
(都道府県順）

ＮＯ 事業の名称 事業実施場所住所 事業の概要 補助金交付決定額

1
障害者支援施設白鷹陽光学園　熱
供給事業

山形県西置賜郡

施設の灯油を使用している給湯・暖房の一部をバイオマス燃
料に代替する。バイオマスボイラを、蓄熱タンク、インバーター
ポンプ・電動三方弁、高断熱な熱導管、エナジーバルブやモ
ジュール等を利用し、二酸化炭素排出係数の小さい木質バイ
オマスに切り替えることで、省エネルギー化を達成する。

¥0

2
介護老人保健施設リバーヒル長井
熱供給事業

山形県長井市

当施設では、給湯・暖房・浴槽昇温の熱源として重油焚きボイ
ラと電気ヒーターを使用している。本事業にてバイオマスボイ
ラ、蓄熱タンク、熱導管、熱供給ポンプ・自動弁・モジュール等
の設備機器を導入し、二酸化炭素排出係数の小さい木質バイ
オマスに切り替えることで、省エネルギー化を達成する。

¥0

3
株式会社日高リネンサプライのボイ
ラー燃料転換及び富久山工場と日和
田工場集約による省エネルギー事業

福島県郡山市

2工場のラインを1工場に集約する工場・事業場間一体省エネ
ルギー事業であり、ガスボイラの代替でバイオマスボイラを導
入することによりガスから再生燃料（ＲＰＦ等）への燃料転換を
行うとともに、リネン設備を更新して省エネルギーを図る事業。

¥603,210,000

4
レンゴー株式会社利根川事業所高
効率ガスエンジン発電設備導入によ
る省エネ

茨城県坂東市
高効率ガスエンジン発電設備を導入し購入電力を削減すると
ともに廃熱ボイラで発生した蒸気を送り、既設重油ボイラを停
止し、燃料の削減も図る。

¥0

5
レンゴー株式会社八潮工場　第二バ
イオマスボイラ導入による化石燃料
削減

埼玉県八潮市

八潮工場では板紙製造工程で使用する蒸気・電力の供給用
途で自家発電設備を運転している。現在、燃料は都市ガスと
木質チップを使用しているが、さらに化石燃料を削減するべく
「カーボンニュートラル燃料に幅広く対応可能な流動層式ボイ
ラ設備」の導入を計画。ボイラ燃料として難のあった高塩素ＲＰ
Ｆを使用することが可能で、燃料調達において幅広い燃料が選
択できる持続可能な事業。

¥0

6
綾瀬工場におけるエンドレス連続鋳
造機・圧延設備導入による省エネル
ギー事業

東京都足立区

既存の製造ラインは、連続鋳造工程と圧延工程が独立してお
り、ビレットを加熱炉で再加熱し圧延する必要があったが、今
般、エンドレス連続鋳造機・圧延設備への更新により、鋳造後
の失熱を最小化し、再加熱せず圧延することで、省エネルギー
化を図る事業。

¥0

7
富士屋ホテル仙石ゴルフコース木質
バイオマスボイラー導入補助事業

神奈川県足柄下郡
既存の重油ボイラを木質バイオマスボイラに置換えることで省
エネとCO2削減を図る。

¥44,014,300

8
株式会社大成の先進型印刷機によ
る省エネルギー事業

神奈川県横浜市
エネルギー消費効率の低い印刷機を先進設備に更新する。本
事業は、生産工程を効率化し、エネルギーの無駄のない生産
を実現することで電力使用量削減と電力平準化を図る。

¥0

9
大谷製鉄株式会社本社工場におけ
る省エネルギー事業

富山県射水市

電気炉のバーナーを先進設備に更新する。加えて、電気炉内
の燃焼効率を上げる設備の複数導入、酸素ガス発生装置の
更新、建屋集塵のインペラ更新により、事業所全体の電力使
用量を削減する。

¥0

10
大桑おんま温泉楽ちんの湯における
先進設備導入による省エネルギー事
業

石川県金沢市
大桑おんま温泉楽ちんの湯において、木質バイオマスボイラ
設備を導入することによりエネルギー消費の削減を図る。

¥0

11
ＫＹＢ株式会社岐阜北工場コージェネ
更新事業

岐阜県可児市

『(a)先進設備・システム』の高効率ガスコージェネレーションシ
ステムを導入し省エネを図るとともに、エネルギー使用状況等
を遠隔監視装置にて監視、事業場内の電力・熱エネルギー負
荷に合わせた導入設備の最適な運用を継続的に行う。

¥0

12

ソネック株式会社本社工場における
DMG森精機社製LASERTEC 65 DED
hybrid型レーザー加工機導入による
省エネルギー事業

静岡県浜松市

金属部品の試作開発は、複数工程を要する総切削加工品で
製品評価する事が多い。そこで、hybrid型レーザー加工機を導
入し、5軸切削加工と金属積層造形の融合で工程集約と設備
内不良修復が可能となり、加工時間の短縮となる省エネル
ギー事業。

¥207,056,000

大谷製鉄株式会社／オリックス株式会社

株式会社楽ちん／株式会社アースメンテナンス

ＫＹＢ株式会社／東邦ガスエンジニアリング株式会社／三
井住友ファイナンス＆リース株式会社

ソネック株式会社

株式会社大成

令和４年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金

(A)先進事業、(B)オーダーメイド型事業、(D)エネマネ事業    交付決定案件一覧

事業者名

(A)先進事業（22件）

社会福祉法人白鷹福祉会／那須建設株式会社

社会福祉法人長井弘徳会／那須建設株式会社

株式会社日高リネンサプライ

レンゴー株式会社

レンゴー株式会社

千代田鋼鉄工業株式会社／三井住友ファイナンス＆リー
ス株式会社

富士屋ホテル株式会社

1

※複数年度継続事業において、令和４年度に補助対象経費の支払いがない事業は、

補助金交付決定額が\0となっています。
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13
スチールプランテック株式会社　ター
ンコイル式炉底電極改造

愛知県田原市
アーク炉内の溶鋼に電磁撹拌効果を付与し、溶解促進を強化
してアーク炉操業に必要な電力を削減する。

¥0

14
堺工場の次世代型電源システムQ-
ONE導入による省エネルギー事業

大阪府堺市

従来式の炉用変圧器、直列リアクトルに代わり、ダニエリの次
世代型電源システムQ-ONE導入によって、従来困難であった
炉内のアークの安定制御を可能とし、製鋼工程の省エネ化と
低コスト化を図る事業。

¥0

15
株式会社TOWA　本社工場　印刷
機、空調の更新による省エネルギー
事業

大阪府東大阪市

本社工場の省エネルギー化に向けて、既存の印刷設備を「先
進設備・システム」に登録されたオフセット枚葉印刷機に更新
することにより、電力使用量を削減できると共にエネルギー消
費原単位の改善にも繋がる。あわせて空調設備を高効率機器
に更新することで省エネルギー化を実現する。

¥6,614,100

16
湊山温泉への薪ボイラー・蓄熱シス
テム導入による省エネ事業

兵庫県神戸市

湊山温泉の既存ガス焚きボイラを用いた化石燃料（都市ガス）
で行っている源泉加温・シャワー用給湯などの熱利用プロセス
を、薪ボイラ(バイオマスガス化燃焼ボイラ)・蓄熱システムへ更
新して燃料削減し、省エネルギーを実現する。

¥18,767,000

17

山陽特殊製鋼(株)の排ガス分析シス
テム及びタンディッシュ予熱装置、焼
きならし炉更新、回転炉リジェネ化導
入による省エネルギー事業

兵庫県姫路市

電気炉内の排ガス分析により、リアルタイムに炉内の最適な二
次燃焼環境を制御し、電力原単位を低減する。また、タン
ディッシュ予熱装置を自励振動タイプの酸素バーナーに変更
し、更に、焼きならし炉更新及び回転炉リジェネ化により燃料
原単位を低減する。

¥0

18
花山乃湯　木質バイオマス導入によ
る省エネルギー事業

兵庫県三田市

『(a)先進設備・システム』のバイオマスガス化燃焼ボイラおよび
温水蓄熱タンクを導入し、温浴施設での給湯・浴槽昇温・足し
湯、およびゴルフ練習場での暖房等の熱利用プロセスに使用
される化石燃料を削減し、省エネルギーを実現する。

¥40,482,760

19
木質・RPF等混焼ボイラー発電設備
導入事業

鳥取県鳥取市

事業用途で使用する熱源（蒸気）および生産動力源として、既
設設備にて使用する化石燃料から木質燃料およびRPF等の混
焼設備を導入することにより燃料転換を行い、化石燃料の使
用量を削減することで省エネルギー化を図る。

¥0

20
株式会社宇部スチール本社工場に
おける省エネルギー事業

山口県宇部市
先進設備に採択された旋回式電気炉を導入し、消費電力量の
減少と生産性の向上を図る。

¥0

21
筑紫の湯　樹脂燃料(廃タイヤ)ボイ
ラー導入による省エネルギー化事業

福岡県筑紫野市

先進設備に認定された廃タイヤを燃料とするボイラ(株式会社
工藤社製 ジェットクリーンKH-E)を導入する。当社温浴施設の
加温において、燃料を従来の重油から廃タイヤへ変更し、廃タ
イヤを熱エネルギーとして有効活用することで化石燃料を削減
する。

¥43,000,000

22
株式会社サナス本社工場における省
エネルギー事業

鹿児島県鹿児島市

異性化糖製造プロセスで使用する濃縮装置をMVR型蒸発濃
縮装置に更新することで高効率化を図ると同時に、主要エネ
ルギーを都市ガスから電力に転換する。さらにガス炊き貫流ボ
イラをバイオマスボイラに更新することで都市ガス使用量を削
減し省エネルギーを図る。

¥0

株式会社宇部スチール／オリックス株式会社

株式会社筑紫の郷

株式会社サナス／オリックス株式会社

三洋製紙株式会社

接続

東京製鐵株式会社

新関西製鐵株式会社

株式会社ＴＯＷＡ

ニコニコ温泉株式会社

山陽特殊製鋼株式会社

株式会社コタニ住研

2

※複数年度継続事業において、令和４年度に補助対象経費の支払いがない事業は、

補助金交付決定額が\0となっています。
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23
苫小牧工場における木質バイオマス
ボイラー設備導入による省エネル
ギー事業

北海道苫小牧市

苫小牧工場では都市ガスまたはA重油を燃料とした蒸気ボイラ
を稼働させているが、ベースロード部分を木質バイオマスボイ
ラに置き換えることで、エネルギー使用量を削減することが出
来る。また、製品の製造工程で発生するパルプ燃料も利用す
ることが可能となる。

¥81,885,000

24
プラスチック容器生産ラインの省エネ
ルギー化事業

茨城県結城郡
食品用トレーや農産物流通用トレー等の製造に使用している
プラスチック容器生産ラインを高効率ラインに更新することで
工場全体の省エネルギー化を図る。

¥0

25
クローバー・ジャパン株式会社の省
エネルギー事業

群馬県高崎市
連続洗濯機及び乾燥機を新型に更新し、熱のロスを削減す
る。また、蒸気ボイラをＡ重油仕様から都市ガス仕様に更新し
燃料転換を行う事業。

¥66,410,000

26 館林事業所の省エネルギー化事業 群馬県館林市

館林事業所では木材加工を行っている。既存の集塵システム
は設備が1台でも稼働していると集塵システムを稼働させなけ
ればならず、省エネルギーの観点からは非常に非効率であっ
た。本事業では既存の集塵システムを更新するとともに、従来
の1系統しかなかった集塵システムをインバーター制御機能付
帯の4系統へ分割する設計を行うことで、電力使用量を低減さ
せる。

¥69,000,000

27
リンテック株式会社熊谷工場におけ
るコージェネレーションシステムの導
入による省エネ事業

埼玉県熊谷市

本事業においては、エネルギー変換効率に優れた高効率ガス
コージェネレーションシステムを、リンテック株式会社熊谷工場
のエネルギーバランスを踏まえて、オーダーメイドでシステム
設計し導入することで、省エネルギー化を図る。系統からの受
電を減らし、排熱を利用した蒸気ボイラの導入により、既設貫
流ボイラの都市ガス使用量を削減する。

¥0

28
三井金属鉱業株式会社上尾事業所
におけるコージェネレーションシステ
ム導入による省エネ事業

埼玉県上尾市

本事業においては、エネルギー変換効率に優れた高効率ガス
タービンコージェネレーションシステムを、三井金属鉱業株式
会社銅箔事業部上尾事業所のエネルギーバランスを踏まえ
て、オーダーメイドでシステム設計し導入することで、省エネル
ギー化を図る。系統からの受電を減らし、排熱を利用した蒸気
ボイラの導入により、既設貫流ボイラの都市ガス使用量を削減
する。

¥0

29
帆風竹橋工場の省エネルギー化事
業

東京都千代田区

オフセット枚葉印刷機を、菊全判両面印刷八色刷印刷機に更
新することで省エネルギー化を図る。また、一部の空調設備を
新型の高効率機器に更新することで更なる省エネルギー化を
図る。

¥390,568,700

30
(株)柴橋商会小田原工場省エネル
ギー事業

神奈川県小田原市

2工場のリネン設備を新工場に集約する工場・事業場間一体
省エネルギー事業であり、リネン設備を、高効率リネン設備に
更新するととも、排温水、蒸気ドレンから熱回収をすることによ
り、省エネルギー化を図る事業。

¥0

31
本社工場作業効率の向上を図るカス
タムオーダー印刷機導入事業

新潟県新潟市
アニロックスローラ自動交換装置の導入により、多品種のニス
加工における作業効率の向上を図る。

¥0

32
丸喜産業株式会社本社工場におけ
る省エネルギー事業

富山県高岡市
再生プラスチック工場における既存の押出造粒機ラインを、統
合集約した高効率の設備に更新することで、省エネルギー化
を図る事業。

¥0

33
株式会社笠間製本印刷のオーダーメ
イド型高効率印刷機による省エネル
ギー事業

石川県白山市
既存印刷機から、オーダーメイド型高効率印刷機に更新し、さ
らに高効率空調機への更新を行う事で電力使用量を削減す
る。

¥2,200,000

34
小林リネンサービス省エネルギー事
業

山梨県笛吹市
リネン設備を、高効率リネン設備に更新するとともに、排温水、
蒸気ドレンから熱回収をすることにより、省エネルギー化を図
る事業。

¥73,885,000

株式会社柴橋商会

株式会社北都

丸喜産業株式会社

株式会社笠間製本印刷

有限会社小林リネンサービス

株式会社帆風

事業者名

(B)オーダーメイド型事業（34件）

株式会社ダイナックス

昭和有機茨城株式会社／昭和有機株式会社

クローバー・ジャパン株式会社

株式会社長谷川萬治商店／三菱ＨＣキャピタル株式会社

リンテック株式会社／東京ガスエンジニアリングソリュー
ションズ株式会社

三井金属鉱業株式会社／東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ株式会社

3

※複数年度継続事業において、令和４年度に補助対象経費の支払いがない事業は、

補助金交付決定額が\0となっています。
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ＮＯ 事業の名称 事業実施場所住所 事業の概要 補助金交付決定額

35
株式会社しんえこ松本本社における
省エネルギー事業

長野県松本市
高効率プレシュレッダーを導入することにより、後工程のシュ
レッダーへの負荷を減らし、電力削減を図る事業。

¥0

36
株式会社トーセン本社工場における
省エネルギー事業

長野県小諸市
クリーニング工場における既存の一連の工程を自動化すると
ともに、高効率の設備に更新することで、原単位での改善を図
る事業。

¥308,340,000

37
東名興産株式会社における乾溜ガス
化燃焼方式を採用した焼却施設の導
入による省エネルギー事業

静岡県浜松市

本事業により、既設の焼却施設に代わり乾溜ガス化燃焼方式
を採用した焼却施設を導入する。既設の焼却施設では廃棄物
の燃焼に燃料としてA重油を使用しているが、乾溜ガス化燃焼
方式は、乾溜ガス化炉に廃棄物を投入し、密閉状態で加熱す
ることで可燃性のガスを発生させ、そのガスを燃料として廃棄
物を焼却することができる仕組みであるため、燃料を削減し省
エネルギーを実現する事業。

¥0

38
東洋リネンサプライ(株)高丘工場省
エネルギー事業

静岡県浜松市

3工場のリネン設備を1工場に集約する工場・事業場間一体省
エネルギー事業であり、リネン設備を高効率リネン設備に更新
するとともに、排温水、蒸気ドレンから熱回収をすることによ
り、省エネルギー化を図る事業。

¥5,000,000

39 回収ボイラガス式給水予熱器更新 静岡県富士市

給水予熱器は、回収ボイラで発生した燃焼排ガスから熱回収
を行い、回収ボイラの給水温度を昇温させる装置である。今回
の給水予熱器更新により、熱回収改善を図る。給水温度が上
昇することで、脱気器で使用される蒸気使用量の削減につな
がり、工場内蒸気負荷をコントロールするC重油ボイラの燃料
使用量削減により、省エネを達成する。

¥0

40
NJT銅管（株）　本社・伸銅所におけ
る省エネルギー化事業

愛知県豊川市

伸銅所内の、鋳造工程における設備更新と、焼鈍工程におけ
る改造工事を行い、省エネルギー化を図る。鋳造工程での半
連続型溶解鋳造機を連続型に更新するほか、焼鈍工程のラジ
アントチューブ内に高輻射材、高効率熱交換機を導入すること
で省エネルギー化を図る。

¥0

41
編織物染色整理工場の乾燥機、熱
処理機の排熱回収による省エネル
ギー事業

愛知県蒲郡市

編織物染色整理工場において、乾燥機及び熱処理機を『(a)先
進設備・システム』の「シュリンクサーファー」・「シンプレックス
テンター」へ更新、加えて脱水機を導入して乾燥機の消費エネ
ルギーを低減させる省エネルギー事業。

¥0

42
藤原工場における高効率クリンカ
クーラ導入による省エネルギー事業

三重県いなべ市

既設クリンカクーラを高効率クリンカクーラに更新し、熱回収量
を増やすことで省エネルギー化を図る。クリンカクーラとは、
ロータリーキルンから排出される高温クリンカの冷却と、そのク
リンカの保有熱を焼成用2次空気として高温回収することを目
的として、設置しているものである。

¥0

43
有限会社コジマにおける省エネル
ギー化事業

大阪府岸和田市

洗濯機、脱水・乾燥の各リネン設備の高効率設備への更新と
ライン改修を行い、加えて洗濯排温水からの熱回収システム
導入による蒸気負荷の低減、及び高効率ボイラへ更新するこ
とで省エネを図る事業。

¥3,600,000

44
神戸医師協同組合明石事業所省エ
ネルギー事業

兵庫県明石市

洗濯機、脱水・乾燥、仕上げの各リネン設備の高効率設備へ
の更新と乾燥設備の運用効率化を含むライン改修を行うととも
に、洗濯排温水からの熱回収システム導入で蒸気負荷を低減
することで省エネを図る事業。

¥4,860,000

45
松徳工業所奈良工場への最新型連
続式焼入焼戻炉導入による省エネル
ギー化事業

奈良県五條市

現有連続式焼入焼戻炉導入（本社工場2ラインと奈良工場１ラ
イン）を廃炉にし、新型連続式焼入焼戻炉を2ライン導入し、現
行の6ライン体制から、5ライン体制とし、熱処理能力は維持し
つつ、エネルギー消費量を削減する。

¥231,600,000

46
須山木材(株)　プレカット第２工場　集
塵機更新による電力省エネ事業

島根県出雲市
2系統ある集塵機を、最適化を図った集塵機１系統に更新し、
省エネルギー化を図る事業。

¥0

艶榮工業株式会社

太平洋セメント株式会社

有限会社コジマ

神戸医師協同組合

株式会社松徳工業所／三井住友ファイナンス＆リース株
式会社

須山木材株式会社

ＮＪＴ銅管株式会社／オリックス株式会社

事業者名

株式会社しんえこ／オリックス株式会社

株式会社トーセン

東名興産株式会社

東洋リネンサプライ株式会社

大興製紙株式会社
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※複数年度継続事業において、令和４年度に補助対象経費の支払いがない事業は、

補助金交付決定額が\0となっています。
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47
JFEスチール株式会社西日本製鉄所
(倉敷地区)高炉送風機の電気駆動
化に伴う連携省エネルギー事業

岡山県倉敷市

高炉の操業において、高炉へ送風機を用いて熱風を供給して
いる。現在、送風機の駆動は蒸気タービンを用いており、これ
を電動機に更新する。これに伴い副生ガスを瀬戸内共同火力
へ移し、高効率に発電された電気を送風機の駆動源として利
用する、省エネルギー事業。

¥0

48
株式会社下岡タイヤ産業本社北広
島工場における省エネルギー事業

広島県山県郡

廃タイヤゴムチッププラントを新型の設備に更新する。廃タイヤ
を複数段階で破砕・微細化していく工程において、中間段階の
破砕力を強化することで、最終破砕工程の負荷を減らして省エ
ネルギーを図る。

¥0

49 過熱蒸気焼成機更新事業 山口県長門市
【過熱蒸気焼成機】過熱蒸気を循環させる構造を採用すること
で、使用蒸気量を削減する。

¥52,275,000

50
株式会社トクヤマ徳山製造所におけ
る省エネルギー事業

山口県周南市

ＶＣＭ製造工程において、反応器熱回収部を高機能素材に更
新することで、熱回収量を増加させ蒸気削減を図る。併せて、
ポリシリコン製造工程において、反応器の輻射率を向上させる
内壁改造により電力削減を図る総合的省エネルギー事業。

¥0

51
出光興産株式会社 徳山事業所にお
ける省エネルギー事業

山口県周南市

徳山事業所のエネルギー使用量の削減を目的に、ナフサスプ
リッター装置(NSP装置)廃熱回収効率化、ナフサ水添脱硫装置
(NH装置)廃熱回収効率化、蒸気高圧化によるタービン効率
化、及びエチレン製造装置(ET装置)高効率圧縮機の導入を行
う。

¥13,230,000

52
金城産業株式会社松山港リサイクル
センターにおける省エネルギー事業

愛媛県松山市
松山港リサイクルセンターにおいて高効率シュレッダーを導入
する事により、ライン全体としての最適化を図り省エネルギー
を実現する。

¥0

53
ルナ物産株式会社本社工場におけ
る省エネルギー事業

愛媛県松山市

嫌気処理による排水処理設備を導入する。現状の好気処理を
嫌気処理に変更することで酸素供給量低下分の省エネ化を図
る。また、処理工程で発生するメタンガスをエネルギー源として
自家消費発電を行い、買電量減少分の省エネ化も図る。

¥389,400,000

54
仙味エキス株式会社本社工場におけ
る省エネルギー事業

愛媛県大洲市
工場移転に伴い、濃縮機・加圧タンクを高効率なものへと更新
し省エネルギーを図る事業。

¥0

55
株式会社日報　本社工場の省エネル
ギー化事業

福岡県北九州市
既存オフセット輪転機による生産を、先進的なオーダーメイド
型オフセット輪転機に集約し、事業所の省エネルギー化を図
る。

¥0

56
長崎油飼工業株式会社鶏糞バイオ
マスボイラ事業

長崎県諫早市
鶏糞処理の廃熱ボイラから、木質バイオマスボイラを再設計・
カスタマイズをした鶏糞バイオマスボイラへ更新することで、所
内全体のボイラ燃料使用量を削減する事業。

¥652,300,000

金城産業株式会社／オリックス株式会社

ルナ物産株式会社／オリックス株式会社

仙味エキス株式会社／オリックス株式会社

株式会社日報

長崎油飼工業株式会社

出光興産株式会社

事業者名

ＪＦＥスチール株式会社／瀬戸内共同火力株式会社

株式会社下岡タイヤ産業／オリックス株式会社

深川養鶏農業協同組合

株式会社トクヤマ／オリックス株式会社
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※複数年度継続事業において、令和４年度に補助対象経費の支払いがない事業は、

補助金交付決定額が\0となっています。
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57
金沢木材　プレカット金沢における省
エネルギー事業

金沢木材協同組合
オムロンフィールドエンジニ
アリング株式会社

石川県金沢市
事業場のエネルギー使用量の大部分を占める集塵設備、プレ
カット設備、コンプレッサを更新し、EMS導入による制御・運用
改善取り組みによりエネルギー使用量を削減する。

¥1,850,000

58
中村木材　平田プレカット工場におけ
る省エネルギー事業

中村木材株式会社／三菱Ｈ
Ｃキャピタル株式会社

オムロンフィールドエンジニ
アリング株式会社

岐阜県海津市

事業場のエネルギー使用量の大部分を占めるプレカット設備、
集塵設備、コンプレッサを高効率機へ更新し、EMS導入による
集塵制御および計測データを活用した運用改善取り組みによ
りエネルギー使用量の削減を図る。

¥2,235,000

59
熊本ランベックス　プレカット工場にお
ける省エネルギー事業

協同組合熊本ランベックス
／三菱ＨＣキャピタル株式
会社

オムロンフィールドエンジニ
アリング株式会社

熊本県熊本市

事業場のエネルギー使用量の大部分を占めるプレカット設備、
集塵設備、コンプレッサを対象に、ラインレイアウトを見直した
上で高効率設備へ更新する。加えて、EMSを用いた集塵設備
の制御、エネルギー管理支援サービスを通じた運用改善取り
組みにより、エネルギー使用量の削減を図る。

¥1,850,000

60
善徳丸建材　本社工場における省エ
ネルギー事業

善徳丸建材株式会社／三
菱ＨＣキャピタル株式会社

オムロンフィールドエンジニ
アリング株式会社

熊本県熊本市

事業場のエネルギー使用量の大部分を占める、プレカット設
備、集塵設備、コンプレッサを高効率機へ更新し、さらにEMS
導入による集塵機の最適制御およびエネルギー管理支援
サービスを活用した運用改善実施により、エネルギー使用量
の削減を図る。

¥1,850,000

ＮＯ 事業の名称 事業者名 エネマネ事業者名 事業実施場所住所 事業の概要 補助金交付決定額

61
TRYmart.八間通店の省エネルギー
化事業

株式会社ぎゅーとら／株式
会社ｔｒｉｄｅ

フクシマトレーディング株式
会社

三重県伊勢市

既存の空調設備、冷凍冷蔵設備を高効率機器に更新すること
で省エネルギー化を図る。EMSにより設備間統合制御を実施
する事で、より高いレベルでの省エネルギー化を実現する。エ
ネマネ事業者による運用改善、チューニングにより継続的な省
エネルギー化を図る。

¥5,605,000

ＮＯ 事業の名称 事業者名 エネマネ事業者名 事業実施場所住所 事業の概要 補助金交付決定額

62
マルハン八戸店の省エネルギー化事
業

株式会社マルハン 株式会社リレー 青森県八戸市 EMS設備を導入することにより省エネルギー化を図る。 ¥1,643,333

63 埼玉工場におけるEMS導入事業 株式会社武蔵野 エコカーボン株式会社 埼玉県朝霞市
埼玉工場におけるEMSシステム導入、活用による省エネル
ギー化を図る。

¥31,666,666

64
マルハン鈴鹿店の省エネルギー化事
業

株式会社マルハン 株式会社リレー 三重県鈴鹿市 EMS設備を導入することにより省エネルギー化を図る。 ¥1,700,000

65 べラジオ本店の省エネルギー化事業
ベラジオコーポレーション株
式会社

株式会社リレー 大阪府大阪市 EMS設備を導入することにより省エネルギー化を図る。 ¥2,050,000

66
山口宇部空港ターミナルビル　ＥＭＳ
装置導入事業

山口宇部空港ビル株式会社 アズビル株式会社 山口県宇部市

既存中央監視装置をEMS化更新し、既存空調機の制御の効
率化による省エネルギー対策を実施する。また、効果検証ポイ
ントの充実化を図り、制御・運用の検証を行いながら、継続的
にチューニングを実施する。最大限の省エネルギー効果を発
揮するための体制を構築する。

¥24,268,250

(C)指定設備導入事業 ＋ (D)エネマネ事業（1件）

(D)エネマネ事業（5件）

(B)オーダーメイド型事業 ＋ (D)エネマネ事業（4件）

6

※複数年度継続事業において、令和４年度に補助対象経費の支払いがない事業は、

補助金交付決定額が\0となっています。


