
平成２８年度　再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金　補助事業者一覧　【新規事業一次締切分】

都道府県 市区町村

1 太陽熱利用 岐阜県 岐阜市 有限会社VERYコーポレーション H28 H28
有限会社VERYコーポレーションハートフォレスト西川手太陽熱
利用暖房給湯設備導入事業

介護施設の屋根に太陽集熱器を設置し、床暖房と給湯に利用する。

2 太陽熱利用 島根県 益田市 株式会社　ひょうま H28 H28
介護施設グループホーム『ひなたぼっこ美都』太陽熱利用給湯
設備導入事業

グループホームの屋根に太陽集熱器を設置し、給湯に利用する。

3 太陽熱利用 島根県 益田市 株式会社ひょうま H28 H28
介護施設グループホーム『ひなたぼっこ向横田』太陽熱利用給
湯設備導入事業

グループホームの屋根に太陽集熱器を設置し、給湯に利用する。

4 地中熱利用 北海道
札幌市
厚別区

株式会社ホンダパルズ H28 H28
ホンダカーズ札幌中央　新札幌店新築工事への地中熱利用に
よる冷暖房・融雪設備設置事業

地中熱を熱源とするヒートポンプを設置し、ショールームの空調と駐車場
の融雪に利用する。

5 地中熱利用 青森県 青森市 株式会社ベストケア H28 H29
株式会社ベストケア　青森第３シニア　地中熱利用冷暖房・調
湿・給湯・融雪システム導入事業

地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、シニアホームの冷暖房・調
湿・給湯・融雪に利用する。

6 地中熱利用 岩手県 盛岡市 日本地下水開発株式会社 H28 H28 JGD岩手営業所地中熱利用空調施設熱源設備工事 地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、営業所の空調に利用する。

7 地中熱利用 山形県 山形市 日本地下水開発株式会社 H28 H28 JGD山形事務所地中熱利用空調施設熱源設備工事 地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

8 地中熱利用 山形県 鶴岡市 株式会社荘内銀行 H28 H29 荘内銀行本店新築工事の内、地中熱利用空調設備設置事業 地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

9 地中熱利用 茨城県 水戸市 株式会社アルク H28 H28
株式会社アルク新社屋地中熱採熱による空調システム設置工
事

地中熱を熱源とするヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

10 地中熱利用 埼玉県 行田市 株式会社イートラスト埼玉 H28 H28
株式会社イートラスト埼玉新社屋新築工事(地中熱利用空調設
備工事)

地中熱を熱源とするヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

11 地中熱利用 東京都 町田市 株式会社　新陽社 H28 H28
株式会社新陽社多摩境テクノセンターへの地中熱を利用した空
調システム導入事業

地下水熱を熱源とする空調システムを設置し、事務所の空調に利用する。

12 地中熱利用 神奈川県 小田原市 鈴廣かまぼこ株式会社 H28 H28 鈴廣かまぼこ惠水工場空調更新事業(地中熱利用） 地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、工場の空調に利用する。

13 地中熱利用 富山県
下新川郡
朝日町

北陸電気工業株式会社 H28 H28 北陸電気工業（株）朝日工場地中熱空調設備追加工事 地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、工場の空調に利用する。

14 地中熱利用 山梨県 甲斐市 サンコー機材株式会社 H28 H28
サンコー機材(株)甲府支店　新築工事　地中熱利用による空調
設備設置事業

地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。
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15 地中熱利用 長野県 上田市 有限会社須藤物産 H28 H28 有限会社須藤物産　温室ハウスＥ棟地中熱空調工事
地下水熱を熱源とするヒートポンプを設置し、トマト栽培用温室の空調に
利用する。

16 地中熱利用 愛知県 長久手市 イケア･ジャパン株式会社 H28 H29
イケア・ジャパン株式会社 （仮称）イケア長久手への地中熱利
用空調設備導入事業

地中熱を熱源とするヒートポンプを設置し、店舗の空調に利用する。

17 バイオマス熱利用 山形県 東根市 山形イハラ株式会社 H28 H28
山形イハラ株式会社　第一　第二工場へのバイオマス温風暖房
機設置事業

木質ペレットを燃料とするバイオマス温風暖房機を設置し、工場内の空調
に利用する。

18 バイオマス熱利用 石川県 白山市 ＤＩＣ株式会社 H28 H29 ＤＩＣ株式会社　北陸工場への加温用バイオマスボイラ設置事業
木質チップを燃料とするバイオマスボイラを設置し、工場内の設備の加温
に利用する。

19 バイオマス熱利用 静岡県 御殿場市 株式会社リコー H28 H28
株式会社リコー　リコー環境事業開発センターへの空調給湯用
木質バイオマスボイラ設置事業

御殿場市と市内の事業者が連携して、御殿場市内の間伐材を利用した木
質チップを燃料とした「木質バイオマス熱利用設備」を市域で拡大させる、
エネルギーの地産地消「御殿場モデル」を構築。
熱需要先のトップバッターとして、木質チップを燃料とするバイオマスボイ
ラを設置し、事業所内の空調と給湯に利用する。

補助率
２／３以内

20
バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造
愛知県 安城市 イフジ産業株式会社 H28 H28

イフジ産業株式会社名古屋事業部へのバイオマス燃料製造設
備設置事業、及びイフジ産業株式会社名古屋事業部 へのバイ
オマス熱利用による液卵製造システムの導入事業

工場排水を分解処理してバイオガスを製造する設備及びこれを燃焼させ
るバイオガスボイラを設置し、液卵製造設備に蒸気を供給する。

21
バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造
愛知県 北名古屋市 天野エンザイム株式会社 H28 H29

天野エンザイム株式会社名古屋工場に於けるバイオマス燃料
製造設備及び工場生産ライン用の熱源設置事業

工場排水を分解処理してバイオガスを製造する設備及びこれを燃焼させ
るバイオガスボイラを設置し、工場生産ラインに蒸気を供給する。

22
バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造
徳島県

海部郡
美波町

有限会社角田商店 H28 H28
有限会社角田商店　バイオガス燃料製造設備及びバイオガス
利用設備設置事業

工場排水を分解処理してバイオガスを製造する設備及びこれを燃焼させ
るバイオガスボイラを設置し、工場生産ラインに蒸気を供給する。

23 バイオマス燃料製造 滋賀県 甲賀市 株式会社　水口テクノス H28 H28
株式会社水口テクノスリサイクルセンター甲賀市未利用木質バ
イオマス燃料製造事業

甲賀市内から回収した未利用間伐材をペレット化して、木質ペレットを製
造する設備を設置する。

24 バイオマス燃料製造 岡山県 笠岡市 株式会社アサムラサキホールディングス H28 H28
株式会社アサムラサキホールディングス　株式会社アサムラサ
キ岡山工場へのバイオマス燃料製造設備設置事業

工場排水を分解処理してバイオガスを製造する設備及びこれを燃焼させ
るバイオガスボイラを設置し、工場生産ラインに蒸気を供給する。

25 太陽光発電 岩手県 久慈市 宮城建設株式会社 H28 H28 宮城建設　土木事務所　太陽光発電・蓄電池システム導入事業
土木事務所の屋上に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備を併
設し、災害時等の非常用電源として活用する。

26 太陽光発電 宮城県 栗原市 イワサキ通信工業株式会社 H28 H28
イワサキ通信工業株式会社栗駒工場太陽光発電設備導入事
業

栗駒工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

27 太陽光発電 宮城県
仙台市
青葉区

アールズ株式会社 H28 H28 アールズ株式会社太陽光発電設備導入事業 アールズ株式会社所有の学生寮の屋上に太陽光発電設備を設置する。

28 太陽光発電 宮城県
仙台市
青葉区

錦エステート株式会社 H28 H28 錦エステート本社屋太陽光自家消費設備
店舗の屋根に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備も併設し、
災害時等の非常用電源として活用する。
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29 太陽光発電 宮城県
仙台市
泉区

株式会社　サンダイ H28 H28 株式会社サンダイ太陽光発電設備導入事業 事務所兼店舗の屋上に太陽光発電設備を設置する。

30 太陽光発電 福島県 福島市 前田道路株式会社 H28 H28 前田道路株式会社福島営業所　太陽光発電事業 福島営業所の屋上に太陽光発電設備を設置する。

31 太陽光発電 福島県
西白河郡
矢吹町

三菱ＵＦＪリース株式会社
/福島協栄株式会社

H28 H28 福島協栄株式会社第一・第二工場太陽光発電設備導入事業
福島共栄株式会社の第一工場、第二工場の屋根に太陽光発電設備を設
置する。

32 太陽光発電 茨城県 水戸市 株式会社アルク H28 H28 株式会社アルク社屋太陽光発電設備設置工事 本社の屋上に太陽光発電設備を設置する。

33 太陽光発電 茨城県 古河市 株式会社ベルク H28 H28 ベルク古河駒羽根店(仮称)自家消費型太陽光発電事業 店舗の屋根に太陽光発電設備を設置する。

34 太陽光発電 茨城県 つくば市
IBJL東芝リース株式会社
/株式会社小森コーポレーション

H28 H28
株式会社小森コーポレーションつくばプラント 太陽光発電設備
導入事業

株式会社小森コーポレーションつくばプラントの工場棟の屋根に太陽光発
電設備を設置する。

35 太陽光発電 茨城県 常陸大宮市 株式会社ひたち農園 H28 H28 株式会社ひたち農園　集卵棟　太陽光発電設備設置事業 集卵棟の屋根に太陽光発電設備を設置する。

36 太陽光発電 茨城県 筑西市 株式会社安秀 H28 H28
株式会社安秀　本社工場及び倉庫　自家消費型太陽光発電設
備工事

本社工場及び倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置する。

37 太陽光発電 栃木県 宇都宮市 株式会社トーホー・北関東 H28 H29 株式会社トーホー・北関東本社太陽光発電設備工事 本社の屋根に太陽光発電設備を設置する。

38 太陽光発電 栃木県 真岡市 株式会社トクシン電気 H28 H28 株式会社トクシン電気　本社事務所　太陽光発電設備設置事業 本社の屋根に太陽光発電設備を設置する。

39 太陽光発電 栃木県 那須塩原市 有限会社瑞穂農場 H28 H28
有限会社瑞穂農場　那須支店酪農１発電所　太陽光発電設備
設置事業

酪農搾乳舎の屋根に太陽光発電設備を設置する。

40 太陽光発電 栃木県 那須塩原市 有限会社瑞穂農場 H28 H28
有限会社瑞穂農場　那須支店酪農２発電所　太陽光発電設備
設置事業

肥育酪農舎の屋根に太陽光発電設備を設置する。

41 太陽光発電 栃木県 那須塩原市 有限会社瑞穂農場 H28 H28
有限会社瑞穂農場　那須支店堆肥１発電所　太陽光発電設備
設置事業

事務所の屋根に太陽光発電設備を設置する。

42 太陽光発電 栃木県 那須塩原市 有限会社瑞穂農場 H28 H28
有限会社瑞穂農場　那須支店肥育１発電所　太陽光発電設備
設置事業

肥育牛舎の屋根に太陽光発電設備を設置する。
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43 太陽光発電 群馬県 桐生市 三興電気株式会社 H28 H28 三興電気株式会社広沢工場太陽光発電設備導入事業 工場の屋上に太陽光発電設備を設置する。

44 太陽光発電 群馬県 桐生市 三興電気株式会社 H28 H28 三興電気株式会社本社太陽光発電設備導入事業 本社の屋根に太陽光発電設備を設置する。

45 太陽光発電 埼玉県
さいたま市

岩槻区
南日本運輸倉庫株式会社 H28 H28

南日本運輸倉庫(株)埼玉物流センター太陽光発電（自家消費）
事業

倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置する。

46 太陽光発電 埼玉県 行田市 株式会社イートラスト埼玉 H28 H28
株式会社イートラスト埼玉新社屋新築工事(太陽光発電設備工
事)

本社の屋上と壁面に太陽光発電設備を設置する。 また、蓄電池設備を併
設し、災害時等の非常用電源として活用する。

47 太陽光発電 埼玉県 鴻巣市 大成ロテック株式会社 H28 H28
大成ロテック株式会社鴻巣機械技術センター 太陽光発電設備
導入事業

事務所の屋上に太陽光発電設備を設置する。 また、蓄電池設備を併設
し、常用防災兼用として、ピークシフト、災害時等の非常用電源として活用
する。

48 太陽光発電 埼玉県 八潮市 株式会社ベルク H28 H28
(仮称)ベルク　八潮鶴ヶ曽根店新築工事　太陽光発電設備導入
事業

店舗の屋根に太陽光発電設備を設置する。

49 太陽光発電 埼玉県 富士見市 株式会社ベルク H28 H28 ベルク富士見関沢店(仮称)自家消費型太陽光発電事業 店舗の屋根に太陽光発電設備を設置する。

50 太陽光発電 埼玉県 幸手市 横浜冷凍株式会社 H28 H29
横浜冷凍株式会社幸手物流センター　太陽光発電設備設置事
業

物流センターの屋上に太陽光発電設備を設置する。

51 太陽光発電 千葉県 銚子市 トライデント科光フーズ合同会社 H28 H28
トライデント科光フーズ合同会社　本社第二工場　太陽光発電
設備導入事業

本社第二工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

52 太陽光発電 千葉県 野田市 株式会社トップランク H28 H28
株式会社トップランク　オートテクニカルベース太陽光発電・蓄
電池設備事業

整備工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。 また、蓄電池設備を併
設し、常用防災兼用として、ピークシフト、災害時等の非常用電源として活
用する。

53 太陽光発電 東京都 大田区 S.P.E.C.株式会社 H28 H28
S.P.E.C.株式会社　エコレ城南島工場新設に伴う太陽光発電設
備導入事業

工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

54 太陽光発電 東京都 八王子市 株式会社　東京精密 H28 H28
株式会社 東京精密　八王子第６工場太陽光発電設備設置事
業

工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

55 太陽光発電 東京都 青梅市 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 H28 H28 太陽誘電モバイルテクノロジー本社　太陽光発電設備設置事業 本社の屋上に太陽光発電設備を設置する。

56 太陽光発電 神奈川県
相模原市

南区
プライムデリカ株式会社 H28 H28

プライムデリカ(株)　相模原第二工場新設に伴う太陽光発電設
備導入事業

工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。
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57 太陽光発電 神奈川県 厚木市 尾家産業株式会社 H28 H28 尾家産業株式会社　厚木倉庫棟　太陽光発電設備導入事業 倉庫棟の屋根に太陽光発電設備を設置する。

58 太陽光発電 神奈川県 綾瀬市
株式会社
川崎熱処理工業所

H28 H28
株式会社川崎熱処理工業所溶射工場 太陽光発電設備導入事
業

溶射工場と事務棟の屋根に太陽光発電設備を設置する。

59 太陽光発電 富山県 黒部市 ＹＫＫ株式会社 H28 H28 ＹＫＫ株式会社古御堂工場太陽光発電設備設置事業
古御堂工場の屋上、及び工場敷地内　貯水池水面に太陽光発電設備を
設置する。

60 太陽光発電 長野県 松本市 株式会社オオタ H28 H28 株式会社オオタ大久保工場太陽光発電設備設置事業 工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

61 太陽光発電 長野県
埴科郡
坂城町

株式会社アルプスツール H28 H28 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ新第二工場　150kW太陽光発電システム設定工事 工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

62 太陽光発電 岐阜県 恵那市 ジクス工業株式会社 H28 H28 ジクス工業株式会社工場太陽光発電設備導入事業 工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

63 太陽光発電 岐阜県 美濃加茂市 有限会社やまに製造 H28 H28 有限会社やまに製造工場太陽光発電設備導入事業 施設の屋根に太陽光発電設備を設置する。

64 太陽光発電 岐阜県 各務原市 榎本ビーエー株式会社 H28 H28 榎本ビーエー株式会社本社工場太陽光発電設備導入事業 本社工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

65 太陽光発電 岐阜県 各務原市 株式会社エニック H28 H28 株式会社エニック工場太陽光発電設備導入事業 工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

66 太陽光発電 静岡県
浜松市
西区

株式会社知久 H28 H28 株式会社知久本社工場　太陽光発電設備設置工事事業 本社工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

67 太陽光発電 静岡県 焼津市 杉村精工株式会社 H28 H28 杉村精工株式会社　太陽光発電設備設置事業 本社工場の屋上に太陽光発電設備を設置する。

68 太陽光発電 愛知県 津島市 株式会社前田 H28 H28 株式会社前田　倉庫太陽光発電設備導入事業 工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

69 太陽光発電 愛知県 高浜市
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
/デンソー機工株式会社

H28 H28 デンソー機工株式会社本社工場太陽光発電導入事業 デンソー機工株式会社　本社工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

70 太陽光発電 愛知県 清須市 ＴＧウェルフェア株式会社 H28 H28 ＴＧウェルフェア株式会社　太陽光発電設備導入事業
事務所の屋上に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備も併設
し、災害時等の非常用電源として活用する。
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71 太陽光発電 三重県 いなべ市
共友リース株式会社
/株式会社栗田いなべ製作所

H28 H28
共友リース株式会社、株式会社栗田いなべ製作所第３工場太
陽光発電設備導入事業

株式会社栗田いなべ製作所　第３工場の屋根に太陽光発電設備を設置
する。

72 太陽光発電 三重県 伊賀市
オーナンバインターコネクトテクノロジー株
式会社

H28 H28
オーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社電線事業部太
陽光発電設備・蓄電池導入事業

工場及び倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備も
併設し、災害時等の非常用電源として活用する。

73 太陽光発電 滋賀県 彦根市 株式会社　平和堂 H28 H28 株式会社平和堂新本部太陽光発電所設置事業
事務所の屋根に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備も併設
し、災害時等の非常用電源として活用する。

74 太陽光発電 滋賀県 草津市 不二電機工業株式会社 H28 H28
不二電機工業株式会社みなみ草津工場１号館太陽光発電設備
導入事業

工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。

75 太陽光発電 大阪府
大阪市

東淀川区
株式会社ツカサテック H28 H28 株式会社ツカサテック　本社ビル／太陽光発電設備導入事業 本社の屋根に太陽光発電設備を設置する。

76 太陽光発電 大阪府 吹田市 株式会社大久 H28 H28 株式会社大久本社ビル太陽光発電設備導入事業 本社の屋上に太陽光発電設備を設置する。

77 太陽光発電 兵庫県 宝塚市 株式会社阪食 H28 H28 阪急オアシス宝塚店　太陽光発電設備　設置事業 店舗の屋根に太陽光発電設備を設置する。

78 太陽光発電 兵庫県
神崎郡
市川町

住設アズミ商事株式会社 H28 H28 住設アズミ商事株式会社太陽光発電事業 事務所の屋根に太陽光発電設備を設置する。

79 太陽光発電 奈良県 大和高田市
株式会社　コープエナジーなら
/市民生活協同組合ならコープ

H28 H28
市民生活協同組合ならコープ　新店・コープなんごう店　自家消
費型太陽光発電導入事業

店舗の屋根に太陽光発電設備を設置する。

80 太陽光発電 広島県
広島市

安佐北区
株式会社　ひょうま H28 H28

株式会社　ひょうま　グループホームひなたぼっこ高陽太陽光
発電設備導入事業

グループホームの屋根に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備
も併設し、災害時等の非常用電源として活用する。

81 太陽光発電 広島県
広島市

安佐南区
株式会社　ひょうま H28 H28

株式会社　ひょうま　グループホームひなたぼっこ東原太陽光
発電設備導入事業

グループホームの屋根に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備
も併設し、災害時等の非常用電源として活用する。

82 太陽光発電 広島県
広島市

安佐北区
株式会社　ひょうま H28 H28

株式会社　ひょうま　グループホームひなたぼっこ亀山太陽光
発電設備導入事業

グループホームの屋根に太陽光発電設備を設置する。また、蓄電池設備
も併設し、災害時等の非常用電源として活用する。

83 太陽光発電 長崎県 諫早市 株式会社日本ベネックス H28 H28 株式会社日本べネックス本社工場太陽光発電設備設置事業 本社工場の屋根に太陽光発電設備を設置する。


