
　　平成２５年度補正　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）　交付決定者一覧

建物
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内部
発熱
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ｼｽﾃﾑ

創ｴﾈ

1 秋田県立リハビリテーション・精神医療センターＥＳＣＯ事業 アズビル株式会社／地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県大仙市 既築 病院 ○ ①高効率熱源機器 ②CO2センサー利用による換気システム

2 りんくうタウン駅ビルESCO事業 芙蓉総合リース株式会社／アズビル株式会社／大阪府 大阪府泉佐野市 既築 複合施設 ○ ①高効率熱源機器 ②ＣＯ2センサー利用による空調制御 ③湿度センサー利用による換気システム

3 大阪府立中央図書館ESCO事業 NTTファイナンス株式会社／アズビル株式会社／大阪府 大阪府東大阪市 既築 図書館 ○ ○ ①高効率熱源機器 ②ＣＯ2センサー利用による空調制御 ③高効率照明器具の人感制御④太陽光発電設備

4 橋本毛織株式会社 本社ビルＺＥＢ化事業 橋本毛織株式会社 愛知県一宮市 既築 事務所 ○ ○ ○ ①Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス（真空） ②高効率空調機センシング付き（EHP） ③太陽光発電設備

5 株式会社そごう・西武　西武高槻店ＢＥＭＳ導入事業 株式会社そごう・西武 大阪府高槻市 既築 デパート ○ ○ ＢＥＭＳ単独導入　 ①CO2センサー利用による換気システム　（中期計画：高効率熱源機器、 太陽光発電設備）

6 パーラーじゃんじゃん宇和店　ＺＥＢ化推進事業 株式会社田村商事 愛媛県西予市 既築 遊技場 ○ ○ ○ ①高断熱 ②高効率空調機（ＥＨＰ） ③全熱交換器システム(CO2+外気冷房） ④太陽光発電設備

7 パーラーじゃんじゃん具同店　ＺＥＢ化推進事業 株式会社田村商事 高知県四万十市 既築 遊技場 ○ ○ ○ ①高断熱 ②高効率空調機（ＥＨＰ） ③全熱交換器システム(CO2+外気冷房） ④太陽光発電設備

8 北海道電力株式会社網走営業所ZEB化推進事業 北海道電力株式会社 北海道網走市 既築 事務所 ○ ①高効率空調機（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の人感・照度制御 ③CO2・人感センサー利用による換気システム

9 プレンティ柱本ZEB化推進事業 株式会社プレンティ 大阪府高槻市 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高効率照明器具の人感制御 ③高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

10 下呂ショッピングセンターZEB化事業 協同組合下呂ショッピングセンター／有限会社ピアヤマシゲ 岐阜県下呂市 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高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

11 特別養護老人ホーム宝樹荘　ＺＥＢ化推進事業 社会福祉法人宝樹園 香川県丸亀市 増築 福祉施設 ○ ○ ○
①高断熱 ②Low-E複層ガラス ③高効率空調機（ＥＨＰ） ④全熱交換器システム(外気冷房) ⑤太陽熱利用＋ヒートポン
プハイブリット給湯システム ⑥太陽光発電設備

12 アンリツグローバル本社新築工事ZEB化推進事業 アンリツ株式会社 神奈川県厚木市 新築 事務所 ○ ○ ○
①Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス ②高効率空調機（ＥＨＰ） ③高効率照明器具の人感・照度制御 ④全熱交換器システム＋ＣＯ2セ
ンサー ⑤ライトシエルフ一体型自然換気システム ⑥太陽光発電設備

13 特別養護老人ホーム清寿荘ZEB化推進事業 社会福祉法人清寿会 富山県滑川市 既築 福祉施設 ○ ○ ①高効率空調機センシング付き（EHP） ②太陽光発電設備

14 介護老人保健施設かがやきＺＥＢ化事業 医療法人社団清心会 埼玉県狭山市 既築 福祉施設 ○ ○ ①高効率空調機（EHP） ②高効率照明器具の人感制御 ③太陽光発電設備

15 栄公会堂・栄スポーツセンターESCO事業 横浜市 神奈川県横浜市 既築 劇場・ホール ○ ①高効率熱源機器 ②CO・CO2センサー利用による換気システム

16 ヴィーナスコートZEB化事業 株式会社マツウラ 福岡県柳川市 既築 ホテル・旅館 ○ ①高効率空調機（EHP） ②高効率照明器具の人感制御

17 勝央苑省エネ事業 社会福祉法人勝央福祉会 岡山県勝田郡 既築 福祉施設 ○ ○ ①Low-Ｅ複層ガラス（真空） ②高効率空調機センシング付き（EHP）

18 ロイヤルホームセンター長久手ＺＥＢ化事業 ロイヤルホームセンター株式会社 愛知県長久手市 新築
その他物販
ホームセンター

○ ○ ○ ①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太陽光発電設備

19 スーパーアルプスあきる野店ZEB化事業
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社／
株式会社スーパーアルプス

東京都あきる野市 既築 スーパーマーケット ○ ①高効率照明器具の人感制御 ②高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

20 特別養護老人ホームアルテン赤丸ZEB化事業 社会福祉法人福岡福祉会 富山県高岡市 既築 福祉施設 ○ ○ 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 ③太陽光発電設備

21 カインズホーム吉井店ZEB化推進事業 株式会社カインズ 群馬県高崎市 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 ③太陽光発電設備

22 カインズホーム大胡店ZEB化推進事業 株式会社カインズ 群馬県前橋市 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

23 カインズホーム茂原店ZEB化推進事業 株式会社カインズ 千葉県茂原市 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 ③太陽光発電設備

24 カインズホーム渋川有馬店ZEB化推進事業 株式会社カインズ 群馬県渋川市 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 ③太陽光発電設備

25 株式会社ランドロームジャパン　西白井店　ESCO　ZEB化推進事業
JA三井リース株式会社／株式会社ランドロームジャパン／フ
クシマトレーディング株式会社

千葉県白井市 既築 スーパーマーケット ○ ①高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム
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ZEB実現の基本要素

26 株式会社ワイズマート幕張本郷店　ＥＳＣＯ　ＺＥＢ化推進事業
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社／
株式会社ワイズマート／フクシマトレーディング株式会社

千葉県千葉市 既築 スーパーマーケット ○ ①高効率空調機（EHP） ②デジタル個別照明制御システム ③高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

27 株式会社ワイズマート葛西店　ESCO　ZEB化推進事業
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社／
株式会社ワイズマート／フクシマトレーディング株式会社

東京都江戸川区 既築 スーパーマーケット ○ ①高効率空調機（EHP） ②デジタル個別照明制御システム  ③高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

28 株式会社セイブ金砂郷店　ESCO　ZEB化推進事業
JA三井リース株式会社／株式会社セイブ／
フクシマトレーディング株式会社

茨城県常陸太田市 既築 スーパーマーケット ○ ①高効率照明器具の人感制御 ②高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

29 住宅型有料老人ホーム　はーとらいふ　ZEB補助事業 社会医療法人かりゆし会 沖縄県中頭郡 新築 福祉施設 ○ ○ ○ ①高断熱 ②高効率空調機（ＥＨＰ） ③高効率照明器具の人感制御 ④太陽光発電設備

30 加古川ウェルネスパークＥＳＣＯ事業
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社／
アズビル株式会社／加古川市

兵庫県加古川市 既築 複合施設 ○ ①高効率熱源機器 ②クールチューブ

31 特別養護老人ホーム聖豊はすがた園　ＺＥＢ化実証事業 社会福祉法人豊聖福祉会 新潟県北蒲原郡 既築 福祉施設 ○ ○ ①高効率熱源機器 ②高効率照明器具の人感制御 ③CO2センサー利用による換気システム ④太陽光発電設備

32 オホーツク・スロービレッジ研修センター オホーツク・スロービレッジ株式会社 北海道網走市 新築 ホテル・旅館 ○ ○ ○
①高断熱 ②Low-Eトリプルガラス ③太陽熱温水パネル+木材ペレット暖房給湯ハイブリッドシステム ④蓄電池設備  ⑤
太陽光発電設備

33 甲信食糧株式会社社屋ZEB化事業 甲信食糧株式会社 山梨県中央市 新築 事務所 ○ ○ ○
①高断熱 ②Low-E複層ガラス ③地中熱利用ヒートポンプシステム ④高効率空調機センシング付き（EHP） ⑤放射空調
⑥高効率照明器具の人感・照度制御 ⑦クールチューブ ⑧太陽光発電設備

34 せんどう茂原店 ZEB化事業 株式会社せんどう 千葉県茂原市 既築 スーパーマーケット ○ ①高効率照明器具の人感・照度制御 ②高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

35 生活協同組合おかやまコープ　「コープ倉敷北店」でのZEB化事業 生活協同組合おかやまコープ 岡山県倉敷市 既築 スーパーマーケット ○ ○ ①デジタル個別照明制御システム ②高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム ③太陽光発電設備

36 北浜一丁目平和ビルＺＥＢ化事業 平和不動産株式会社 大阪府大阪市 新築 事務所 ○ ○ ①Low-E複層ガラス ②高効率空調機（EHP） ③高効率照明器具の人感・照度制御 ④全熱交換器システム（外気冷房）

37 国立大学法人福井大学　松岡キャンパスＥＳＣＯ　ＺＥＢ化事業
三菱UFJリース株式会社／東テク株式会社／
国立大学法人福井大学

福井県吉田郡 既築 病院 ○
①高効率熱源機器 ②高効率空調機センシング付き（EHP） ③高効率照明器具の人感・照度制御 ④CO2センサー利用
による換気システム ⑤地中熱ヒートポンプシステム

38 ニシムタ出水店におけるZEB化事業 三井住友ファイナンス＆リース株式会社／株式会社ニシムタ 鹿児島県出水市 既築 スーパーマーケット ○ ○
①高効率空調機（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の人感・照度制御 ③高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム ④太陽光
発電設備

39 ニシムタ串木野店におけるZEB化事業 三井住友ファイナンス＆リース株式会社／株式会社ニシムタ 鹿児島県いちき串木野市 既築 スーパーマーケット ○ ○
①高効率空調機（ＥＨＰ） ②高効率照明器具の人感・照度制御 ③高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム ④太陽光
発電設備

40 協栄信用組合本店ESCO事業 第四リース株式会社／協栄信用組合／アズビル株式会社 新潟県燕市 既築 事務所 ○ ①高効率熱源機器 ②CO2センサー利用による換気システム

41 マゴコロホーム白根 ZEB化事業 古寺誠 新潟県新潟市 新築 福祉施設 ○ ○ ①高断熱 ②高効率空調機（EHP） ③全熱交換器システム(バイパス）

42 株式会社オンリーワン旭ヶ丘店ＺＥＢ化推進事業 株式会社オンリーワン 広島県福山市 既築 スーパーマーケット ○ ①高効率空調機（EHP） ②高効率冷蔵冷凍設備＋最適制御システム

43 東京芸術大学大学美術館ＥＳＣＯ事業
芙蓉総合リース株式会社／アズビル株式会社／
国立大学法人東京芸術大学

東京都台東区 既築 大学・専門学校 ○ ○ ①高断熱構造・半地下構造 ②高効率熱源機器 ③CO2センサー利用による換気システム

44 協同組合新潟卸センター　NOCプラザＺＥＢ化事業 協同組合新潟卸センター 新潟県新潟市 既築 複合施設 ○ ○ ①高断熱 ②高効率空調機（GHP） ③デジタル個別照明制御システム

45 東池袋Q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 東京都豊島区 既築 事務所 ○ ①高効率空調機（EHP） ②高効率照明器具の人感・照度制御 ③全熱交換器システム＋CO2センサー

46 妙高市水夢ランドあらいＥＳＣＯ事業 三菱ＵＦＪリース株式会社／妙高市 新潟県妙高市 既築 スポーツ施設 ○ ○ ①高断熱 ②地中熱ヒートポンプシステム

47 麗澤瑞浪中学・高等学校のＺＥＢ化推進事業 三菱ＵＦＪリース株式会社／学校法人廣池学園 岐阜県瑞浪市 既築 高校 ○ ①高効率空調機（EHP） ②高効率照明器具の照度制御

48 サンバードナーシングホーム省エネ事業 社会福祉法人郁青会 岡山県倉敷市 既築 福祉施設 ○ ○ ①Low-Ｅ複層ガラス（真空） ②高効率空調機センシング付き（EHP）
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