
別添　平成25年度　先進対策の効率的実施による業務CO2排出量大幅削減事業設備補助事業　参加者（目標保有者）一覧

事業場・工場名 所在地※3

1 高効率ボイラ導入によるCO2削減事業 株式会社九州たまがわ 株式会社九州たまがわ 長崎県東彼杵町 単独参加 工場 3,259 36,986.69

2 A重油⇒LNGへの燃料転換及びボイラの小型貫流化によるCO2削減事業
森紙業株式会社
東北森紙業株式会社
静岡森紙業株式会社

東北森紙業株式会社　八戸事業所
静岡森紙業株式会社　浜松事業所

青森県八戸市 グループ参加 工場 1,836 25,245

3 ボイラ燃料のLNG化及び高効率ボイラへの更新によるCO2削減事業
三菱UFJリース株式会社
シプロ化成株式会社

シプロ化成株式会社　福井工場 福井県坂井市 単独参加 工場 1,276 16,170

4 高効率パッケージエアコン導入及びLED照明導入等による総合的なCO2削減事業
オリックス株式会社
日東精工株式会社

日東精工株式会社　本社工場及び八田工
場

京都府綾部市 グループ参加 工場 1,095 16,049.75

5 高効率LNG焚き蒸気ボイラ導入によるCO2削減事業
株式会社丸和
社会福祉法人桃の木会

株式会社丸和 和歌山県紀の川市 単独参加 工場 772 11,580

6 小西酒造株式会社における省エネ設備改修によるCO2削減事業 小西酒造株式会社 小西酒造株式会社　富士山蔵及び本社 兵庫県伊丹市 グループ参加 工場 612 8,392.5

7 ボイラ更新、温泉熱利用等によるCO2削減事業 株式会社水明館 水明館 岐阜県下呂市 単独参加 事業場 596 7,957.5

8
既設冷温水発生機の都市ガス焚き高効率吸収式冷温水機（ジェネリンク）リプレース
によるCO2削減事業

株式会社ジェイテクト　東京工場 株式会社ジェイテクト　東京工場 東京都羽村市 単独参加 工場 468 5,820

9 佐賀大和温泉ホテルアマンディ　LNGサテライト導入事業 株式会社キナン 佐賀大和温泉ホテルアマンディー 佐賀県佐賀市 単独参加 事業場 422 5,232.8

10
鈴鹿グランドボウル及び稲沢グランドボウルにおける高効率空調設備導入等による
CO2削減事業

東京センチュリーリース株式会社
株式会社グラウンドボウル

鈴鹿グランドボウル及び稲沢グランドボウル 三重県鈴鹿市 グループ参加 事業場 416 5,205

11
給湯設備への空気・水両熱源エコキュートと循環加温ヒートポンプ導入によるCO2削
減事業

一般財団法人　創精会 一般財団法人　創精会 愛媛県松山市 単独参加 事業場 395 5,887.50

12 医療法人社団仁慈会における省エネ設備改修によるCO2削減事業 医療法人社団仁慈会 医療法人社団仁慈会 広島県竹原市 単独参加 事業場 387 4,665

13
高効率貫流式ボイラ（低位発熱量基準で測定したボイラ効率が96%以上）導入による
CO2削減事業

合資会社徳岡商会 合資会社徳岡商会　東京工場 東京都荒川区 単独参加 工場 355 5,310

14 高効率インバータターボ冷凍機導入によるCO2削減事業
株式会社おきぎんリース
久茂地都市開発株式会社
アズビル株式会社

パレットくもじ 沖縄県那覇市 単独参加 事業場 349 5,235

15 都市ガス焚き高効率小型貫流ボイラ設備導入によるCO2削減事業 株式会社協材 株式会社協材　名古屋事業所　南柴田工場 愛知県東海市 単独参加 工場 336 4,585

16 東香里湯元 水春 潜熱回収ボイラ導入によるCO2削減事業
三菱UFJリース株式会社
ビーバーレコード株式会社

東香里湯元　水春 大阪府寝屋川市 単独参加 事業場 271 3,615

17 ちくし那珂川温泉　湯あみの郷　省エネルギープロジェクト 株式会社九建 ちくし那珂川温泉　湯あみの郷 福岡県筑紫郡那珂川町 単独参加 事業場 267 3,938.25

18 （株）龍角散千葉工場における空調設備更新によるCO２削減事業 株式会社龍角散 株式会社龍角散　千葉工場 千葉県香取郡多古町 単独参加 工場 250 2,992.5
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19
おふろの王様　港南台店　潜熱回収型ボイラ及びコージェネレーション導入による
CO2削減事業

株式会社ホットネス おふろの王様　港南台店 神奈川県横浜市 単独参加 事業場 227 2,970

20 製麺釜ライン更新によるCO2削減事業 株式会社ヒロセ 株式会社ヒロセ 岡山県岡山市 単独参加 工場 218 2,180

21 高効率パッケージエアコン導入によるCO2削減事業
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社
日立ターミナルメカトロニクス株式会社

日立オムロンターミナルソリューションズ株
式会社　旭本社

愛知県尾張旭市 単独参加 工場 190 2,850

22 すすき野湯けむりの里　潜熱回収ボイラ導入によるCO2削減事業 セントラル都市開発株式会社 すすき野　湯けむりの里 神奈川県横浜市 単独参加 事業場 176 2,640

23 高効率パッケージエアコン・ヒートポンプ給湯器等導入による大幅なCO2削減事業 株式会社王将フードサービス
餃子の王将　京都東インター店・堅田店・阪
奈生駒店

京都府京都市 グループ参加 事業場 141 2,071.29

24 高効率パッケージエアコン導入によるCO2削減事業 株式会社南西楽園リゾート シギラベイサイドスイートアラマンダ（西館） 沖縄県宮古島市 単独参加 事業場 128 1,536

25 （株）杉村倉庫厚木営業所における高効率空調設備導入によるCO2削減事業 株式会社杉村倉庫 株式会社杉村倉庫　厚木営業所 神奈川県厚木市 単独参加 事業場 124 1,860

26 高効率マルチエアコン導入及び照明更新によるCO2削減 社会福祉法人博安会 特別養護老人ホーム　たるみ荘 香川県丸亀市 単独参加 事業場 105 1,476

27 新潟ふるさと村バザール館　空調熱源高効率化によるCO2削減事業 株式会社新潟ふるさと村 新潟ふるさと村　バザール館 新潟県新潟市 単独参加 事業場 82 930

28 高効率パッケージエアコン導入によるCO2削減事業 サトレストランシステムズ株式会社
和食さと　今宿店・嵯峨店・大久保店・碧南
店

兵庫県姫路市 グループ参加 事業場 64 832

29 高効率空冷チラー導入によるCO2削減事業 東京東信用金庫 東京東信用金庫　那須保養所 栃木県那須郡那須町 単独参加 事業場 26 217.5

30 高効率設備（照明・空調）導入によるCO2削減事業
オリックス株式会社
アザール株式会社

アザールビル 長野県飯田市 単独参加 事業場 24 360

31 株式会社北陸銀行　H25年度CO2削減事業 株式会社北陸銀行 北陸銀行　白石支店・五稜郭支店 北海道札幌市 グループ参加 事業場 19 285

32 潜熱回収型給湯器の導入及びフライヤーのバーナー交換によるCO2削減事業 中谷製菓株式会社 東久留米工場 東京都東久留米市 単独参加 工場 16 200

※1　削減目標量により降順で記載。 合計 14,902 195,275

※2　複数の事業者による共同申請の場合、下線部が排出削減実施事業者。

※3　グループ参加の場合、主な事業の実施場所の所在地。


