
平成２４年度　住宅･建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業費補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）交付決定者一覧

補助事業の名称 補助事業者名 事業場所 新既 建物用途 主なシステム（※）

1 有料老人ホームコモデゆきの宮ZEB化事業 株式会社Comode 滋賀県栗東市 新築 福祉施設
①高効率照明器具＋人感センサー　②高効率ビルマルチエアコン＋センシン
グ　③地中熱利用空調システム

2 特別養護老人ホーム 湯寿園 ＺＥＢ化推進事業 社会福祉法人湯寿会 石川県能美市 既築 福祉施設 ①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率空冷ＨＰチラー　③その他

3 奈良デパート商業協同組合ＺＥＢ化事業 奈良デパート商業協同組合 奈良県奈良市 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン　③高効率
冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

4 町田病院ＺＥＢ化推進事業 医療法人旦龍会 高知県高知市 新築 病院
①高断熱、高気密建物　②複層ガラス＋Low-Eガラス　③高効率ビルマルチエ
アコン　④太陽光発電　⑤その他

5 津山すこやか・こどもセンターＺＥＢ化工事 津山市 岡山県津山市 既築 事務所 ①高効率ビルマルチエアコン＋人感センサー　②その他

6 協同組合　甲佐ショッピングパーク　ZEB化事業 協同組合甲佐ショッピングパーク 熊本県上益城郡甲佐町 既築 スーパーマーケット
①高効率ビルマルチエアコン　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム
③その他

7 奄美山羊島ホテル新築ZEB化事業 奄美山羊島観光株式会社 鹿児島県奄美市 新築 ホテル・旅館 ①高効率照明器具＋人感センサー　②高効率ビルマルチエアコン　③その他

8 新鮮市場臼杵店　省エネシステム設備工事 株式会社オーケー 大分県臼杵市 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン　③高効率
冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

9 有限会社スーパー名門自由ヶ丘店 ZEB化事業 有限会社スーパー名門 三重県鈴鹿市 既築 スーパーマーケット ①高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

10 中洲八木病院保育所　ZEB化推進事業 医療法人ひまわり会 徳島県徳島市 新築 幼稚園・保育園
①高断熱構造　②高効率ビルマルチエアコン　③蓄熱輻射式床冷暖房　④そ
の他

11 四国家電株式会社ベスト電器高知本店　ZEB化事業 株式会社サニー不動産 高知県高知市 既築 家電量販店 ①高効率ビルマルチエアコン　②その他

12 清水フードセンター大学前店 ZEB化事業 清水商事株式会社 新潟県新潟市西区 既築 スーパーマーケット
①高断熱構造　②高効率照明器具＋自動調光制御　③高効率ビルマルチエア
コン＋センシング　④高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム　⑤ＣＯ2セン
サー＋換気システム　⑥その他

13 株式会社ハッピーテラダ　山科大塚店ZEB化推進事業 株式会社ハッピーテラダ 京都府京都市山科区 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン＋センシン
グ　③高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

14 株式会社ハッピーテラダ 宇治店ZEB化推進事業 株式会社ハッピーテラダ 京都府宇治市 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン＋センシン
グ　③高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

15 株式会社共栄商事 本店ZEB化事業 株式会社共栄商事 岡山県高梁市 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システ
ム

16 株式会社共栄商事 美袋店ZEB化事業 株式会社共栄商事 岡山県総社市 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン＋センシン
グ　③高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

17 株式会社共栄商事 賀陽店ZEB化事業 株式会社共栄商事 岡山県加賀郡吉備中央町 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン＋センシン
グ　③高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

18
順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）
B棟ZEB化工事

学校法人順天堂 東京都文京区 新築 病院

①Low-E複層ガラス　②庇と彫の深い外壁による日射遮蔽　③屋上緑化　④高
効率ガスエンジンコージェネ　⑤電気高効率熱源・冷水蓄熱槽　⑥冷却塔フ
リークーリング　⑦放射冷暖房　⑧TVOCセンサーによる外調機変風量方式
⑨駐車場換気風量制御＋ＣＯ2センサー　⑩照明制御・人感センサー　⑪タス
ク＆アンビエント照明の採用　⑫夜間コンセント回路OFF　⑬省エネ運転ナビ
⑭エリアマネジメントシステム　⑮太陽光発電システム　⑯その他

19 立川エフビル　ZEB化推進事業 株式会社　福島 東京都立川市 既築 事務所
①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②全熱交換器システム　③その
他

20
株式会社カーニバル　市場バリューカーニバル本城店
ZEB化推進事業

株式会社カーニバル 福岡県北九州市八幡西区 既築 スーパーマーケット ①高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム　②その他

21
グリーンストアスーパー（3店舗）における省エネル
ギー事業

三菱UFJリース株式会社／
株式会社グリーンストア

鹿児島県奄美市 既築 スーパーマーケット
①高効率ビルマルチエアコン　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム
③その他

1/3
※主なシステムは、統一した表現にて記載。
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補助事業の名称 補助事業者名 事業場所 新既 建物用途 主なシステム（※）

22 新鮮市場 江戸袋店　ZEB化推進事業 株式会社飯田ストアー 埼玉県川口市 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン　③高効率
冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

23 臼幸産業株式会社 御殿場支店新築工事ZEB化事業 臼幸産業株式会社 静岡県御殿場市 新築 事務所
①Low-E複層ガラス　②外皮断熱　③高効率ビルマルチエアコン＋センシング
④全熱交換器システム　⑤太陽光発電　⑥リチウム蓄電池　⑦その他

24 小野測器 テクニカルセンター・音響棟 ESCO事業 株式会社　小野測器 神奈川県横浜市緑区 既築 研究施設
①Low-E複層ガラス　②高効率ビルマルチエアコン　③高効率空冷ＨＰチラー
④その他

25 有限会社　大門　サニーピア店　ZEB化推進事業 有限会社　大門 長崎県西彼杵郡長与町 既築 スーパーマーケット ①高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム　②その他

26 横浜市鶴見区総合庁舎ESCO事業 横浜市 神奈川県横浜市鶴見区 既築 官公庁 ①高効率空調機＋ＣＯ2センサー　②太陽光発電　③その他

27 医療法人タピックにおけるZEB化事業
株式会社おきぎんリース／
医療法人タピック

沖縄県沖縄市 既築 病院 ①高効率ビルマルチエアコン　②その他

28
パナソニックデバイス販売テクノ株式会社　本社ビル
ZEB化事業

パナソニックデバイス販売テクノ株式会社 東京都大田区 既築 事務所 ①高効率照明器具＋人感センサー　②高効率ビルマルチエアコン　③その他

29 株式会社ホクタテ ZEB化推進事業 株式会社ホクタテ 富山県富山市 既築 事務所 ①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②その他

30 神殿町福祉施設ZEB化推進事業 高橋　慎介 奈良県奈良市
増改
築

福祉施設
①外皮断熱＋複層ガラス　②高効率ビルマルチエアコン＋センシング　③太
陽熱温水器　④太陽光発電　⑤その他

31 北陸銀行金沢支店　ＺＥＢ化事業 株式会社　北陸銀行 石川県金沢市 既築 事務所 ①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②全熱交換機システム

32 北陸銀行小松支店　ＺＥＢ化事業 株式会社　北陸銀行 石川県小松市 既築 事務所 ①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②全熱交換機システム

33 医療法人恒和会　牛田バラ苑省エネルギー事業 医療法人　恒和会 広島県広島市東区 既築 福祉施設 ①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②その他

34 三ツ丸ストア駅南店ＺＥＢ化推進事業 株式会社三ツ丸ストア 京都府福知山市 新築 スーパーマーケット
①高効率ビルマルチエアコン＋氷蓄熱エアコン　②高効率冷凍冷蔵機器及び
冷凍機＋氷蓄熱冷蔵システム　③真空式太陽集熱＋潜熱回収式ガス給湯器に
よるハイブリット給湯システム　④その他

35 札幌北広島クラッセホテルＺＥＢ化推進ＥＳＣＯ事業
北海道リース株式会社／
アズビル株式会社／
株式会社アンビックス

北海道北広島市 既築 ホテル・旅館
①温泉排水熱利用高効率ヒートポンプシステム　②機械室排熱利用高効率
ヒートポンプチラー　③その他

36
医療法人社団　仁鷹会　たかの橋中央病院　ZEB化推
進事業

医療法人社団仁鷹会 広島県広島市中区 既築 病院 ①高効率ビルマルチエアコン　②その他

37
静岡ガス本社ビル　ネット・ゼロ・エネルギー推進化
工事

静岡瓦斯株式会社 静岡県静岡市駿河区 新築 事務所

①アウトフレームと木製堅ルーバーによる日射遮蔽　②Low-E複層ガラス　③
マイクロコージェネレーション　④コジェネレーション排熱＋太陽集熱のカ
スケード利用熱源システム、　⑤隣地建物間熱ネットワークの為の排熱温水
管実装　⑥タスク＆アンビエント床吹出し空調　⑦自然エネルギー活用型デ
シカント空調　⑧真空式太陽集熱＋潜熱回収式ガス給湯器によるハイブリッ
ト給湯システム　⑨高効率照明＋自動調光制御　⑩太陽光発電　⑪屋上緑化
⑫自然換気　⑬その他

38
社会福祉法人朋光会　特別養護老人ホーム太陽の國Ｚ
ＥＢ化事業

社会福祉法人　朋光会 神奈川県横浜市戸塚区 既築 福祉施設
①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②太陽熱＋給湯システム　③太
陽光発電　④その他

39
株式会社仲屋商事　スーパーなかや入谷店　ＺＥＢ化
事業

株式会社仲屋商事 神奈川県座間市 既築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システ
ム

40 株式会社サニーマート　六泉寺店　ESCO　ZEB化事業
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

高知県高知市 既築 スーパーマーケット
①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制
御システム　③その他
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補助事業の名称 補助事業者名 事業場所 新既 建物用途 主なシステム（※）

41 株式会社エスマート　湖山店　ESCO　ZEB化事業
オリックス株式会社／
株式会社エスマート／
フクシマトレーディング株式会社

鳥取県鳥取市 既築 スーパーマーケット ①高効率ビルマルチエアコン　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

42 Aコープ岩倉店　ESCO　ZEB化事業
JA三井リース株式会社／
株式会社エーコープ京都中央／
フクシマトレーディング株式会社

京都府京都市左京区 既築 スーパーマーケット ①高効率ビルマルチエアコン　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

43
西條商事株式会社　ショウジバイパス店　ESCO　ZEB
化事業

JA三井リース株式会社／
西條商事株式会社／
フクシマトレーディング株式会社

広島県東広島市 既築 スーパーマーケット ①高効率ビルマルチエアコン　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム

44 株式会社サニーマート　中万々店　ESCO　ZEB化事業
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

高知県高知市 既築 スーパーマーケット
①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制
御システム　③その他

45 阪食あびこ店　新築店舗におけるZEB実証事業
オリックス株式会社／
株式会社阪食

大阪府大阪市住吉区 新築 スーパーマーケット
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率空調設備＋氷蓄熱空調設備　③
高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム　④その他

46
中部薬品株式会社Vドラッグ前畑店省エネルギー化事
業

オリックス株式会社／
中部薬品株式会社

岐阜県多治見市 新築 その他物販 ①外皮断熱　②高効率ビルマルチエアコン　③その他

47
スーパーユニオン店における省エネルギー事業（3店
舗）

三井住友ファイナンス＆リース株式会社／
株式会社　野嵩商会

沖縄県浦添市 既築 スーパーマーケット
①高効率ビルマルチエアコン　②高効率冷凍冷蔵設備＋最適制御システム
③その他

48
株式会社ユニマットそよ風　くろいそケアセンターそ
よ風ZEB化事業

株式会社ユニマットそよ風 栃木県那須塩原市 既築 福祉施設 ①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②その他

49
株式会社ユニマットそよ風　熊谷ケアセンターそよ風
ZEB化事業

株式会社ユニマットそよ風 埼玉県熊谷市 既築 福祉施設 ①高効率ビルマルチエアコン＋センシング　②その他

50 大宮センタービルZEB化改修工事
みずほ信託銀行株式会社／
日本GE株式会社

埼玉県さいたま市大宮区 既築 事務所
①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率空冷HPエアコン　③太陽光発電
④その他

51 大宮NSDビルZEB化改修工事 日本GE株式会社 埼玉県さいたま市大宮区 既築 事務所 ①高効率照明器具＋自動調光制御　②高効率ビルマルチエアコン

52
中部薬品株式会社Vドラッグ長久手店省エネルギー化
事業

オリックス株式会社／
中部薬品株式会社

愛知県長久手市 新築 その他物販 ①外皮断熱　②高効率ビルマルチエアコン　③その他

53
中部薬品株式会社Vドラッグ豊田大林店省エネルギー
化事業

オリックス株式会社／
中部薬品株式会社

愛知県豊田市 新築 その他物販 ①外皮断熱　②高効率ビルマルチエアコン　③その他

54
中部薬品株式会社Vドラッグ藤枝緑町店省エネルギー
化事業

オリックス株式会社／
中部薬品株式会社

静岡県藤枝市 新築 その他物販 ①外皮断熱　②高効率ビルマルチエアコン　③その他

55
中部薬品株式会社Vドラッグ焼津石津店省エネルギー
化事業

オリックス株式会社／
中部薬品株式会社

静岡県焼津市 新築 その他物販 ①外皮断熱　②高効率ビルマルチエアコン　③その他

3/3
※主なシステムは、統一した表現にて記載。


