
（都道府県別に掲載）

NO 事業者名 事業実施場所 指定金融機関名
利子補給金
交付決定額

1 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 ¥178,520

2 株式会社トヨタレンタリース茨城 茨城県水戸市 株式会社みずほ銀行 ¥1,478

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 ¥3,919,517

4 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 ¥838,082

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 ¥24,868,904

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 ¥6,039,440

7 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 ¥23,259,243

8 株式会社安秀工業 茨城県筑西市 株式会社みずほ銀行 ¥186,115

9 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 ¥5,097,207

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 ¥1,220,360

11 芳賀通運株式会社 栃木県真岡市 株式会社栃木銀行 ¥59,241

12 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 ¥210,758

13 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 ¥397,259

14 株式会社群馬バス 群馬県高崎市 株式会社群馬銀行 ¥23,239

15 佐々木商事株式会社 群馬県太田市 株式会社群馬銀行 ¥35,752

16 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 ¥10,725

17 大和輸送株式会社 埼玉県行田市 株式会社群馬銀行 ¥37,294

18 太平洋陸送株式会社 埼玉県加須市 株式会社群馬銀行 ¥53,629

19 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 ¥82,828

20 株式会社日産フィナンシャルサービス 千葉県千葉市 株式会社三井住友銀行 ¥54,300,000

21 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 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥4,363,835

22 日鉄住金SGワイヤ株式会社 千葉県習志野市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥2,929,323

23 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 ¥12,635,287

24 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 ¥12,536,109

25 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 ¥8,926,027

26 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 ¥21,589

27 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 ¥1,608,903

28 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 ¥43,409

29 株式会社トヨタレンタリース東京 東京都千代田区 株式会社みずほ銀行 ¥7,945,204

30 株式会社トヨタレンタリース東京 東京都千代田区 株式会社みずほ銀行 ¥595,889

31 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 ¥8,740,068

32 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 ¥722,300

平成29年度　省エネルギー設備投資に係る利子補給金
継続分　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Ⅱ】
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33 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 ¥550,821

34 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 ¥1,147,588

35 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 ¥8,678,082

36 株式会社トヨタレンタリース東京 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥7,945,204

37 株式会社トヨタレンタリース東京 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥595,790

38 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 ¥159,287

39 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 ¥762,739

40 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 ¥276,706

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 ¥744,862

42 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 ¥2,479,452

43 パーク２４株式会社 東京都千代田区 株式会社りそな銀行 ¥2,200,375

44 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 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥2,975,342

45 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 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥8,678,082

46 株式会社トヨタレンタリース東京 東京都千代田区 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥2,378,980

47 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 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥2,231,506

48 ＪＡ三井リース株式会社 東京都中央区 株式会社日本政策投資銀行 ¥1,438,082

49 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 ¥1,966,437

50 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 ¥238,355

51 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 ¥253,136

52 オリックス自動車株式会社 東京都港区 株式会社日本政策投資銀行 ¥7,993,753

53 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都港区 株式会社日本政策投資銀行 ¥7,438,356

54 オリックス自動車株式会社 東京都港区 株式会社日本政策投資銀行 ¥1,755,452

55 オリックス自動車株式会社 東京都港区 株式会社みずほ銀行 ¥3,332,383

56 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都港区 株式会社三井住友銀行 ¥1,886,301

57 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 ¥297,944

58 オリックス自動車株式会社 東京都港区 三井住友信託銀行株式会社 ¥1,977,886

59 オリックス自動車株式会社 東京都港区 三井住友信託銀行株式会社 ¥3,345,304

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 ¥3,874,999

61 オリックス自動車株式会社 東京都港区 株式会社りそな銀行 ¥1,275,204

62 オリックス自動車株式会社 東京都港区 株式会社商工組合中央金庫 ¥1,309,150

63 名糖運輸株式会社 東京都新宿区 株式会社みずほ銀行 ¥813

64 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 ¥9,931,506

65 いすゞリーシングサービス株式会社 東京都品川区 株式会社日本政策投資銀行 ¥3,719,178
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66 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 ¥745,890

67 いすゞリーシングサービス株式会社 東京都品川区 株式会社みずほ銀行 ¥3,719,178

68 トヨタフリートリース株式会社 東京都豊島区 株式会社三井住友銀行 ¥838,356

69 トヨタフリートリース株式会社 東京都豊島区 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥838,356

70 株式会社キユーソー流通システム 東京都調布市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥281,665

71 株式会社トヨタレンタリース多摩 東京都福生市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥178,520

72 株式会社トヨタレンタリース神奈川 神奈川県横浜市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥2,380,273

73 株式会社トヨタレンタリース新潟 新潟県新潟市 株式会社第四銀行 ¥3,224,657

74 有限会社桜町商事 富山県富山市 株式会社北陸銀行 ¥126,947

75 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 ¥18,189

76 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 ¥247,945

77 鈴與株式会社 静岡県静岡市 株式会社日本政策投資銀行 ¥334,726

78 静銀リース株式会社 静岡県静岡市 株式会社静岡銀行 ¥1,693,078

79 静銀リース株式会社 静岡県静岡市 株式会社静岡銀行 ¥209,394

80 株式会社トヨタレンタリース浜松 静岡県浜松市 株式会社日本政策投資銀行 ¥29,753

81 株式会社トヨタレンタリース浜松 静岡県浜松市 株式会社静岡銀行 ¥202,065

82 株式会社トヨタレンタリース浜松 静岡県浜松市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥84,301

83 共友リース株式会社 愛知県名古屋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥297,534

84 東陽興業株式会社 愛知県名古屋市 株式会社百五銀行 ¥44,778

85 ジャパンレンタカー株式会社 愛知県名古屋市 株式会社百五銀行 ¥342,164

86 株式会社中電オートリース 愛知県名古屋市 株式会社百五銀行 ¥297,534

87 ジャパンレンタカー株式会社 愛知県名古屋市 株式会社みずほ銀行 ¥355,909

88 ジャパンレンタカー株式会社 愛知県名古屋市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥446,301

89 名阪近鉄バス株式会社 愛知県名古屋市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥208,273

90 株式会社ＡＴグループ 愛知県名古屋市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥14,876,712

91 NTPホールディングス株式会社 愛知県名古屋市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥7,438,356

92 キリックスリース株式会社 愛知県名古屋市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥2,975,342

93 アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥13,537,808

94 名鉄急配株式会社 愛知県稲沢市 株式会社みずほ銀行 ¥95,210

95 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 ¥89,260

96 栄和港運株式会社 三重県四日市市 株式会社百五銀行 ¥40,167

97 株式会社トヨタレンタリース京都 京都府京都市 株式会社みずほ銀行 ¥993,150

98 ＷＩＬＬＥＲ株式会社 大阪府大阪市 株式会社みずほ銀行 ¥175,634
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99 WILLER EXPRESS JAPAN株式会社 大阪府大阪市 株式会社三井住友銀行 ¥286,026

100 株式会社イチネンホールディングス 大阪府大阪市 三井住友信託銀行株式会社 ¥1,434,245

101 セイレイ興産株式会社 大阪府大阪市 株式会社りそな銀行 ¥3,162,637

102 WILLER EXPRESS JAPAN株式会社 大阪府大阪市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥285,632

103 オーエス株式会社 大阪府大阪市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥1,587,397

104 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 ¥900,695

105 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 ¥14,501,571

106 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 ¥12,564,672

107 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 ¥10,663,032

108 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 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥11,901,369

109 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 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥396,712

110 パーク２４株式会社 広島県広島市 株式会社みずほ銀行 ¥2,219,023

111 株式会社やまみ 広島県三原市 株式会社みずほ銀行 ¥694,519

112 株式会社やまみ 広島県三原市 株式会社みずほ銀行 ¥1,587,397

113 株式会社エフエーエス 香川県仲多度郡まんのう町 株式会社中国銀行 ¥17

114 麗澤海運株式会社 愛媛県今治市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥95,242

115 麗澤海運株式会社 愛媛県今治市 株式会社三菱東京UFJ銀行 ¥808,561

116 株式会社トヨタレンタリース博多 福岡県福岡市 株式会社みずほ銀行 ¥893,835

117 株式会社博運社 福岡県福岡市 株式会社りそな銀行 ¥50,650

118 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 ¥80,811
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