
平成25年度　住宅･ビルの革新的省エネ技術導入促進事業（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）2次公募交付決定者一覧

建物
外皮
性能

内部
発熱

省ｴﾈ
ｼｽﾃﾑ

創ｴﾈ

1 株式会社札幌かに本家　栄中央店　ZEB化推進事業 株式会社札幌かに本家 愛知県名古屋市 既築 飲食店 ○
①高効率空調機（ＥＨＰ）

2 指定介護老人福祉施設　山翠苑　ZEB化推進事業 社会福祉法人　慈豊会 福井県福井市 既築 福祉施設 ○
①高効率空調機（ＥＨＰ）

3 駿河屋魚一アスモ店　ZEB化事業 株式会社駿河屋魚一 岐阜県高山市 既築 郊外型大型店舗 ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の照度制御 ③高効率
冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

4 スーパーヤオスズポケット店ZEB化推進事業 スーパーヤオスズ株式会社 愛知県刈谷市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

5 株式会社サンユーストアー大津店ZEB化事業 株式会社サンユーストアー 茨城県北茨城市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率空調機（ＥＨＰ） ②高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

6 カインズホーム伊東店ZEB化推進事業 株式会社カインズ 静岡県伊東市 既築
その他物販
ホームセンター

○
①高効率空調機（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の人感・照度制御

7 カインズホーム松伏店ZEB化推進事業 株式会社カインズ 埼玉県北葛飾郡 既築
その他物販
ホームセンター

○
①高効率空調機（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の人感・照度制御

8 カインズホーム秦野店ZEB化推進事業 株式会社カインズ 神奈川県秦野市 既築
その他物販
ホームセンター

○
①高効率空調機（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の人感・照度制御

9 甲信食糧株式会社ZEB化事業 甲信食糧株式会社 山梨県中央市 既築 事務所・冷蔵施設 ○ ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ) ②太陽光発電

10 （仮）立山町グループホームZEB化事業 株式会社リハ.システムウェイ 富山県中新川郡 新築 福祉施設 ○ ○ ○
①Low-E複層ガラス ②断熱材 ③高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ④高効率
照明器具の人感制御  ⑤太陽光発電

11 金子第２ビル　ZEB化推進事業 株式会社金子第一ビル／金子文彦 神奈川県横浜市 既築 事務所 ○
①高効率空調機（ＥＨＰ)  ②ＣＯ2センサーによる全熱交換器システム

12 社会福祉法人大幸会第二デイサービス　ZEB化事業 社会福祉法人大幸会 埼玉県さいたま市 新築 福祉施設 ○ ○ ○
①断熱材 ②高効率空調機（GHP) ③ＣＯ2センサーによる全熱交換器システム（ナ
イトパージ機能付き） ④高効率照明器具の人感・照度制御 ⑤太陽光ハイブリッド
システム

13 三宝電機株式会社本社ビル新築工事 嘉納興産株式会社 大阪府大阪市 新築 事務所 ○ ○
①Low-E複層ガラス ②屋上緑化 ③高効率照明の画像センサー制御 ④高効率空
調機（ＥＨＰ） ⑤太陽光発電

14 株式会社みやたエイト窪川店ZEB化推進事業 オリックス株式会社／株式会社みやたエイト 高知県高岡郡 既築 スーパーマーケット ○
①高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

15 クックマート・ユーアイ店におけるＺＥＢ化事業 三菱ＵＦＪリース株式会社／株式会社デライト 愛知県豊橋市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率空調機（ＥＨＰ）

16 株式会社サンプラザ　太子店　ZEB化推進事業 興銀リース株式会社／株式会社サンプラザ 大阪府南河内郡 既築 スーパーマーケット ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ②高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の
導入

17 株式会社マイヤ大船渡インター店　ESCO　ZEB化推進事業
ＪＡ三井リース株式会社／株式会社マイヤ／
フクシマトレーディング株式会社

岩手県大船渡市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率空調機（ＧＨＰ・ＥＨＰ） ②高効率照明設備の照度制御 ③高効率冷凍冷
蔵設備+最適制御設備の導入

18 株式会社とりせん　下田島店　ESCO　ZEB化推進事業
JA三井リース株式会社／株式会社とりせん／
フクシマトレーディング株式会社

群馬県太田市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

19 株式会社とりせん　美しが丘店　ESCO　ZEB化推進事業
JA三井リース株式会社／株式会社とりせん／
フクシマトレーディング株式会社

栃木県小山市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

主なシステム（※）

ZEB実現に資する基本要素

補助事業の名称 補助事業者名 事業場所 新既 建物用途
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※主なシステムは、統一した表現にて記載。



平成25年度　住宅･ビルの革新的省エネ技術導入促進事業（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）2次公募交付決定者一覧

建物
外皮
性能

内部
発熱

省ｴﾈ
ｼｽﾃﾑ

創ｴﾈ
主なシステム（※）

ZEB実現に資する基本要素

補助事業の名称 補助事業者名 事業場所 新既 建物用途

20 株式会社サニーマート　円座店　ESCO　ZEB化推進事業
株式会社日産サティオ高知／株式会社サニーマー
ト／フクシマトレーディング株式会社

香川県高松市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ②高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の
導入

21 株式会社わたなべ生鮮館　泉田店　ESCO　ZEB化推進事業
三井住友ファイナンス＆リース株式会社／株式会
社わたなべ生鮮館／フクシマトレーディング株式会
社

岡山県岡山市 既築 スーパーマーケット ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の照度制御 ③高効率
冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

22 カインズホーム今市店　ZEB化実証事業 株式会社カインズ 栃木県日光市 既築
その他物販
ホームセンター

○ ○
①高効率空調機(EHP)

23 カインズホーム原町店　ZEB化実証事業 株式会社カインズ 福島県南相馬市 既築
その他物販
ホームセンター

○ ○
①高効率空調機(EHP)

24 カインズホーム駒ヶ根店　ZEB化実証事業 株式会社カインズ 長野県駒ヶ根市 既築
その他物販
ホームセンター

○
①高効率空調機(EHP)

25 セルバ本店（富士吉田）ZEB化事業 株式会社　セルバ 山梨県富士吉田市 新築 スーパーマーケット ○ ○ ○
①高気密・高断熱 ②Low-E複層ガラス ③高効率空調機（ＥＨＰ） ④高効率冷凍冷
蔵設備+最適制御設備の導入 ⑤太陽光発電

26 Saeki多摩平の森　ZEB化事業 株式会社さえき 東京都日野市 新築 スーパーマーケット ○ ○
①高気密・高断熱 ②高効率空調機（ＥＨＰ） ③高効率照明器具の人感・照度制御
④高効率冷凍冷蔵設備+最適制御設備の導入

27 TOTO株式会社　新複合施設棟新築ZEB化事業 ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市 新築
複合施設
（ショールーム棟
　　　　　・研修棟）

○ ○

①Low-E複層ガラス ②屋上緑化 ③ダブルスキン ④日射遮蔽庇 ⑤高効率空調機
（ＥＨＰ） ⑥タスク＆アンビエント空調　⑦放射冷暖房　⑧ナイトパージ機能付き全熱
交換器 ⑨高効率照明器具の人感・照度制御 ⑩デシカント空調 ⑪ソーラーチム
ニー換気 ⑫太陽光発電

28 岡山パナホームビルZEB化事業 パナホーム株式会社 岡山県岡山市 既築 事務所 ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の人感制御

29 ケアハウスあかねZEB化事業 社会福祉法人岡山中央福祉会 岡山県岡山市 既築 福祉施設 ○ ○
①Low-E複層ガラス ②高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ③太陽光発電

30 中日ジューク株式会社　歌のステージ19岡崎店　ZEB化事業 中日ジューク株式会社 愛知県岡崎市 既築 カラオケ店 ○ ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ②太陽光発電

31 中日ジューク株式会社　歌のステージ19刈谷店　ZEB化事業 中日ジューク株式会社 愛知県刈谷市 既築 カラオケ店 ○ ○
①高効率空調機センシング付き（ＥＨＰ） ②太陽光発電
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※主なシステムは、統一した表現にて記載。


