
No. 見学 都道府県 分類 ESCO システム 事例名称（地域） 熱供給事業者

1 北海道 DHC 廃棄物 札幌市厚別地区 北海道地域暖房（株）

2 北海道 DHC 廃棄物 札幌市真駒内地区 （株）北海道熱供給公社

3 北海道 DHC LNG-CGS 札幌市都心地区 北海道地域暖房（株）

4 北海道 DHC LNG-CGS 小樽ベイシティ地区 （株）エナジーソリューション

5 北海道 DHC 札幌市光星地区 （株）北海道熱供給公社

6 北海道 DHC 札幌駅北口再開発地区 （株）札幌エネルギー供給公社

7 北海道 DHC 苫小牧市日新団地地区 苫小牧熱サービス（株）

8 北海道 DHC 苫小牧中心街南地区 （株）苫小牧エネルギー公社

9 北海道 DHC 苫小牧市西部地区 苫小牧熱供給（株）

10 岩手県 DHC 温度差　排熱 盛岡駅西口地区 東北電力（株）

11 山形県 DHC 山形駅西口地区 山形熱供給（株）

12 栃木県 DHC 排熱 宇都宮市中央地区 東京都市サービス（株）

13 茨城県 DHC 排熱 日立駅前地区 日立熱エネルギー（株）

14 茨城県 DHC 筑波研究学園都市地区 筑波都市整備（株）

15 ○ 群馬県 DHC 温度差 高崎市中央・城址地区 東京都市サービス（株）

16 埼玉県 DHC LNG-CGS さいたま新都心西地区 （株）エネルギーアドバンス

17 千葉県 DHC 廃棄物 千葉ニュータウン都心地区 （株）千葉ニュータウンセンター

18 千葉県 DHC 温度差 千葉問屋町地区 千葉熱供給（株）

19 ○ 千葉県 DHC 温度差 幕張新都心ハイテク・ビジネス地区 東京都市サービス（株）

20 千葉県 DHC LNG-CGS 幕張新都心インターナショナル・ビジネス地区 （株）エネルギーアドバンス

21 千葉県 DHC 千葉新町地区 （株）地域冷暖房千葉

22 神奈川県
DHC LNG-CGS 横浜駅西口地区 横浜熱供給（株）

23 神奈川県
DHC LNG-CGS 港北ニュータウン・センター地区 （株）横浜都市みらい

24 神奈川県
DHC 厚木テレコムタウン地区 東京都市サービス（株）

25 神奈川県
DHC 横須賀汐入駅前地区 東京都市サービス（株）

26 神奈川県
DHC みなとみらい２１中央地区 みなとみらい二十一熱供給（株）

27 神奈川県
DHC かながわサイエンスパーク地区 ケイエスピー熱供給（株）

28 神奈川県
DHC 横浜ビジネスパーク地区 横浜ビジネスパーク熱供給（株）

29 東京都 DHC 温度差 後楽一丁目地区 東京下水道エネルギー（株）

30 東京都 DHC 廃棄物 光が丘団地地区 東京熱供給（株）

31 東京都 DHC

排熱　エコ・アイス（セ

ントラル）, 水蓄熱

新宿南口西地区 新宿南エネルギーサービス（株）

32 東京都 DHC 排熱 新川地区 東京都市サービス（株）

33 東京都 DHC 温度差 田町駅東口北地区 なし（工事中）

34 ○ 東京都 DHC 温度差 東京スカイツリー地区 （株）東武エネルギーマネジメント

35 東京都 DHC 廃棄物 東京臨海副都心地区 東京臨海熱供給（株）

36 東京都 DHC 排熱 日比谷地区 東京熱エネルギー（株）

37 東京都 DHC 温度差 箱崎地区 東京都市サービス（株）

38 東京都 DHC 廃棄物 品川八潮団地地区 東京熱供給（株）

39 東京都 DHC LNG-CGS 蒲田五丁目東地区 （株）エネルギーアドバンス

40 東京都 DHC

LNG-CGS　エコ・アイ

ス（セントラル）

丸の内二丁目地区 丸の内熱供給（株）

41 東京都 DHC LNG-CGS 恵比寿地区 （株）東京エネルギーサービス

42 東京都 DHC

LNG-CGS　エコ・アイス

（セントラル）, 水蓄熱
汐留北地区 汐留アーバンエネルギー（株）

43 東京都 DHC LNG-CGS 芝浦地区 （株）エネルギーアドバンス

44 東京都 DHC LNG-CGS 渋谷道玄坂地区 渋谷熱供給（株）

45 ● 東京都 DHC LNG-CGS 新宿新都心地区 （株）エネルギーアドバンス
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46 東京都 DHC LNG-CGS 新宿南口東地区 ディーエイチシー新宿（株）

47 東京都 DHC LNG-CGS 赤坂・六本木アークヒルズ地区 アークヒルズ熱供給（株）

48 東京都 DHC LNG-CGS 赤坂五丁目地区 赤坂熱供給（株）

49 東京都 DHC LNG-CGS 赤坂地区 （株）エネルギーアドバンス

50 東京都 DHC LNG-CGS 田町駅東口北地区 なし（工事中）

51 東京都 DHC LNG-CGS 東京国際フォーラム地区 東京熱供給（株）

52 東京都 DHC LNG-CGS 東品川四丁目地区 （株）虎ノ門エネルギーサービス

53 東京都 DHC

LNG-CGS　エコ・アイ

ス（セントラル）

品川駅東口地区 品川エネルギーサービス（株）

54 東京都 DHC LNG-CGS 品川東口南地区 品川熱供給（株）

55 東京都 DHC LNG-CGS 豊洲三丁目地区 豊洲エネルギーサービス（株）

56 東京都 DHC LNG-CGS 明石町地区 （株）エネルギーアドバンス

57 東京都 DHC LNG-CGS 六本木ヒルズ地区 六本木エネルギーサービス（株）

58 東京都 DHC 水蓄熱 晴海アイランド地区 東京都市サービス（株）

59 東京都 DHC 大崎１丁目地区 東京都市サービス（株）

60 東京都 DHC 本駒込２丁目地区 東京都市サービス（株）

61 東京都 DHC 西新宿六丁目西部地区 東京都市サービス（株）

62 東京都 DHC 八王子旭町地区 東京都市サービス（株）

63 東京都 DHC 京橋１・２丁目地区 東京都市サービス（株）

64 東京都 DHC 神田駿河台地区 東京都市サービス（株）

65 東京都 DHC 芝浦４丁目地区 東京都市サービス（株）

66 東京都 DHC 銀座５・６丁目地区 東京都市サービス（株）

67 東京都 DHC 銀座２・３丁目地区 東京都市サービス（株）

68 東京都 DHC 東銀座地区 （株）エネルギーアドバンス

69 東京都 DHC 多摩センター地区 （株）エネルギーアドバンス

70 東京都 DHC 八重洲・日本橋地区 （株）エネルギーアドバンス

71 東京都 DHC 西新宿一丁目地区 （株）エネルギーアドバンス

72 東京都 DHC 紀尾井町地区 （株）エネルギーアドバンス

73 東京都 DHC 広尾一丁目地区 （株）エネルギーアドバンス

74 東京都 DHC 江東区新砂三丁目地区 東京下水道エネルギー（株）

75 東京都 DHC 竹芝地区 東京熱供給（株）

76 東京都 DHC 八王子南大沢地区 東京熱供給（株）

77 東京都 DHC
エコ・アイス（セントラル）

大手町地区 丸の内熱供給（株）

78 東京都 DHC 丸の内一丁目地区 丸の内熱供給（株）

79 東京都 DHC 有楽町地区 丸の内熱供給（株）

80 東京都 DHC 内幸町地区 丸の内熱供給（株）

81 東京都 DHC 青山地区 丸の内熱供給（株）

82 東京都 DHC
エコ・アイス（セントラル）

東池袋地区 池袋地域冷暖房（株）

83 東京都 DHC 西池袋地区 西池袋熱供給（株）

84 東京都 DHC 銀座四丁目地区 （株）ディーエイチシー銀座

85 東京都 DHC
エコ・アイス（セントラル）

西新宿地区 新都市熱供給（株）

86 東京都 DHC 新宿歌舞伎町地区 新宿熱供給（株）

87 東京都 DHC 虎ノ門四丁目城山地区 城山熱供給（株）

88 東京都 DHC 北青山二丁目地区 青山エナジーサービス（株）

89 東京都 DHC 霞が関三丁目地区 霞が関ディー・エイチ・シィー（株）

90 東京都 DHC 用賀四丁目地区 用賀熱供給（株）
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91 東京都 DHC 南大井６丁目地区 大森熱供給（株）

92 東京都 DHC 天王洲地区 天王洲エリアサービス（株）

93 東京都 DHC
 エコ・アイス（セントラル）, 水蓄熱

初台淀橋地区 東京オペラシティ熱供給（株）

94 東京都 DHC 虎ノ門二丁目地区 （株）虎ノ門エネルギーサービス

95 東京都 DHC 錦糸町駅北口地区 錦糸町熱供給（株）

96 東京都 DHC 永田町二丁目地区 山王熱供給（株）

97 東京都 DHC 府中日鋼町地区 府中熱供給（株）

98 東京都 DHC 立川曙町地区 （株）立川都市センター

99 富山県 DHC 温度差 富山駅北地区 北電産業（株）

100 長野県 DHC LNG-CGS 諏訪市衣ケ崎周辺地区 諏訪エネルギーサービス（株）

101 静岡県 DHC 浜松アクトシティ駅前地区 浜松熱供給（株）

102 愛知県 DHC 温度差 ささしまライブ２４地区 なし　（データ無し）

103 愛知県 DHC 温度差　LNG-CGS 中部国際空港島地区 中部国際空港エネルギー供給（株）

104 愛知県 DHC LNG-CGS ＪＲ東海名古屋駅周辺地区　 名古屋熱供給（株）

105 愛知県 DHC LNG-CGS 東桜地区 東邦ガス（株）

106 ○ 愛知県 DHC LNG-CGS 名駅東地区 ＤＨＣ名古屋（株）

107 愛知県 DHC LNG-CGS 名駅南地区 東邦ガス（株）

108 愛知県 DHC LNG-CGS 名古屋栄三丁目地区 東邦ガス（株）

109 愛知県 DHC LNG-CGS 名古屋栄三丁目北地区 東邦ガス（株）

110 愛知県 DHC 小牧駅西地区 東邦ガス（株）

111 愛知県 DHC 名古屋栄四丁目地区 （株）シーテック

112 大阪府 DHC 排熱 りんくうタウン地区 大阪臨海熱供給（株）

113 大阪府 DHC 廃棄物 大阪市森之宮地区 大阪ガス（株）

114 大阪府 DHC 温度差　LNG-CGS 大阪南港コスモスクエア地区 大阪臨海熱供給（株）

115 大阪府 DHC 温度差　排熱 中之島二・三丁目地区 関電ｴﾈﾙｷﾞｰ開発(株)

116 大阪府 DHC 温度差　LNG-CGS 天満橋一丁目地区 ｵ-･ｴ-･ﾋﾟ-熱供給(株)

117 大阪府 DHC LNG-CGS 岩崎橋地区 (株)ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝ

118 大阪府 DHC LNG-CGS 千里中央地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

119 大阪府 DHC LNG-CGS 大阪此花臨海地区 大阪臨海熱供給（株）

120 大阪府 DHC LNG-CGS 大阪西梅田地区 大阪エネルギーサービス（株）

121 大阪府 DHC LNG-CGS 弁天町地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

122 大阪府 DHC 大阪本庄東地区 関電エネルギー開発（株）

123 大阪府 DHC 中之島六丁目西地区 関電エネルギー開発（株）

124 大阪府 DHC 泉北泉ヶ丘地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

125 大阪府 DHC 泉北栂地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

126 大阪府 DHC 関西国際空港島内地区 関西国際空港熱供給（株）

127 和歌山県
DHC 排熱 和歌山マリーナシティ地区 関電エネルギー開発（株）

128 奈良県 DHC LNG-CGS ＪＲ奈良駅周辺地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

129 京都府 DHC 京都御池地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

130 兵庫県 DHC 排熱 西郷地区 （株）神戸製鋼所

131 兵庫県 DHC LNG-CGS 三宮駅南地区 大阪臨海熱供給（株）

132 兵庫県 DHC LNG-CGS 神戸ハーバーランド地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

133 兵庫県 DHC LNG-CGS 六甲アイランドセンター地区 （株）クリエイティブテクノソリューション

134 兵庫県 DHC 芦屋浜高層住宅地区 芦屋浜エネルギーサービス（株）

135 兵庫県 DHC 六甲アイランド集合住宅 （株）クリエイティブテクノソリューション

（地独）青森県産業技術センター八戸地域研究所



No. 見学 都道府県 分類 ESCO システム 事例名称（地域） 熱供給事業者

136 兵庫県 DHC 神戸リサーチパーク鹿の子台地区 関電エネルギー開発（株）

137 兵庫県 DHC 神戸東部新都心地区 神戸熱供給（株）

138 香川県 DHC 温度差 サンポート高松地区 四国電力（株）

139 香川県 DHC 温度差 高松市番町地区 四国電力（株）

140 広島県 DHC 広島市紙屋町地区 （株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス

141 福岡県 DHC 温度差 シーサイドももち地区 （株）福岡エネルギーサービス

142 福岡県 DHC 温度差 下川端再開発地区 （株）福岡エネルギーサービス

143 福岡県 DHC 排熱 西鉄福岡駅再開発地区 （株）福岡エネルギーサービス

144 福岡県 DHC LNG-CGS 千代地区 西部ガス冷温熱（株）

145 福岡県 DHC 黒崎地区 西部ガス冷温熱（株）

146 福岡県 DHC 北九州曲里・岸の浦地区 西部ガス（株）

147 福岡県 DHC 小倉駅周辺地区 西部ガス（株）

148 福岡県 DHC 渡辺通再開発地区 （株）エフ・イー・シー

149 長崎県 DHC LNG-CGS 佐世保ハウステンボス地区 ハウステンボス熱供給（株）

150 北海道 店舗 ○ イオン北海道（株）イオン札幌発寒ＳＣ （株）サンコーシヤ

151 北海道 店舗 ○ イオン北海道（株）ポスフール北見店 （株）サンコーシヤ

152 北海道 宿泊施設

○ ザ・ウインザーホテル洞爺 日本ファシリティ・ソリューション（株）

153 北海道 宿泊施設

○ ホテルクラビーサッポロ 三菱ＵＦＪリース（株），アズビル（株）

154 北海道 宿泊施設

○ ホテルライフォート札幌 （株）省電舎，アズビル（株）

155 北海道 学校 ○ 北海道公立大学法人　札幌医科大学 ダイダン（株）

156 北海道 宿泊施設

○ 石水亭 （株）省電舎　

157 北海道 店舗 ○ （株）東急百貨店　札幌店 （株）朝日工業社

158 北海道 事務所 （株）伊藤組 アズビル（株）　　

159 北海道
医療・福祉

市立札幌病院 三機工業（株）　

160 岩手県
医療・福祉

○ 北上済生会病院 高砂熱学工業（株）

161 岩手県 宿泊施設
花巻温泉 ジョンソンコントロールズ（株）　　

162 秋田県 店舗 ○ マックスバリュ東北（株） （株）ファーストエスコ　

163 山形県
医療・福祉

○ 山形済生会病院 高砂熱学工業（株）

164 宮城県 店舗 ○ イオン三川ショッピングセンター等 （株）ファーストエスコ　

165 宮城県
医療・福祉

○ 仙台赤十字病院 高砂熱学工業（株）

166 宮城県 店舗 セルバ アズビル（株）　　

167 宮城県 事務所 住友生命仙台中央ビル（ＳＳ３０） アズビル（株）　　

168 栃木県 店舗 ○ ベルモーレ （株）エネルギーアドバンス　　

169 栃木県 工場 富士重工（株）宇都宮製作所 （株）エネルギーアドバンス　　

170 栃木県
医療・福祉

栃木県立がんセンター （株）エネルギーアドバンス　　

171 栃木県 工場 （株）小松製作所 小山工場 （株）日立製作所

172 茨城県 研究所 独立行政法人国立環境研究所 日本ファシリティ・ソリューション（株）

173 群馬県 店舗 ○ とりせん （株）ファーストエスコ　

174 群馬県 工場 群栄化学工業（株） 群馬工場 （株）日立製作所

175 群馬県 工場 （株）原田 ガトーフェスタ・ハラダ本社工場 （株）日立製作所

176 群馬県 工場 （株）日本キャンパック 赤城工場 （株）日立製作所

177 群馬県 工場 （株）日本キャンパック 群馬工場 （株）日立製作所

178 埼玉県 公共施設

○ 埼玉県熊谷地方庁舎ほか ジョンソンコントロールズ（株）　　

179 埼玉県 公共施設

○ 埼玉県環境科学国際センター ジョンソンコントロールズ（株）　　

180 埼玉県 公共施設

○ 埼玉県秩父農林振興センターほか ジョンソンコントロールズ（株）　　

（地独）青森県産業技術センター八戸地域研究所
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181 埼玉県 工場 ○ （株）武蔵野フーズ　東京麺工場 （株）サンコーシヤ

182 埼玉県 宿泊施設

○ 浦和ワシントンホテル （株）省電舎　

183 埼玉県 店舗 ○ （株）ルミネ　大宮店 （株）東芝

184 埼玉県 工場 三井金属鉱業（株）　上尾事業所（工場空調設備等） 日本ファシリティ・ソリューション（株）

185 埼玉県 公共施設
埼玉県県民活動総合センター ジョンソンコントロールズ（株）　　

186 埼玉県
医療・福祉

埼玉県総合リハビリテーションセンター 三機工業（株）　

187 埼玉県 研究所 理化学研究所（和光） 三機工業（株）　

188 千葉県 宿泊施設

○ 成田全日空ホテル アズビル（株）　　

189 千葉県
医療・福祉

東京女子医科大付属八千代医療センター ジョンソンコントロールズ（株）　　

190 千葉県 店舗 ダイエー新浦安店 アズビル（株）　　

191 千葉県 事務所 京葉ガス（株） アズビル（株）　　

192 神奈川県 宿泊施設

○ マホロバマインズ三浦 （株）エネルギーアドバンス

193 神奈川県 宿泊施設

○ 不二住宅興業　フジビューホテル （株）ファーストエスコ　

194 ○
神奈川県

学校 ○ CGS 学校法人聖マリアンナ医科大学 （株）エネルギーアドバンス

195 神奈川県 宿泊施設

○ 横浜ベイシェラトン＆タワーズ アズビル（株）　　

196 神奈川県 宿泊施設

○ 横浜ロイヤルパークホテル アズビル（株）　　

197 神奈川県 宿泊施設

○ 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル （株）省電舎　

198 神奈川県 公共施設

○ 横浜市中央図書館ほか１施設 （株）サンコーシヤ

199 神奈川県 公共施設

○ 横浜市関内地区３施設 （株）サンコーシヤ

200 神奈川県 公共施設
横浜市戸塚センター 日本ファシリティ・ソリューション（株）

201 神奈川県
学校 東海大学伊勢原キャンパス 日本ファシリティ・ソリューション（株）

202 神奈川県 研究所 山武　藤沢テクノセンター（総合元請方式） 日本ファシリティ・ソリューション（株）

203 神奈川県
工場 三菱重工業（株）　相模原製作所 （株）省電舎　

204 神奈川県
店舗 平塚ステーションビル（株）「ラスカ」 アズビル（株）　　

205 神奈川県 医療・福祉

神奈川県警友会けいゆう病院 アズビル（株）　　

206 神奈川県 研究所 （株）リコーテクノロジーセンター アズビル（株）　　

207 神奈川県 公共施設
新横浜地区３施設 三機工業（株）　

208 東京都 店舗 ○ アスタビル アズビル（株）　　

209 東京都 店舗 ○ カワチ薬品 （株）ファーストエスコ　

210 東京都 宿泊施設

○ ホテルイースト２１東京 （株）エネルギーアドバンス　　

211 東京都 学校 ○ HP・蓄熱 学校法人中央大学多摩キャンパス 高砂熱学工業（株）

212 東京都 宿泊施設

○ 渋谷東急イン （株）省電舎　

213 東京都 店舗 ○ 目黒雅叙園 日本ファシリティ・ソリューション（株）

214 東京都 宿泊施設

○ 第一ホテル東京 日本ファシリティ・ソリューション（株）

215 東京都 店舗 ○ （株）ルミネ　荻窪店 （株）東芝

216 東京都 店舗 ○ （株）ルミネ北千住店 アズビル（株）　　

217 東京都 公共施設

○ （財）日本青年館 三菱ＵＦＪリース（株）栗原工業（株）

218 東京都 事務所 三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 日本ファシリティ・ソリューション（株）

219 東京都 事務所 朝日日刊スポーツ印刷社 日本ファシリティ・ソリューション（株）

220 東京都 公共施設
江戸川区 日本ファシリティ・ソリューション（株）

221 東京都
医療・福祉

東京都立広尾病院 日本ファシリティ・ソリューション（株）

222 東京都 公共施設
調布市庁舎・文化会館たづくり 日本ファシリティ・ソリューション（株）

223 東京都
医療・福祉

都立墨東病院 日本ファシリティ・ソリューション（株）

224 東京都 学校 HP・蓄熱 法政大学外濠校舎 日本ファシリティ・ソリューション（株）

225 東京都 事務所 プロミス（株）　大手町パルビル （株）省電舎　
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226 東京都 学校 学校法人佼成学園 （株）ファーストエスコ　

227 東京都 宿泊施設
日本ビューホテル（株） （株）ファーストエスコ　

228 東京都 学校 法政大学新一口坂校 ジョンソンコントロールズ（株）　　

229 東京都 店舗 日本橋三井タワーマンダリンオリエンタル東京 ジョンソンコントロールズ（株）　　

230 東京都
医療・福祉

三楽病院 ジョンソンコントロールズ（株）　　

231 東京都 研究所 第一三共（株）品川研究開発センター （株）エネルギーアドバンス　　

232 東京都 学校 立正大学大崎キャンパス アズビル（株）　　

233 東京都 事務所 晴海アイランドトリトンスクエア アズビル（株）　　

234 東京都 事務所 ＪＡＬビルディング アズビル（株）　　

235 東京都 公共施設
ガスの科学館 アズビル（株）　　

236 東京都 娯楽施設
サンリオピューロランド アズビル（株）　　

237 東京都 公共施設
板橋区役所本庁舎 三機工業（株）　

238 東京都 公共施設
東京都現代美術館ほか文化施設 三機工業（株）　

239 東京都 店舗 タイムズスクエアビル 三機工業（株）　

240 東京都 宿泊施設
（株）共立メンテナンス　（全国の５９箇所） （株）日立製作所

241 東京都 店舗 京王電鉄（株）　（約２００の事業所） （株）日立製作所

242 東京都 事務所 （株）第一ビルディング　（日立が維持管理を受託する１５棟） （株）日立製作所

243 山梨県 工場 ＮＢＣ（株）山梨都留工場 （株）省電舎　

244 山梨県 宿泊施設
ホテル春日居 アズビル（株）　　

245 山梨県 工場 ケル山梨事業所 アズビル（株）　　

246 山梨県
医療・福祉

山梨厚生病院・塩山市民病院 三機工業（株）　

247 長野県 工場 コニカミノルタサプライズ辰野工場 （株）エネルギーアドバンス　　

248 長野県 宿泊施設
くろよんロイヤルホテル アズビル（株）　　

249 新潟県 公共施設
ニューグリーンピア津南保養施設 三機工業（株）　

250 富山県
医療・福祉

○ 富山大学　附属病院 アズビル（株）　　

251 石川県 宿泊施設

○ 能登ロイヤルホテル （株）省電舎　

252 石川県 公共施設
金沢競馬場 三機工業（株）　

253 静岡県 宿泊施設

○ ＨＯＴＥＬ　ＡＭＢＩＡ　松風閣 （株）省電舎　

254 静岡県 店舗 ○ イオン（株）　中部カンパニー （株）ファーストエスコ　

255 静岡県 工場 ○ シノムラ化学工業（株）静岡工場 三菱ＵＦＪリース（株）

256 静岡県 学校 ○ 国立大学法人　浜松医科大学 高砂熱学工業（株）

257 静岡県 工場 ○ 有限会社アピオ　本社工場 （株）エコエアソリューション

258 静岡県 工場 ヤマハ発動機（株）　磐田工場 （株）省電舎　

259 静岡県
医療・福祉

共立蒲原総合病院 アズビル（株）　　

260 愛知県 店舗 ○ イオンリテール（株）イオンナゴヤドーム前ＳＣ （株）サンコーシヤ

261 愛知県 店舗 ○ イオン熱田ショッピングセンター （株）日立製作所

262 愛知県 工場 ○ エイ・シー工業（株）　本社工場 三菱ＵＦＪリース（株）

263 愛知県 工場 ○ 名鉄クリーニング 三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株）

264 ● 愛知県 学校 ○ HP・蓄熱 国立大学法人名古屋大学　附属図書館
三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株），（株）トヨタエンタプライズ

265 ● 愛知県 学校 ○ HP・蓄熱

国立大学法人名古屋大学大学院　医学系研究科付属医学教育

研究支援センター動物実験施設

三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株）

266 愛知県 公共施設
愛知芸術文化センター 日本ファシリティ・ソリューション（株）

267 愛知県
医療・福祉

愛知県がんセンター 日本ファシリティ・ソリューション（株）

268 愛知県 工場 住友軽金属（株）　名古屋製造所 （株）ファーストエスコ　

269 愛知県 工場 大同特殊鋼（株）知多工場 アズビル（株）　　

270 愛知県 学校 名城大学 三機工業（株）　
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271 三重県 宿泊施設

○ 鳥羽国際ホテル （株）省電舎　

272 三重県 研究所 ロート製薬（株）上野テクノセンター アズビル（株）　　

273 岐阜県 宿泊施設

○ 下呂温泉ホテルくさかべアルメリア 三機工業（株）　

274 岐阜県 宿泊施設

○ 岐阜グランドホテル 三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株）

275 岐阜県 宿泊施設

○ 高山グリーンホテル 三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株）

276 岐阜県 公共施設
飛騨市「神岡振興事務所・神岡公民館」 三機工業（株）　

277 岐阜県
医療・福祉

高山赤十字病院 三機工業（株）　

278 滋賀県
医療・福祉

湖北総合病院 アズビル（株）　　

279 福井県
医療・福祉

社会福祉法人 恩賜財団済生会 福井県済生会病院 （株）日立製作所

280 京都府
医療・福祉

○ 綾部市立病院 三菱ＵＦＪリース（株）

281 京都府 公共施設
京都市みやこめっせ 日本ファシリティ・ソリューション（株）

282 京都府 店舗 大丸京都店 三機工業（株）　

283 大阪府 店舗 ○ ショッピングセンターパンジョ （株）ガスアンドパワー

284 大阪府 宿泊施設

○ 千里阪急ホテル （株）省電舎　

285 大阪府 工場 ○ （株）ＮＴＮ金剛製作所 三菱ＵＦＪリース（株）

286 大阪府 産業 南海電気鉄道（株）　 （株）省電舎　

287 大阪府
医療・福祉

大阪府立母子保健総合医療センター （株）ファーストエスコ　

288 大阪府
医療・福祉

大阪市立総合医療センター アズビル（株）　　

289 大阪府
医療・福祉

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 三機工業（株）　

290 大阪府 公共施設
大阪府立労働センター 三機工業（株）　

291 和歌山県 宿泊施設

○ ホテルベルヴェデーレ （株）大西商会

292 兵庫県 店舗 フォレスタ六甲 アズビル（株）　　

293 兵庫県 娯楽施設
須磨海浜水族館 アズビル（株）　　

294 兵庫県 娯楽施設
リゾ鳴尾浜 アズビル（株）　　

295 岡山県
医療・福祉

○ 倉敷中央病院 高砂熱学工業（株）

296 岡山県
医療・福祉

岡山赤十字病院 （株）日立製作所

297 広島県 宿泊施設

○ ホテルグランヴィア広島 アズビル（株）　　

298 広島県 宿泊施設

○ 広島全日空ホテル省エネルギー改修工事 アズビル（株）　　

299 広島県 工場 日東電工（株） 尾道事業所 （株）日立製作所

300 山口県 公共施設
山口県庁舎設備 三機工業（株）　

301 鳥取県 学校 ○ 国立大学法人　鳥取大学医学部附属病院
（株）エネルギア・ソリューションアンドサービス，三機工業（株）

302 島根県
医療・福祉

○ 松江生協病院 アズビル（株）　　

303 島根県
医療・福祉

島根県立中央病院 三機工業（株）　

304 島根県 学校 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 （株）日立製作所

305 愛媛県
医療・福祉

松山赤十字病院 （株）日立製作所

306 高知県 宿泊施設

○ ホテル日航高知旭ロイヤルホテル （株）省電舎　

307 福岡県 宿泊施設
博多全日空ホテル （株）省電舎　

308 福岡県 学校 北九州市立大学 アズビル（株）　　

309 佐賀県 公共施設
佐賀市庁舎 三機工業（株）　

310 熊本県 事務所 熊本日日新聞社 アズビル（株）　　

311 大分県 公共施設
大分市庁舎 三機工業（株）　

312 大分県 工場 （株）デンケン 杵築工場 （株）日立製作所

313 宮崎県 公共施設
都城市庁舎 （株）日立製作所

314 沖縄県 宿泊施設

○ カヌチャベイホテル＆ヴィラズ （株）省電舎　

315 沖縄県 宿泊施設

○ ホテルシティコート 三菱ＵＦＪリース（株）
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316 沖縄県 宿泊施設

○ ホテル西武オリオン （株）省電舎　

317 沖縄県 公共施設

○ 沖縄県庁舎 ヤシマ工業（株）

318 沖縄県 娯楽施設
バーデハウス久米島 （株）省電舎　

319 沖縄県 店舗 イオン南風原ショッピングセンター ヤシマ工業（株）

320 沖縄県 宿泊施設
ホテルシティーコート ヤシマ工業（株）

321 沖縄県 店舗 ジャスコ北谷ショッピングセンター ヤシマ工業（株）

322 沖縄県 店舗 イオン具志川ショッピングセンター ヤシマ工業（株）

323 沖縄県 公共施設
沖縄県庁舎議会棟 ヤシマ工業（株）

324 沖縄県 事務所 オリオン会館 ヤシマ工業（株）

325 沖縄県 店舗 マックスバリュとよみ店 ヤシマ工業（株）

326 東京都 宿泊施設
CGS ホテルニューオータニ 東京ガス（株）

327 埼玉県 娯楽施設
CGS 埼玉スタジアム２００２ 東京ガス（株）

328 東京都 事務所 CGS コレド日本橋 東京ガス（株）

329 東京都 事務所 CGS 飯田町ビル 東京ガス（株）

330 東京都
医療・福祉

CGS 台東区立台東病院 東京ガス（株）

331 千葉県 娯楽施設
CGS 四季彩の湯 東京ガス（株）

332 東京都
医療・福祉

CGS 帝京大学医学部附属病院 東京ガス（株）

333 神奈川県 医療・福祉

CGS 済生会若草病院 東京ガス（株）

334 東京都
医療・福祉

CGS 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京ガス（株）

335 神奈川県 公共施設
CGS 新横浜地区３施設 東京ガス（株）

336 神奈川県 医療・福祉

CGS 神奈川県立循環器呼吸器病センター 東京ガス（株）

337 神奈川県 医療・福祉

CGS 藤沢市民病院 東京ガス（株）

338 神奈川県 宿泊施設
CGS ホテルニューグランド 東京ガス（株）

339 神奈川県 事務所 CGS パレール管理組合 東京ガス（株）

340 東京都 公共施設
CGS 章佑会やすらぎミラージュ 東京ガス（株）

341 埼玉県
医療・福祉

CGS 林病院　うらわの里 東京ガス（株）

342 千葉県
医療・福祉

CGS 医療法人同仁会　木更津病院 東京ガス（株）

343 神奈川県 医療・福祉

CGS 茅ヶ崎新北陵病院 東京ガス（株）

344 神奈川県
店舗 CGS バーミヤン市ヶ尾店 東京ガス（株）

345 北海道 宿泊施設
CGS シェラトンホテル札幌 北海道ガス（株）

346 千葉県 宿泊施設
CGS 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 京葉瓦斯（株）

347 東京都 公共施設
CGS 墨田区庁舎 東京ガス（株）

348 宮城県
医療・福祉

CGS 県立こども病院 仙台市ガス局

349 新潟県
医療・福祉

CGS 長岡赤十字病院 北陸ガス（株）

350 新潟県 娯楽施設
CGS 越後長岡ゆらいや 北陸ガス（株）

351 広島県 店舗 CGS フジグラン広島 広島ガス（株）

352 静岡県 店舗 CGS スーパーもちづき松富店 静岡瓦斯（株）

353 静岡県 工場 CGS 富士写真フイルム（株）　富士宮工場 静岡瓦斯（株）

354 福岡県 工場 CGS 凸版印刷（株）福岡第一工場 西部ガス（株）

355 広島県 店舗 CGS ゾーナイタリア 広島ガス（株）

356 愛知県 事務所 CGS Ｄ－Ｓｑｕａｒｅ （株）トヨタタービンアンドシステム

357 愛知県 工場 CGS 名糖アダムス（株） （株）トヨタタービンアンドシステム

358 静岡県 工場 CGS 町田食品（株） （株）トヨタタービンアンドシステム

359 静岡県 工場 CGS ニコー製紙（株） （株）トヨタタービンアンドシステム

360 神奈川県
工場 CGS （株）明治ゴム化成 （株）トヨタタービンアンドシステム

（地独）青森県産業技術センター八戸地域研究所



No. 見学 都道府県 分類 ESCO システム 事例名称（地域） 熱供給事業者

361 愛知県 工場 CGS マルヤス工業（株）　岡崎工場 （株）トヨタタービンアンドシステム

362 静岡県 工場 CGS スタンレー電気（株）　浜松製作所 （株）トヨタタービンアンドシステム

363 千葉県 工場 CGS トーイン（株）　柏工場 （株）トヨタタービンアンドシステム

364 三重県 工場 CGS シャープ（株）　亀山工場 （株）シーエナジー

365 静岡県 店舗 CGS ユニー（株）　プレ葉ウォーク浜北 （株）シーエナジー

366 愛知県 工場 CGS アイシン機工（株）　吉良工場 （株）シーエナジー

367 静岡県 工場 CGS アスモ（株）　本社工場 （株）シーエナジー

368 愛知県 工場 CGS 横浜ゴム（株）　新城工場 （株）シーエナジー

現地調査（見学）した事例

事例

No.

No. 都道府県 分類 ESCO システム 事例名称（地域） 熱供給事業者

1 15 群馬県 DHC 温度差 高崎市中央・城址地区 東京都市サービス（株）

2 19 千葉県 DHC 温度差 幕張新都心ハイテク・ビジネス地区 東京都市サービス（株）

3 34 東京都 DHC 温度差 東京スカイツリー地区 （株）東武エネルギーマネジメント

4 106 愛知県 DHC LNG-CGS 名駅東地区 ＤＨＣ名古屋（株）

5 194 神奈川県
学校 ○ CGS 学校法人聖マリアンナ医科大学 （株）エネルギーアドバンス

6 ※ 東京都 事務所 ○ HP・蓄熱 東京流通センター （株）エネルギーアドバンス

7 ※ 愛知県
医療・福祉

CGS 名古屋市厚生院 （東邦ガス（株））

パンフレット等で調査した事例

事例

No.

No. 都道府県 分類 ESCO システム 事例名称（地域） 熱供給事業者

8 45 東京都 DHC LNG-CGS 新宿新都心地区 （株）エネルギーアドバンス

9 264 愛知県 学校 ○ HP・蓄熱 国立大学法人名古屋大学　附属図書館
三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株），（株）トヨタエンタプライズ

10 265 愛知県 学校 ○ HP・蓄熱

国立大学法人名古屋大学大学院　医学系研究科付属医学教育

研究支援センター動物実験施設

三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株）

11 ※ 愛知県 学校 ○ 国立大学法人名古屋大学 医学部附属病院病棟等 三菱ＵＦＪリース（株），三機工業（株），（株）トヨタエンタプライズ

　以上の4事例をデータベースに追加した。

　なお，※印の事例は，名古屋出張で得たパンフレットから判明した事例を示す。

　以上，368事例を検索できた。　なお，見学した事例を下記に挙げる。

　以上の7事例を見学し，データベースにまとめた。

　なお，※印の見学先は，事例No.1～5を見学した際に，同時に見学できた事例を示す。

（地独）青森県産業技術センター八戸地域研究所


