■エネルギー管理システム導入促進補助金（BEMS） 事業者からのアピール・ＢＥＭＳ導入申請状況、目標値、見込み値 （平成26年2月28日現在)

ＢＥＭＳ導入計画
BEMS導入申請状況
BEMSアグリゲータ

事業者からのコメント

①ユーザー目線の価格、②デマンドレスポンスを訴求
力に、節電指南サービスを幅広く展開する計画。使用
するBEMSには新電力向けサービスで培ったノウハウ
が詰まっており、今後の新サービスにも買換え無しで
対応可能。

株式会社エナリス
株式会社ザイマックスビルマネジメント

当社は空調総合メーカーとして、クラウド型の設備監
視・エネルギー管理サービスを展開しており、中小ビ
ルおよび複数拠点のエネルギーの見える化、運用状
況の分析、ピーク電力を制御するBEMSを提供。

ダイキン工業株式会社
ダイキンエアテクノ株式会社

イオンディライト株式会社
エイ・ジー・サービス株式会社
環境整備株式会社

株式会社エディオン
株式会社エヌワーク

日本アイ・
ビー・エム
株式会社

日本電気株式会社
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

目標値

見込み値

（平成２４年４月～平成２６年３月）

（平成２４年４月～平成２６年３月）

ホームページ

事業所数(件）

事業所数(件）

契約電力合計（kW)

事業所数(件）

契約電力合計（kW)

1,636件

16,107件

1,410,700kW

14,891件

1,165,560kW

http://www.eneres.co.jp

303,850kW

http://www.daikin.co.jp/s
etsuden/gyoumu/energy
/

73件

4,014件

303,850kW

4,014件

国内トップのビル・店舗管理実績や省エネ対策経験を
基に、機器性能だけに頼らないサービスを提供。デー
タ収集、分析、コンサルを現場を熟知した弊社ならで
はの一貫したサービスでムリの無い、確実な省エネを
提供します。

408件

1,590件

507,000kW

1,590件

507,000kW

http://www.aeondelight.c
o.jp/

電力の見える化、機器制御機能およびきめ細やかな
省エネコンサルサービスによりエネルギー利用の最適
化を提供します。また、ダイナミックプライシング、節電
協力インセンティブ等に対応可能なシステムです。

22件

1,100件

319,000kW

770件

125,000kW

http://www.edion.co.jp

62,000kW

http://www.nec.co.jp/sol
ution/builtotal/butics/cl
dbems.html

452,820kW

http://www.veglia.co.jp/b
ems/

141,060kW

http://www.nttdatacs.co.
jp/product/service/syst
em/remoteone/index.ht
ml

349,997kW

http://jp.fujitsu.com/solu
tions/safety/energy/solu
tion/bems-activity.html

クラウドを利用したエネルギーマネジメントサービスを
展開し、本ＢＥＭＳ事業では、様々な施設に対応可能
な拡張性のあるシステムを提供する。将来的には
様々なエネルギーマネジメントシステムとの連携も可
能である。

15件

300件

62,000kW

300件

株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ
ユアサ商事株式会社
加藤商事株式会社
株式会社石本建築事務所
日置電機株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
シュナイダーエレクトリック株式会社
日比谷総合設備株式会社
シナネン株式会社

NTTデータカスタマサービス株式会社
株式会社ビル代行
株式会社NTTデータ
株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ
株式会社ミライト・テクノロジーズ
日本ＡＴＭ株式会社

業種/業態/規模/建物を問わず、実績のある多拠点
対応ASPサービスと、簡易なBEMSから高性能な
BEMSまでを組み合わせ、お客様にとって最適なエネ
ルギー管理システムを構築し提供いたします。

プライベートクラウドから共同利用型、M2Mまで幅広く
サービスを展開しており、本BEMS事業ではタブレット
やスマートフォン、PCなどから閲覧可能な中小規模、
多地点に対応したシステムを提供している。

130件

2,638件

428件

1,970件

499,920kW

228,150kW

2,400件

1,219件

富士通株式会社
富士電機株式会社 / 日新電設株式会社
トーテックアメニティ株式会社 / 富士通マーケティング株式会社
富士テレコム株式会社 / 扶桑電通株式会社
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
株式会社富士通エフサス / 富士通リース株式会社
富士電機ITソリューション株式会社
株式会社富士通ゼネラル
大興電子通信株式会社 / ソレキア株式会社
東光電気株式会社

株式会社日立製作所 インフラシステム社
株式会社日立製作所 都市開発システム社
株式会社日立ビルシステム
日立コンシューマ・マーケティング株式会社
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社
株式会社日立システムズ
東京瓦斯株式会社
日立アプライアンス株式会社

サービスはクラウド利用により提供。BEMS機器は小
～大規模まで対応するシステムを提供。建物毎のエ
ネルギー使用状況の可視化/デマンド管理だけでな
く、企業が保有する拠点を統合的にマネジメントする
機能を提供。

多数のBEMS実績を持つ日立グループ各社の幅広い
システムやサービスを提供する。
将来的には電力予測、地域・電力会社毎のアロケー
ション、さらにはスマートコミュニティーとの連携等サー
ビスを拡充していく。

NKワークス株式会社

拡張性が高く、快適性と経済性を両立したBEMSシス
テムとエネルギーコンサルティングを同時に展開。モノ
づくりとサービスの融合により、環境分野におけるワン
ストップ・コンサルティングメーカーとしてお客様ニーズ
に応えている。

日本テクノ株式会社

全国3万8千件の顧客基盤で培った『99業種の運用改
善マニュアル』を活用した300名の営業スタッフによる
省エネ指南サービスを展開。30分単位（1日最大48
個）のデマンド設定による自動制御で電力削減を支
援。

株式会社九電工

電気設備工事を初めとした総合設備業を展開してい
る。本BEMS事業では、汎用機器を使用し共通プラット
フォームを採用。小規模から大規模まで拡張性の高
いBEMSシステムを提供している。集中管理はクラウド
により提供。

大崎電気工業株式会社
株式会社エネゲート
日本ファシリティ･ソリューション株式会社
日本カーボンマネジメント株式会社

エネルギー管理業務を総合的に支援！
①スマートメータ普及を見据えた先進的BEMSの提供
②充実の改善サポート（運用、設備、調達）
③選べる契約形態（初期投資ゼロ、削減保証）
④省エネ法等の対応業務支援

69件

3,189件

1,107,490kW

2,187件

367件

2,007件

376,240kW

2,007件

376,240kW

http://www.hitachi.co.jp/
Div/omika/product_soluti
on/energy/smatrgrid/co
nsumer/bems.html

102件

266件

73,209kW

266件

73,209kW

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

133,000kW

http://www.ntechno.co.jp

153,400kW

http://www.kyudenko.co.j
p/info/2012/0405_00072
9.php

277,890kW

http://www.osaki.co.jp/b
ems_dms/index.pdf

196,973kW

http://www.panasonic.co.
jp/es/peseg/

1,152件

40件

13,927件

1,237件

635件

3,003件

1,392,700kW

153,400kW

705,850kW

1,330件

1,237件

1,201件

パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社
パナソニックシステムネットワークス株式会社
日本管財株式会社
株式会社ビル代行
株式会社スマートエナジー
株式会社環境経営戦略総研
伊藤忠商事株式会社
パナソニックＥＳ産機システム株式会社

ＡＳＰサービスによる電力消費量の見える化やコンサ
ルティング業務で節電を支援します。事務所ビルや店
舗等、多様な用途事業所に向けたメニューをご用意。
運用改善後の設備更新も提案サポートします。

232件

2,204件
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332,920kW

1,200件

■エネルギー管理システム導入促進補助金（BEMS） 事業者からのアピール・ＢＥＭＳ導入申請状況、目標値、見込み値 （平成26年2月28日現在)

ＢＥＭＳ導入計画
BEMS導入申請状況
BEMSアグリゲータ

事業者からのコメント

事業所数(件）

本補助事業で整備したインフラをベースに、エネル
ギーを管理し、安定的な消費電力量の削減を目指し
たデマンドレスポンスサービスに展開
していく。広く社会に貢献するために、スマートコミュニ
ティを中核事業にすべく注力していく。

株式会社東芝
東芝エレベータ株式会社
東芝ソリューション株式会社

電力小売事業で培った需要予測ノウハウを活用し、お
客様毎の需要物件と負荷カーブを分析して節電達成
を目指すサービス。機器無償提供がサービス特長。
（電気料金削減メリットをお客様とシェアするメリット
シェア型）

オリックス株式会社

133件

目標値

見込み値

（平成２４年４月～平成２６年３月）

（平成２４年４月～平成２６年３月）

事業所数(件）

1,512件

5件

1,002件

契約電力合計（kW)

110,623kW

179,520kW

事業所数(件）

1,003件

1,002件

ホームページ

契約電力合計（kW)

82,453kW

http://www.toshibasmartcommunity.com/JP
/#/about_energy

179,520kW

http://www.orixeco.jp/files/news/info/b
ems_aggregator.pdf

171,000kW

http://www.nttf.co.jp/service/aggregate
/

株式会社NTTファシリティーズ
熱と電気のエネルギー供給者とエネルギーマネジメン
トで実績のある会社で構成され、メーカを問わず連携
し、拡張性のあるＢＥＭＳを低価格で提供することで
「お客様のニーズにあった賢い節電・省エネ」を実現。

大阪ガス株式会社
株式会社エネット
沖ウィンテック株式会社
株式会社シービーエス
株式会社クリエイティブテクノソリューション
株式会社大阪ガスファシリティーズ

日本ユニシス株式会社
大和ハウス工業株式会社

株式会社ユアテック
特定非営利活動法人グローバル・コロキウム
株式会社近計サービス
ＥＳ株式会社
イートス株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
ラナベイク株式会社
シンセー電機株式会社

朝日機器株式会社

三井情報株式会社

株式会社大塚商会
株式会社ラックランド

アズビル株式会社

1,185件

138,500kW

1,000件

103,900kW

クラウドを利用した見える化サービスを展開しており、
本ＢＥＭＳ事業ではデマンドモニタ・電力計測ユニット
を活用し、大元のデマンド計測ならびに小規模から多
点の計測・制御まで拡張性のあるBEMSシステムを提
供している。将来的にはスマートメーターとの連携も可
能である。

160件

1,192件

150,535kW

924件

145,991kW

http://bems-coll.jp/

BEMSメーカー最大手であると同時に、ESCOサービス
等の省エネルギーサービスにおける大きな実績を活
かし、確実で効果的な節電ソリューションを提供しま
す。

日本電技株式会社 / 東テク株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社 / 株式会社オーテック
千代田計測株式会社 / 裕幸計装株式会社
フィット電装株式会社 / ヤシマ工業株式会社
株式会社荏原電産

合計

1,100件

42件

ＥＳＣＯ事業・省エネリニューアル事業・多くの省エネ
事業者を支援する事業を全国で展開。
３千件以上の導入実績があり、工事に強くＢＥＭＳ導
入から運用改善・省エネリニューアルまでワンストップ
で提供します。

株式会社洸陽電機

229,600kW

http://www.unisys.co.jp/
solution/bems/

空調（電気・ガス）、換気扇、照明を対象設備としたク
ラウド型省エネルギーサービス「ＧｅＭ２」を展開。
店舗内の温度やCO2濃度を計測し、空調の運転／停
止、空調の設定温度を自動で変更。

大和エネルギー株式会社
ガステックサービス株式会社
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
菱熱工業株式会社

1,940件

エネルギーマネジメントサービスの提供により、お客
様の効率的な節電とコスト削減を支援致します。将来
的には、電気自動車の充電設備や創エネ・蓄エネ等
を含めた高度なエネルギー管理をトータルにサポート
致します。

電力・環境データの通信・最適制御プログラムを
搭載した人工知能R03を用い、建物の節電・省エネ
を実施。データは、クラウド上のサーバに蓄積。
環境エンジニアが、蓄積データを用いて運用改善
アドバイスを実施。

株式会社エービル

23件

96件

1,500件

85件

492件

331件

1,163件

147,490kW

170,000kW

343,224kW

713件

470件

407件

111,719kW

170,000kW

http://biz.mki.co.jp/soluti
on/saas/gem2/bemshojo
kin.html

98,846kW

http://www.koyoelec.co
m/aggregator/

http://www.azbil.com/jp/
product/ba/tems/bems_
agr/index.html

84件

146件

68,388kW

357件

153,000kW

6,268件

63,684件

9,010,309kW

41,588件

5,534,428kW
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http://www.abl.co.jp/BEMS/index.html

