
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　【新規事業二次締切分】

都道府県 市区町村

1 雪氷熱利用 新潟県 長岡市 株式会社データドック H28 H29
株式会社データドック 新潟グリーンエナジーデーターセンター
への雪氷熱利用冷房設備設置事業

事業所内の雪を積みあげた雪山を熱源とした空調システムを設置し、
データーセンターの冷房に利用する。

2 雪氷熱利用 新潟県 南魚沼市 青木酒造株式会社 H28 H28
青木酒造株式会社　雪エネルギー棟への雪氷熱利用による低
温貯蔵庫設置事業

雪室に貯蔵した雪を熱源とした空調システムを設定し、低温貯蔵庫の空
調に利用する。

3 地中熱利用 北海道 旭川市 拓北電業株式会社 H28 H28
拓北電業株式会社旭川支店　地中熱ヒートポンプによる冷暖房
設備工事

地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

4 地中熱利用 北海道 留萌市 株式会社錦堂 H28 H28 にしきどう花園市民斎場　地中熱利用冷暖房設備設置事業 地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、斎場の空調に利用する。

5 地中熱利用 青森県 青森市 株式会社ココハウス H28 H28
株式会社ココハウス　ココホテルルナパーク地中熱利用融雪設
備設置事業

地下水熱を熱源とする融雪システムを設置し、駐車場の融雪に利用する。

6 地中熱利用 青森県
北津軽郡
中泊町

株式会社スーパーストア H28 H29
株式会社スーパーストア 中里ショッピングタウンベル店 地中熱
利用空調・融雪システム導入事業

地下水熱を熱源とする空調・融雪システムを設置し、店舗の空調及び駐
車場の融雪に利用する。

7 地中熱利用 宮城県
仙台市

宮城野区
株式会社　桜精密 H28 H28

株式会社桜精密岩切工場地中熱ヒートポンプ冷暖房設備導入
事業

地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、工場の空調に利用する。

8 地中熱利用 山形県 尾花沢市 有限会社石川技研 H28 H28
有限会社石川技研事務所　地中熱ヒートポンプ冷暖房設備導
入事業

地中熱を熱源とした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 埼玉県 久喜市 三洋工業株式会社 H28 H28
三洋工業株式会社技術研究所環境試験棟への地中熱ヒートポ
ンプシステムによる空調設備導入事業

地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、会議室の空調に利用する。

10 地中熱利用 東京都 北区 株式会社長谷工コーポレーション H28 H29
株式会社長谷工コーポレーション（仮称）王子5丁目賃貸複合棟
計画　新築工事への地中熱利用による空調設備 導入事業

地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、エントランス部分の空調に利用
する。

11 地中熱利用 大阪府 松原市 株式会社浪速試錐工業所 H28 H28
株式会社浪速試錐工業所本社における地中熱利用による冷暖
房施工事業

地中熱を熱源としたヒートポンプを設置し、事務所の空調に利用する。

12 バイオマス熱利用 山梨県 山梨市 株式会社　神子沢林業 H28 H28
株式会社神子沢林業　株式会社ほったらかし温泉への木質
チップバイオマスボイラ設置による温泉加熱用熱供給 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、温泉の加熱に利用す
る。

13 バイオマス熱利用 静岡県
浜松市
天竜区

米久おいしい鶏株式会社 H28 H28
米久おいしい鶏株式会社天竜農場への暖房用バイオマスボイ
ラ設置事業

鶏糞を燃料とするバイオマスボイラを設置し、鶏舎内の暖房に利用する。

14 太陽光発電 宮城県
仙台市
青葉区

愛子観光バス株式会社 H28 H28 愛子観光バス株式会社本社太陽光発電設備導入事業
本社の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。
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15 太陽光発電 宮城県 登米市 有限会社五エ門 H28 H28 有限会社五エ門太陽光発電設備導入事業
社屋の屋根上に太陽光発電設備を導入し、自然エネルギーによる発電を
行うことにより二酸化炭素排出抑制削減に貢献する。

16 太陽光発電 宮城県 栗原市 南部屋印刷株式会社 H28 H28 南部屋印刷株式会社太陽光発電設備設置事業
太陽光発電を社屋の屋上に設置し、発電した電力を社内の消費電力とし
て使用する。

17 太陽光発電 宮城県 栗原市 株式会社吉尾ファーム H28 H28 株式会社吉尾ファーム太陽光発電設備導入事業
建物の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

18 太陽光発電 宮城県 栗原市 有限会社アネックスホテル アベ H28 H28 有限会社アネックスホテルアベ太陽光発電設備導入事業 事務所屋根に太陽光発電を設置し自家消費をする。

19 太陽光発電 福島県
郡山市

喜久田町
株式会社ブイワン H28 H28

株式会社ブイワン　ブイチェーン喜久田東原店　太陽光発電設
備設置工事事業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を店舗内の消費
電力の一部として使用する。

20 太陽光発電 福島県
郡山市
備前舘

株式会社ブイワン H28 H28
株式会社ブイワン　ブイチェーン富田東店　太陽光発電設備設
置工事事業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を店舗内の消費
電力の一部として使用する。

21 太陽光発電 福島県 郡山市 株式会社ブイワン H28 H28
株式会社ブイワン　ブイチェーン緑ヶ丘店　太陽光発電設備設
置工事事業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を店舗内の消費
電力の一部として使用する。

22 太陽光発電 福島県 いわき市
オリックス株式会社
/日産自動車株式会社

H28 H28 日産自動車株式会社いわき工場太陽光発電設備導入事業
工場敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

23 太陽光発電 福島県 いわき市 株式会社　ムラコシ精工 H28 H28 ムラコシ精工　いわき工場　太陽光発電事業
工場の屋上に太陽光発電システムを導入することにより、エネルギーコス
トの削減を期待する。

24 太陽光発電 茨城県 常総市 株式会社ホクコン H28 H28 株式会社ホクコン　茨城工場太陽光発電設備設置事業
工場の屋上スペースに太陽光発電設備を導入し、発電した電力は所内消
費電力の一部として使用する。

25 太陽光発電 茨城県 つくば市 株式会社鴻池組 H28 H28 鴻池組技術研究所太陽光発電設備導入事業
研究所敷地内建屋の屋上に太陽光発電パネルを設置し、研究所内の消
費電力の一部として使用する。

26 太陽光発電 茨城県 筑西市 株式会社ミゾグチ． H28 H28 株式会社ミゾグチ．太陽光発電設備導入事業
本社の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

27 太陽光発電 茨城県 行方市 有限会社はしもと H28 H28 有限会社はしもと太陽光発電設備導入事業
本社工場屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

28 太陽光発電 茨城県 鉾田市 株式会社　磯山商事 H28 H28 磯山商事本社太陽光発電所　太陽光発電設備工事
屋根上及び敷地内有効範囲に太陽光発電設備を設置し、社屋の照明、
空調等に使用する。
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29 太陽光発電 茨城県
東茨城郡
茨城町

第一藤江鉄工建設株式会社 H28 H28 第一藤江鉄工建設株式会社太陽光発電設備導入事業
会社の敷地内（地上）に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の
消費電力の一部として使用する。

30 太陽光発電 茨城県
稲敷郡
阿見町

滝之台電機工業株式会社 H28 H28
滝之台電機工業株式会社　阿見工場　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し、発電した電力を工場内の消費電
力の一部として使用する。

31 太陽光発電 茨城県
猿島郡
五霞町

キユーピー株式会社 H28 H28
キユーピー株式会社五霞工場ハーフ倉庫棟太陽光発電設備設
置事業

工場に新設する倉庫の屋根に、再生可能エネルギー（太陽光発電）を設
置し、発電電力の全量を工場内で自家使用する。

32 太陽光発電 栃木県 日光市 バンベスト株式会社 H28 H28 (仮称)バンベスト第三工場太陽光発電設備導入事業 社屋に太陽光発電設備を設置し、工場の動力電源として使用する。

33 太陽光発電 栃木県
河内郡

上三川町
オリックス株式会社
/日産自動車株式会社

H28 H28 日産自動車株式会社栃木工場太陽光発電設備導入事業
工場敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

34 太陽光発電 群馬県 高崎市 熊井戸工業株式会社 H28 H28 熊井戸工業株式会社本社太陽光発電設備導入事業
本社の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

35 太陽光発電 群馬県
邑楽郡

千代田町
オリックス株式会社
/鴻池運輸株式会社

H28 H28
オリックス株式会社、鴻池運輸株式会社 北関東流通センター
太陽光発電設備導入事業

流通センターの屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を事業所
内の消費電力の一部とする。

36 太陽光発電 埼玉県 川越市 サンケン電気株式会社 H28 H28
サンケン電気株式会社川越工場機器製造棟太陽光発電設備
導入事業

工場機器製造棟の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内
の消費電力の一部として使用する。

37 太陽光発電 埼玉県 飯能市 日建リース工業株式会社 H28 H28
日建リース工業株式会社　武蔵工場　太陽光発電設備設置事
業

工場の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気は工場設備等
の消費電力の一部として使用する。

38 太陽光発電 埼玉県 春日部市 株式会社アリム H28 H28 株式会社アリム本社工場建屋の太陽光発電設備導入事業
本社工場建屋に太陽光発電設備を設置し、工場内の消費電力の一部とし
て使用する。

39 太陽光発電 埼玉県 日高市 株式会社　スギヤマ H28 H28 株式会社スギヤマ太陽光発電設備設置事業
工場の屋根上に太陽光発電設備を設置し、工場内の消費電力の一部とし
て使用する。

40 太陽光発電 東京都 江東区 福山通運株式会社 H28 H28 福山通運株式会社東京支店太陽光発電設備導入事業
社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力の一
部として使用する。

41 太陽光発電 東京都 大田区 横浜冷凍株式会社 H28 H29 横浜冷凍株式会社京浜島センター 太陽光発電設備設置事業
物流センターの屋根上に太陽光パネルを設置し、パワーコンディショナー
で出力をすることで、発電した電気を倉庫内の消費電力として使用する。

42 太陽光発電 東京都 荒川区 株式会社日本電商 H28 H28 株式会社日本電商東京営業所太陽光発電設備設置事業
営業所の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費
電力の一部として使用する。
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43 太陽光発電 東京都 武蔵村山市 株式会社ユーワ H28 H28 株式会社ユーワ伊奈平工場太陽光発電設備導入事業
工場の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

44 太陽光発電 神奈川県 平塚市 田中貴金属工業株式会社 H28 H28
田中貴金属工業株式会社　湘南工場　太陽光発電設備導入事
業

工場に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力の一部
として使用する。

45 太陽光発電 神奈川県
足柄上郡

山北
オー・ジー株式会社
/オージーフィルム株式会社

H28 H28
オー・ジー株式会社/オージーフィルム株式会社山北工場太陽
光発電設備導入事業

工場の屋根上に過重負担を軽減できる薄膜パネルを使用し、場内に太陽
光発電設備を設置する。発電した電気を工場内の消費電力の一部として
利用する。

46 太陽光発電 山梨県 南アルプス市 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 H28 H28 ＹＫＫ ＡＰ株式会社山梨工場太陽光発電設備導入事業
工場の敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電
力の一部として使用する。

47 太陽光発電 山梨県 笛吹市 有限会社本陣 H28 H28 有限会社本陣　リブズ笛吹　太陽光発電設備導入事業
施設の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設内の消費電
力の一部として使用する。

48 太陽光発電 岐阜県 関市 岡田医院 H28 H28 岡田医院太陽光発電設備導入事業
医院リハビリ室屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を院内の
消費電力の一部として使用する。

49 太陽光発電 岐阜県 山県市 株式会社アルアート H28 H28
株式会社アルアートショールーム太陽光発電設備と蓄電池設
備導入事業

ショールームに太陽光発電設備を設置し、隣接する木材乾燥室にも利用
する。また、蓄電池を併設し、災害時等の非常用電源として活用する。

50 太陽光発電 岐阜県
養老郡
養老町

佐竹鉄工株式会社 H28 H28 佐竹鉄工株式会社高田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し、事業所内の電力の一部として使
用する。

51 太陽光発電 静岡県
静岡市
葵区

株式会社トップ H28 H28 株式会社トップ　静岡工場　太陽光発電設備設置事業
工場の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気は工場設備等
の消費電力の一部として使用する。

52 太陽光発電 静岡県
静岡市
駿河区

手塚産業株式会社 H28 H28 手塚産業株式会社太陽光発電設備導入事業
工場屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

53 太陽光発電 静岡県
浜松市
東区

サンショウ株式会社 H28 H28 サンショウ株式会社本社ビル太陽光発電導入事業
本社ビルに太陽光発電を導入し、発電した電力を自家消費することで本
社ビルの消費電力を削減する。また、停電時には専用負荷に電力を供給
する。

54 太陽光発電 静岡県
浜松市
東区

大成ロテック株式会社 H28 H28 大成ロテック株式会社浜松事業所太陽光発電導入事業
事業所の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を社内の蓄電池
に貯蓄し、災害における非常用電源として使用及び常時における事業所
内の消費電力の一部として使用する。

55 太陽光発電 愛知県 津島市 株式会社浅井薬局 H28 H28
株式会社浅井薬局橘店　太陽光発電による直流給電システム
導入事業

店舗の屋根に太陽光パネル、建物内に直流給電システムを設置し、発電
した電気を直流のまま建物内の消費電力の一部として使用する。

56 太陽光発電 愛知県
刈谷市
熊野町

株式会社エスケイエム H28 H28
エスケイエム新社屋建設にともなう太陽光発電・蓄電池設備設
置事業

新社屋の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内の消費
電力の一部として使用する。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。
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57 太陽光発電 三重県 津市 東石工業株式会社 H28 H28 東石工業株式会社　伊倉津工場太陽光発電設備設置事業
工場屋根上に太陽光発電設備を設置し、工場内の消費電力の一部として
使用する。

58 太陽光発電 三重県 津市 東石工業株式会社 H28 H28
東石工業株式会社　香良洲第二工場太陽光発電設備設置事
業

工場屋根上に太陽光発電設備を設置し、工場内の消費電力の一部として
使用する。

59 太陽光発電 滋賀県 高島市 トクデン株式会社 H28 H28 トクデン株式会社マキノ第三工場　太陽光発電設備設置事業
工場の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を工場内の消費
電力の一部として使用する。

60 太陽光発電 大阪府
大阪市
大正区

イケア･ジャパン株式会社 H28 H28 イケア・ジャパン株式会社IKEA鶴浜　太陽光発電設備設置事業
敷地内の空地に太陽光発電設備を地上設置し、発電した電気を建物内電
気室（キュービクル式）の動力負荷に接続し、消費電力の一部として使用
する。

61 太陽光発電 大阪府
堺市
南区

有限会社シーエムエス福祉開発 H28 H28
有限会社シーエムエス福祉開発ルルポ泉ヶ丘太陽光発電設備
導入事業

屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を建物の消費電力の一部
として使用する。

62 太陽光発電 大阪府 豊中市 株式会社阪急オアシス H28 H28 阪急オアシス豊中店　太陽光発電設備　設置事業
店舗の屋上に太陽光発電システムを設置し、発電した電力を施設内の消
費電力の一部として使用する。

63 太陽光発電 大阪府 東大阪市 株式会社ナニワ炉機研究所 H28 H28 東大阪工場における自家消費型太陽光発電システム導入事業
工場に自家消費型太陽光発電システムを導入し、必要電力の安定調達を
図る。

64 太陽光発電 兵庫県
神戸市
東灘区

尾家産業株式会社 H28 H28 尾家産業株式会社　神戸支店　太陽光発電設備導入事業
支店の屋根に太陽光発電を設置し、発電した電気を所内の消費電力の一
部として使用する。

65 太陽光発電 兵庫県 赤穂市 アース製薬株式会社 H28 H28 アース製薬株式会社赤穂工場太陽光発電設備導入事業
工場内の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を工場の消費電
力の一部として使用する。

66 太陽光発電 兵庫県 淡路市 株式会社津名ショッピングセンター H28 H28
株式会社津名ショッピングセンター東浦店太陽光発電設備導入
事業

店舗の屋根上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を店舗内の消費
電力の一部として使用する。

67 太陽光発電 奈良県 香芝市 株式会社薬國堂 H28 H28 株式会社薬國堂志都美薬局太陽光発電設備設置事業
薬局の屋根に太陽光発電およびこれに付帯する蓄電池を設置し、発電し
た電気を薬局内の消費電力の一部として使用する。

68 太陽光発電 島根県 益田市 株式会社　ひょうま H28 H28 株式会社　ひょうま　益田本店太陽光発電設備導入事業
本店の屋根上に太陽光発電を設置し、発電した電気を社内の消費電力の
一部として使用する。

69 太陽光発電 島根県 益田市 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美都太陽光
発電設備導入事業

グループホームの屋根上に太陽光発電を設置し、発電した電気を社内の
消費電力の一部として使用する。

70 太陽光発電 島根県 大田市 有限会社　ドリームシステム H28 H28
有限会社ドリームシステム介護施設ドリームデイいろり太陽光
発電設備導入事業

介護施設の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を施設内の消
費電力の一部として使用する。
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71 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八木太陽光
発電設備導入事業

グループホームの屋根上に太陽光発電を設置し、発電した電気を社内の
消費電力の一部として使用する。

72 太陽光発電 高知県 高知市 株式会社フタガミ H28 H28
株式会社フタガミ　ホームセンターブリコ桟橋店　太陽光発電設
備設置事業

施設の屋根に太陽光発電設備を設置し、施設内の空調や照明等の消費
電力の一部として使用する。

73 太陽光発電 福岡県
糟屋郡
新宮町

イケア･ジャパン株式会社 H28 H28 イケア・ジャパン株式会社IKEA新宮　太陽光発電設備設置事業
店舗敷地内における平面駐車場のキャノピー屋根に太陽光発電設備を設
置し、発電した電気を電気室（キュービクル式）の動力負荷に接続し、消費
電力の一部として使用する。

74 太陽光発電 佐賀県
杵島郡
白石町

株式会社九州ライフ H28 H28 有料老人ホーム白石の杜　太陽光発電事業
有料老人ホームの屋根に太陽光発電の自己発電による有料老人ホーム
施設の電気料金削減・及び快適な環境の整備を図る。

75 太陽光発電 長崎県 松浦市 株式会社三陽 H28 H28 株式会社三陽第二冷凍庫工場太陽光発電設備導入事業
工場の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を建物内の消費
電力の一部として使用する。

76 太陽光発電 長崎県 松浦市 株式会社三陽 H28 H28 株式会社三陽松浦新工場太陽光発電設備導入事業
工場の社屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を建物内の消費
電力の一部として使用する。

77 太陽光発電 熊本県 菊池市 応用電機株式会社 H28 H28 応用電機株式会社熊本事業部太陽光発電設備導入事業
工場屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を工場内の消費電力
の一部として使用する。

78 太陽光発電 大分県 杵築市
株式会社ダイヘン
/ダイヘンテック株式会社

H28 H28 ダイヘンテック株式会社　本社工場　太陽光発電設備設置事業
工場敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を当該工場の消費
電力の一部として使用する。

79 太陽光発電 宮崎県 都城市 有限会社加藤椎茸 H28 H28 有限会社加藤椎茸培養室への太陽光発電設備導入事業
培養室の屋根に太陽光発電設備を設置し、年間デマンド軽減及び電力使
用量の削減を目的とする。

80 太陽光発電 宮崎県 延岡市 株式会社　興電舎 H28 H28 株式会社興電舎本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し、発電した電気を社内の消費電力
の一部として使用する。

81
太陽光発電
風力発電

青森県 八戸市 株式会社　みちのく庭園 H28 H28 みちのく庭園ハイブリット(太陽光・風力発電）自社発電事業
社屋上に太陽光発電設備の設置と、同社の事業所敷地内に風力発電設
備を設置し、事業所内の消費電力の一部として使用する。またそれぞれ
の自然エネルギーを蓄電し消費電力を補う。

82
太陽光発電
風力発電

神奈川県
高座郡
寒川町

河西工業株式会社 H28 H29 河西工業株式会社技術新棟太陽光発電・風力発電導入事業
新棟の屋上に太陽光発電と風力発電設備を導入し、発電した電力を自家
消費する。


