
平成25年度エネルギー使用合理化事業者支援事業（小規模事業者実証分）

採択事業者

No. 県 事業者名 対象機器

1 北海道 株式会社アイボー 業務用冷蔵庫
2 北海道 有限会社ファーム花茶 業務用冷蔵庫
3 宮城県 町屋カフェ太郎茶屋鎌倉南光台店 業務用エアコンディショナー
4 山形県 有限会社佐藤木材 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
5 山形県 有限会社龍鳳 業務用冷蔵庫
6 福島県 有限会社サイトウホーム 業務用エアコンディショナー
7 福島県 株式会社いわき印刷企画センター 業務用エアコンディショナー
8 茨城県 有限会社ユタカ総研 業務用エアコンディショナー
9 茨城県 株式会社明工 業務用エアコンディショナー

10 茨城県 信工業株式会社 業務用エアコンディショナー
11 茨城県 有限会社綜合衣料さかきや 業務用エアコンディショナー
12 茨城県 有限会社海野会計事務所 業務用エアコンディショナー
13 茨城県 天塩 業務用エアコンディショナー
14 茨城県 東洋空調工業株式会社 業務用エアコンディショナー
15 茨城県 伊奈工業株式会社 業務用エアコンディショナー
16 茨城県 有限会社黒江設備 業務用エアコンディショナー
17 茨城県 株式会社マイクロフェーズ 業務用エアコンディショナー
18 茨城県 グルーム・ヘア・ファクトリー 業務用エアコンディショナー
19 茨城県 株式会社潮田木材店 業務用エアコンディショナー
20 茨城県 松葉石油株式会社 業務用エアコンディショナー
21 栃木県 らーめん武蔵 業務用冷蔵庫
22 栃木県 有限会社千慶 業務用エアコンディショナー
23 栃木県 株式会社生澤製作所 業務用エアコンディショナー
24 栃木県 株式会社サイトウ 業務用エアコンディショナー
25 栃木県 有限会社野沢電気 業務用エアコンディショナー
26 栃木県 有限会社青山電気 業務用エアコンディショナー
27 栃木県 有限会社宇都宮プリンスホテル 業務用冷蔵庫
28 栃木県 有限会社しんどう 業務用エアコンディショナー
29 栃木県 有限会社金華堂 業務用エアコンディショナー
30 栃木県 有限会社豊田工業 業務用エアコンディショナー
31 栃木県 笠原シャトー有限会社 業務用エアコンディショナー
32 栃木県 株式会社阿部紙器 業務用エアコンディショナー
33 栃木県 株式会社オノザワ 業務用エアコンディショナー
34 群馬県 株式会社前橋空調機器サービス 業務用エアコンディショナー
35 群馬県 有限会社ビーワイズ 業務用エアコンディショナー
36 群馬県 大沢設備株式会社 業務用エアコンディショナー
37 群馬県 富岡証券株式会社 業務用エアコンディショナー
38 群馬県 株式会社シムラリネンサプライ 業務用エアコンディショナー
39 群馬県 株式会社貴宝菅野 業務用エアコンディショナー
40 群馬県 手打蕎麦　とし庵 業務用エアコンディショナー
41 群馬県 和菓処　喜楽庵 業務用エアコンディショナー
42 群馬県 nanairo企画株式会社 業務用エアコンディショナー
43 埼玉県 日本石産株式会社 業務用エアコンディショナー
44 埼玉県 協栄システム株式会社 業務用エアコンディショナー
45 埼玉県 杉澤歯科医院 業務用エアコンディショナー
46 埼玉県 株式会社寄居銀扇堂 業務用エアコンディショナー
47 埼玉県 有限会社そば処　更科 業務用冷蔵庫
48 埼玉県 株式会社ヒグチ電機 業務用エアコンディショナー
49 埼玉県 株式会社ショーシン 業務用エアコンディショナー
50 埼玉県 有限会社かどや 業務用エアコンディショナー
51 埼玉県 珈琲の樹 業務用エアコンディショナー
52 埼玉県 玄和書道会 業務用エアコンディショナー
53 埼玉県 鎌田工業株式会社 業務用エアコンディショナー
54 埼玉県 日乃出鮨 業務用エアコンディショナー
55 埼玉県 魚菜味 業務用冷蔵庫
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56 埼玉県 有限会社高栄 業務用エアコンディショナー
57 埼玉県 株式会社イースト 業務用エアコンディショナー
58 埼玉県 粋心亭　あじ岬 業務用冷蔵庫
59 埼玉県 株式会社萩原電機 業務用エアコンディショナー
60 埼玉県 レストランヴェール 業務用エアコンディショナー
61 埼玉県 有限会社昇龍 業務用エアコンディショナー
62 埼玉県 有限会社浦和国際教育センター 業務用エアコンディショナー
63 埼玉県 有限会社ホットウェーブ 業務用エアコンディショナー
64 埼玉県 あごた歯科医院 業務用エアコンディショナー
65 埼玉県 カットプランフレンド 業務用エアコンディショナー
66 埼玉県 夢限金型株式会社 業務用エアコンディショナー
67 埼玉県 株式会社杉本設備 業務用エアコンディショナー
68 埼玉県 焼肉ガーデンぎゅうぎゅう 業務用エアコンディショナー
69 埼玉県 有限会社山光電気 業務用エアコンディショナー
70 埼玉県 株式会社葵トーヨー住器 業務用エアコンディショナー
71 埼玉県 子亀うどん 業務用エアコンディショナー
72 埼玉県 有限会社エコパーク 業務用エアコンディショナー
73 埼玉県 さくら 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
74 埼玉県 有限会社小柴製作所 業務用エアコンディショナー
75 埼玉県 東日本レイク株式会社 業務用エアコンディショナー
76 千葉県 株式会社さだゆう呉服店 業務用エアコンディショナー
77 千葉県 株式会社明コーポレーション（店舗名　八郎冶）業務用冷蔵庫
78 千葉県 有限会社多田屋商店 業務用エアコンディショナー
79 千葉県 株式会社メガネのイシイ 業務用エアコンディショナー
80 千葉県 株式会社竜場工務店 業務用エアコンディショナー
81 千葉県 株式会社成田家 業務用エアコンディショナー
82 千葉県 有限会社しま野栄店 業務用エアコンディショナー
83 千葉県 株式会社トーコー産業 業務用エアコンディショナー
84 千葉県 株式会社オープンエアー 業務用エアコンディショナー
85 千葉県 亀屋水産有限会社 業務用エアコンディショナー
86 東京都 三信設備株式会社 業務用エアコンディショナー
87 東京都 ㈱ミナカワ電材 業務用エアコンディショナー
88 東京都 榎本屋菓子店 業務用冷凍庫
89 東京都 有限会社左入増田屋 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
90 東京都 有限会社ベルハート 業務用冷蔵庫
91 東京都 株式会社ミヤザキ 業務用エアコンディショナー
92 東京都 株式会社増田研究所 業務用エアコンディショナー
93 東京都 酒処まなゆめ 業務用エアコンディショナー
94 東京都 飯島商事有限会社 業務用エアコンディショナー
95 東京都 花未月 業務用エアコンディショナー
96 東京都 キットカット美容室 業務用エアコンディショナー
97 神奈川県 株式会社ムサシノ精機 業務用エアコンディショナー
98 神奈川県 有限会社中平工芸 業務用エアコンディショナー
99 神奈川県 有限会社セリーヌ 業務用エアコンディショナー

100 神奈川県 有限会社天海 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
101 神奈川県 三明寿司 業務用エアコンディショナー
102 神奈川県 ウッドアイランド 業務用エアコンディショナー
103 神奈川県 有限会社恵比寿家 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
104 神奈川県 有限会社おはこ渡辺酒店 業務用エアコンディショナー
105 神奈川県 株式会社小比木 業務用エアコンディショナー
106 新潟県 有限会社佐川メンテナンス 業務用エアコンディショナー
107 新潟県 津川ドライブイン 業務用エアコンディショナー
108 新潟県 株式会社アービック 業務用エアコンディショナー
109 新潟県 株式会社日伸設備 業務用エアコンディショナー
110 新潟県 株式会社リックス 業務用エアコンディショナー
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111 富山県 前川電設株式会社 業務用エアコンディショナー
112 富山県 有限会社アーム興産 業務用エアコンディショナー
113 富山県 有限会社麵ず清月 業務用エアコンディショナー
114 富山県 酔園 業務用冷蔵庫
115 富山県 ㈲石黒種麹店 業務用冷蔵庫
116 富山県 北陸環境システム株式会社 業務用エアコンディショナー
117 富山県 株式会社オータニ 業務用エアコンディショナー
118 富山県 株式会社祥設計 業務用エアコンディショナー
119 富山県 advance café 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
120 石川県 株式会社木村精工 業務用エアコンディショナー
121 石川県 株式会社羽田合金 業務用エアコンディショナー
122 石川県 ことぶき湯 業務用エアコンディショナー
123 石川県 株式会社岡田や漆器 業務用エアコンディショナー
124 石川県 Sette rami 業務用エアコンディショナー
125 石川県 陽明堂 業務用エアコンディショナー
126 石川県 黒川ウェーブ株式会社 業務用エアコンディショナー
127 石川県 イヅイ工業株式会社 業務用エアコンディショナー
128 山梨県 富士アイス東店 業務用冷蔵庫
129 山梨県 プレゾーン小宮 業務用エアコンディショナー
130 長野県 株式会社フィールドリペア 業務用エアコンディショナー
131 長野県 コジマ工業有限会社 業務用エアコンディショナー
132 長野県 有限会社東屋商店 業務用エアコンディショナー
133 長野県 信濃電気工業株式会社 業務用エアコンディショナー
134 長野県 有限会社清田屋 業務用エアコンディショナー
135 長野県 有限会社関森電設 業務用エアコンディショナー
136 長野県 株式会社アネシス 業務用エアコンディショナー
137 岐阜県 大盛食堂　福助 業務用冷蔵庫
138 岐阜県 有限会社楠木フードサービス 業務用冷蔵庫
139 岐阜県 株式会社プリント学習社 業務用エアコンディショナー
140 岐阜県 株式会社三竹電工 業務用エアコンディショナー
141 岐阜県 La Province 業務用冷蔵庫
142 岐阜県 喫茶　ドーム 業務用冷蔵庫
143 岐阜県 有限会社三周 業務用冷蔵庫
144 岐阜県 株式会社カフェテラス・バンク 業務用冷蔵庫
145 岐阜県 有限会社兼山 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
146 岐阜県 美濃精工株式会社 業務用エアコンディショナー
147 岐阜県 株式会社長沼水道工業所 業務用エアコンディショナー
148 静岡県 ひろや鮨 業務用冷蔵庫
149 静岡県 コンチェルト 業務用エアコンディショナー
150 静岡県 ヘアーサロン　スズキ 業務用エアコンディショナー
151 静岡県 有限会社カネ孝那須田商店 業務用エアコンディショナー
152 静岡県 有限会社尾高経営研究所 業務用エアコンディショナー
153 静岡県 リゾートホテルこどもの城”M倶楽部” 業務用エアコンディショナー
154 静岡県 有限会社ホソノ 業務用冷蔵庫
155 静岡県 有限会社大石企画室 業務用エアコンディショナー
156 静岡県 株式会社北伸 業務用エアコンディショナー
157 静岡県 丸屋薬局株式会社 業務用エアコンディショナー
158 静岡県 株式会社平和エアテック 業務用エアコンディショナー
159 愛知県 割烹　なかゐ 業務用冷蔵庫
160 愛知県 ABCカフェガーデンズ 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
161 愛知県 有限会社ジョリィ 業務用エアコンディショナー
162 愛知県 喫茶　サンリヴァー 業務用エアコンディショナー
163 愛知県 香蘭園　 業務用冷蔵庫
164 愛知県 株式会社SKC　 業務用エアコンディショナー
165 愛知県 大栄自動車工業株式会社 業務用エアコンディショナー
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166 愛知県 松枝商会 業務用エアコンディショナー
167 愛知県 株式会社マルワ 業務用エアコンディショナー
168 愛知県 おかしの森くるみ 業務用エアコンディショナー
169 愛知県 豊橋設備サービス株式会社 業務用エアコンディショナー
170 愛知県 三濃建設株式会社 業務用エアコンディショナー
171 愛知県 お食事処　さんしょう 業務用エアコンディショナー
172 愛知県 金扇ドロップス工業株式会社 業務用エアコンディショナー
173 愛知県 セロリ　大須店 業務用冷凍庫
174 愛知県 有限会社おしゃれ 業務用エアコンディショナー
175 愛知県 中華楽卓サエラ亭 業務用エアコンディショナー
176 愛知県 虎風 業務用エアコンディショナー
177 愛知県 そば処和照居 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
178 愛知県 ナニワ電気工業株式会社 業務用エアコンディショナー
179 愛知県 K3（ケースリー） 業務用エアコンディショナー
180 愛知県 杉林建設株式会社 業務用エアコンディショナー
181 愛知県 有限会社豊和事務機 業務用エアコンディショナー
182 三重県 有限会社懐石かみむら 業務用冷蔵庫
183 三重県 有限会社ヤマタケ商事 業務用冷蔵庫
184 三重県 京屋 業務用冷蔵庫
185 三重県 大剛株式会社 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
186 三重県 鍋田川温泉有限会社 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
187 三重県 吉田電機商工株式会社 業務用エアコンディショナー
188 三重県 珈琲館サム 業務用冷蔵庫
189 三重県 ラーメン亭　さつま 業務用エアコンディショナー
190 滋賀県 滋賀丸喜株式会社 業務用エアコンディショナー
191 京都府 有限会社京都洛東迎賓館 業務用エアコンディショナー
192 京都府 西部開発　株式会社 業務用エアコンディショナー
193 京都府 水船電工 業務用エアコンディショナー
194 大阪府 株式会社内山製作所 業務用エアコンディショナー
195 大阪府 株式会社カワナミ 業務用エアコンディショナー
196 大阪府 株式会社ミタカ 業務用エアコンディショナー
197 大阪府 焼道楽　丸八 業務用エアコンディショナー
198 大阪府 やすだ亭 業務用冷蔵庫
199 大阪府 CHNESE STYLE ほうみん 業務用エアコンディショナー
200 大阪府 中国酒菜　凛 業務用冷蔵庫
201 大阪府 やまと 業務用エアコンディショナー
202 大阪府 株式会社誠幸硝子 業務用エアコンディショナー
203 大阪府 株式会社橘電気工事 業務用エアコンディショナー
204 大阪府 株式会社カワニシ 業務用エアコンディショナー
205 大阪府 ﾍｱｰﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾍﾟｰｽ ｶﾐﾑﾗ 業務用エアコンディショナー
206 兵庫県 有限会社藤花電器 業務用エアコンディショナー
207 兵庫県 有限会社エステートホームズ 業務用エアコンディショナー
208 兵庫県 三木メンタルクリニック 業務用エアコンディショナー
209 兵庫県 アミューゼ 業務用エアコンディショナー
210 兵庫県 鉄板工房　こころ 業務用エアコンディショナー
211 兵庫県 森本クリニック 業務用エアコンディショナー
212 兵庫県 株式会社いづよね 業務用エアコンディショナー
213 兵庫県 戸田建築 業務用エアコンディショナー
214 兵庫県 かわら屋　 業務用エアコンディショナー
215 鳥取県 東部住設有限会社 業務用エアコンディショナー
216 島根県 お好み焼　鉄板焼　千両 業務用エアコンディショナー
217 島根県 ふくま歯科医院 業務用エアコンディショナー
218 岡山県 有限会社ジャックと豆の木 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
219 岡山県 Yショップいまなかや 業務用エアコンディショナー
220 岡山県 有限会社やお 業務用エアコンディショナー
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221 岡山県 有限会社備中そばやぶ 業務用エアコンディショナー
222 広島県 税理士法人平岡会計 業務用エアコンディショナー
223 広島県 有限会社坪井総合管理 業務用エアコンディショナー
224 広島県 路地裏のタパス　イシオカ 業務用エアコンディショナー
225 山口県 前田産業株式会社 業務用エアコンディショナー
226 山口県 船木観光株式会社 業務用エアコンディショナー
227 山口県 株式会社宇部電器センター 業務用エアコンディショナー
228 山口県 西部コンクリート工業株式会社 業務用エアコンディショナー
229 徳島県 お食事処　みつ 業務用冷蔵庫
230 香川県 お食事処　つるぎ 業務用冷蔵庫
231 香川県 株式会社こんぴらうどん 業務用エアコンディショナー
232 香川県 有限会社サンマック機販 業務用エアコンディショナー
233 香川県 有限会社寿美久満 業務用冷凍庫
234 香川県 山田仕出し 業務用冷凍庫
235 香川県 西部製綿株式会社 業務用エアコンディショナー
236 香川県 アガぺ 業務用エアコンディショナー
237 愛媛県 有限会社堀江自動車設備工場 業務用エアコンディショナー
238 愛媛県 あかだま 業務用エアコンディショナー
239 愛媛県 有限会社西条ステーションホテル 業務用冷蔵庫
240 高知県 居酒屋黒尊 業務用エアコンディショナー
241 福岡県 三星工業株式会社 業務用エアコンディショナー
242 福岡県 かうひい屋 業務用エアコンディショナー
243 福岡県 吉田屋うどん 業務用冷蔵庫
244 福岡県 中京電機株式会社 業務用エアコンディショナー
245 福岡県 讃井　滋　税理士事務所 業務用エアコンディショナー
246 福岡県 お好み焼きの店　まつうら 業務用冷蔵庫
247 福岡県 そば処　芭蕉庵 業務用冷蔵庫
248 福岡県 てっぱんやき屋　福蔵 業務用エアコンディショナー
249 福岡県 有限会社めんわ 業務用冷蔵庫
250 福岡県 前田建設株式会社 業務用エアコンディショナー
251 佐賀県 有限会社小林クレーン興業 業務用エアコンディショナー
252 佐賀県 塚本行政書士事務所 業務用エアコンディショナー
253 佐賀県 有限会社ブライダルサロン中山 業務用エアコンディショナー
254 佐賀県 西部冷凍機有限会社 業務用エアコンディショナー
255 佐賀県 旅館　長崎荘 業務用エアコンディショナー
256 長崎県 株式会社安全総業 業務用エアコンディショナー
257 長崎県 上田歯科医院 業務用エアコンディショナー
258 長崎県 株式会社デンコー 業務用エアコンディショナー
259 熊本県 有限会社明装工業社 業務用エアコンディショナー
260 熊本県 竹屋うどん 業務用エアコンディショナー
261 大分県 有限会社青山 業務用エアコンディショナー
262 鹿児島県 株式会社モリケン 業務用エアコンディショナー
263 鹿児島県 有限会社田中知身商会 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫
264 鹿児島県 食　ひいらぎ／柊 業務用冷蔵庫
265 鹿児島県 山本生花店 業務用エアコンディショナー
266 鹿児島県 有限会社鵜木酒店 業務用エアコンディショナー
267 鹿児島県 有限会社松山紙店 業務用エアコンディショナー
268 鹿児島県 居酒屋　月光 業務用エアコンディショナー
269 沖縄県 有限会社総合経営コンサルタント 業務用エアコンディショナー


