンタリース浜松 静岡県浜松市中区 株式会社静岡銀行 ¥137,148

94 株式会社トヨタレンタリース浜松 静岡県浜松市中区 株式会社日本政策投資銀行 ¥22,684

95 株式会社トヨタレンタリース浜松 静岡県浜松市中区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥57,972
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96 株式会社紀和産業 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥166,547

97 株式会社親和製作所 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥295,312

98 株式会社ＡＴグループ 愛知県名古屋市昭和区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥15,123,287

99 NTPホールディングス株式会社 愛知県名古屋市熱田区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥7,561,643

100 共友リース株式会社 愛知県名古屋市中村区 株式会社日本政策投資銀行 ¥226,849

101 キリックスリース株式会社 愛知県名古屋市中区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥3,024,657

102 ジャパンレンタカー株式会社 愛知県名古屋市中区 株式会社百五銀行 ¥231,890

103 ジャパンレンタカー株式会社 愛知県名古屋市中区 株式会社みずほ銀行 ¥242,070

104 ジャパンレンタカー株式会社 愛知県名古屋市中区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥302,465

105 株式会社中電オートリース 愛知県名古屋市南区 株式会社百五銀行 ¥226,849

106 東陽興業株式会社 愛知県名古屋市港区 株式会社百五銀行 ¥30,347

107 名阪近鉄バス株式会社 愛知県名古屋市中村区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥146,191

108 アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥13,762,191

109 株式会社オティックスホールディングス 愛知県蒲郡市 株式会社三井住友銀行 ¥772,219

110 名鉄急配株式会社 愛知県稲沢市 株式会社みずほ銀行 ¥72,591

111 栄和港運株式会社 三重県四日市市 株式会社百五銀行 ¥27,221

112 中日臨海バス株式会社 三重県四日市市 株式会社百五銀行 ¥60,493

113 株式会社トヨタレンタリース京都 京都府京都市南区 株式会社みずほ銀行 ¥758,903

114 株式会社イチネンホールディングス 大阪府大阪市淀川区 三井住友信託銀行株式会社 ¥1,079,793

115 ＷＩＬＬＥＲ株式会社 大阪府大阪市北区 株式会社みずほ銀行 ¥134,095

116 WILLER EXPRESS JAPAN株式会社 大阪府大阪市北区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥217,775

117 オーエス株式会社 大阪府大阪市北区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,513,424

118 セイレイ興産株式会社 大阪府大阪市北区 株式会社りそな銀行 ¥2,986,727

119 エスピーケーリーシング合同会社 兵庫県加古川市 株式会社日本政策投資銀行 ¥839,322
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120 津田工業株式会社 和歌山県紀の川市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,853,944

121 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社 岡山県倉敷市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥11,342,465

122 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社 岡山県倉敷市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥378,082

123 瀬戸内共同火力株式会社 岡山県倉敷市 株式会社日本政策投資銀行 ¥14,194,717

124 瀬戸内共同火力株式会社 岡山県倉敷市 株式会社日本政策投資銀行 ¥12,298,660

125 瀬戸内共同火力株式会社 岡山県倉敷市 株式会社日本政策投資銀行 ¥10,437,185

126 総社工業株式会社 岡山県総社市 株式会社中国銀行 ¥140,434

127 総社工業株式会社 岡山県総社市 株式会社広島銀行 ¥137,184

128 株式会社志和工業 広島県広島市安佐北区 株式会社広島銀行 ¥99,089

129 株式会社志和工業 広島県広島市安佐北区 株式会社広島銀行 ¥103,081

130 株式会社志和工業 広島県広島市安佐北区 株式会社広島銀行 ¥57,390

131 パーク２４株式会社 広島県広島市中区 株式会社みずほ銀行 ¥1,137,020

132 株式会社やまみ 広島県三原市 株式会社みずほ銀行 ¥655,890

133 株式会社やまみ 広島県三原市 株式会社みずほ銀行 ¥1,513,424

134 三協マーク株式会社 広島県福山市 株式会社商工組合中央金庫 ¥102,871

135 株式会社福山自動車検査場 広島県福山市 株式会社商工組合中央金庫 ¥73,095

136 サンワチップ有限会社 広島県神石郡神石高原町 株式会社広島銀行 ¥34,633

137 麗澤海運株式会社 愛媛県今治市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥90,805

138 麗澤海運株式会社 愛媛県今治市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥774,328

139 株式会社大亀製作所 愛媛県西条市 株式会社広島銀行 ¥749,786

140 株式会社トヨタレンタリース博多 福岡県福岡市博多区 株式会社みずほ銀行 ¥683,013

141 株式会社博運社 福岡県福岡市博多区 株式会社りそな銀行 ¥38,703

142 九州ネクスト株式会社 福岡県糟屋郡宇美町 株式会社みずほ銀行 ¥71,943

143 都城木材株式会社 宮崎県北諸県郡三股町 株式会社商工組合中央金庫 ¥254,429
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