


【群馬県】
一般社団法人
ぐんま資源エネルギー循環推進協会
［電話］0277-74-5974
［営業時間/平日］9：00～17：00

【群馬県】
一般社団法人
群馬県技術士会
［電話］090-6122-6855
［営業時間/平日］10：00～17：00

【栃木県】
栃木県
［電話］028-623-3187
［営業時間/平日］8：30～17：15

【茨城県】
一般社団法人
日本エコ協会
［電話］029-846-1555
［営業時間/平日］9：00～18：00

【福島県】
特定非営利活動法人
うつくしまＮＰＯネットワーク
［電話］024-953-6092
［営業時間/平日］10：00～17：00

【秋田県】
株式会社
あきぎんリサーチ＆コンサルティング
［電話］018-863-1221
［営業時間/平日］9：00～17：00

【山形県】
特定非営利活動法人
環境ネットやまがた
［電話］023-679-3340
［営業時間/平日］8：30～17：15

【宮城県】
特定非営利活動法人
環境会議所東北
［電話］022-218-0761
［営業時間/平日］9：00～16：00

【宮城県・山形県・福島県・埼玉県・
千葉県・東京都・神奈川県・大阪府】
一般社団法人
カーボンマネジメントイニシアティブ
［電話］03-6912-4471
［営業時間/平日］9：00～17：30

【岩手県】
特定非営利活動法人
環境パートナーシップいわて　
［電話］019-681-1904
［営業時間/平日］9:00～17:00

【青森県】
特定非営利活動法人 
循環型社会創造ネットワーク
［電話］0178-41-2400
［営業時間/平日］9：00～17：00

【長野県】
一般社団法人
長野県経営支援機構
［電話］026-237-2530
［営業時間/平日］9：45～16：15

【山梨県】
山梨県商工会連合会
［電話］055-235-2115
［営業時間/平日］8：30～17：15

【福井県】

［電話］0776-50-2808
［営業時間/平日］8：30～17：00

一般社団法人
ふくいエネルギーマネジメント協会

【石川県】
一般社団法人
いしかわエネルギーマネジメント協会
［電話］076-225-7337
［営業時間/平日］9：00～17：00

【新潟県】
一般社団法人
環境省エネ推進研究所
［電話］025-263-0100
［営業時間/平日］9：00～17：00

【富山県】
一般社団法人
地域資源循環システム協会
［電話］076-471-8495
［営業時間/平日］9：00～17：00

【東京都】
一般社団法人
東京技術士会
［電話］03-3634-4368
［営業時間/平日］9：00～17：00

【神奈川県】
一般社団法人
エコウェーブ２１
［電話］0466-21-9191
［営業時間/平日］9:00～17:00

【東京都】
一般社団法人
自然と文化創造コンソーシアム
［電話］090-2335-6969
［営業時間/平日］9：30～17：30

【東京都・神奈川県】
一般社団法人
資源エネルギー研究協会
東京都
［電話］03-6380-0759
［営業時間/平日・祝祭日］9：00～1８：30
神奈川県
［電話］044-571-9369
［営業時間/平日・祝祭日］9：00～18：30

【埼玉県】
特定非営利活動法人
環境ネットワーク埼玉
［電話］048-749-1217
［営業時間/平日］9：00～17：00

【千葉県】
特定非営利活動法人
ＮＰＯテクノサポート
［電話］080-2266-4699
［営業時間/平日］10：00～17：00

【鳥取県】
とっとり環境エネルギーアライアンス
合同会社
［電話］0857-36-8500
［営業時間/平日］10:00～17:00

【兵庫県】
特定非営利活動法人
ワット神戸
［電話］078-222-8039
［営業時間/平日］10:00～17:00

【大阪府・兵庫県】
株式会社
みのりアソシエイツ

大阪府
［電話］0120-546-557
［営業時間/平日］9：00～18：00

兵庫県
［電話］078-595-9668
［営業時間/平日］9：00～18：00

  滋賀県
［電話］090-5460-3236
［営業時間/平日］10:00～16:00
  京都府
［電話］0772-64-3904
［営業時間/平日］10:00～16:00
  大阪府
［電話］06-6585-9241
［営業時間/平日］10:00～16:00
  兵庫県
［電話］090-6553-2650
［営業時間/平日］10:00～16:00
  奈良県
［電話］0745-84-4110
［営業時間/平日］10:00～16:00
  和歌山県
［電話］090-8379-8563
［営業時間/平日］10:00～16:00

【滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県】
一般社団法人
省エネプラットフォーム協会

【滋賀県】
こなんウルトラパワー
株式会社
［電話］0800-800-5084
［営業時間/平日］9：00～17：00

【徳島県・高知県】
宮地電機
株式会社
高知県
［電話］088-884-0381
［営業時間/平日］8：30～17：30
徳島県
［電話］088-622-2181
［営業時間/平日］8：30～17：30

【愛知県】
一般財団法人
省エネルギーセンター 東海支部
［電話］052-232-2216
［営業時間/平日］9:15～17:00

【愛知県 岡崎市・豊田市・みよし市】
一般社団法人
環境創造研究センター
［電話］052-934-7295
［営業時間/平日］9：30～17：30

【京都府】
亀岡ふるさとエナジー
株式会社
［電話］0800-800-5084
［営業時間/平日］9：00～17：00

【三重県】
株式会社
百五総合研究所
［電話］059-228-9105
［営業時間/平日］9：00～17：00

【静岡県】
一般社団法人
静岡県環境資源協会
［電話］054-252-9023
［営業時間/平日］8：30～17：15

【岐阜県】
一般財団法人
岐阜県公衆衛生検査センター
［電話］058-247-3105
［営業時間/平日］8：45～17：30

【沖縄県】
一般社団法人
 沖縄 CO2 削減推進協議会
［電話］098-988-6301
［営業時間/平日］9:00～12:00
                             13:00～17:00

【熊本県】
一般社団法人
ヒューマンアンドエコロジー
［電話］096-340-5566
［営業時間/平日］9：00～17：00

【鹿児島県】
一般社団法人
グリーン省エネ推進センター
［電話］092-409-8813 
［営業時間/平日］9：00～17：00

【鹿児島県】
一般社団法人
環境省エネセンター
［電話］099-226-6817
［営業時間/平日］9：00～17：00

【宮崎県】
株式会社
九南
［電話］0985-56-5110
［営業時間/平日］8:00～17:30

【熊本県】
一般社団法人
熊本環境革新支援センター
［電話］096-329-0323
［営業時間/平日］9:00～17:30

【佐賀県・長崎県・大分県】
株式会社
グリーンエキスパート
［電話］092-791-4648
［営業時間/平日］9:00～17:00

【香川県】
公益財団法人
香川県環境保全公社
［電話］087-831-7773
［営業時間/平日］8：30～17：15

【愛媛県】
一般財団法人
省エネルギーセンター 四国支部
［電話］087-826-0550
［営業時間/平日］9:15～17:30

【岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・
長崎県・大分県】
一般社団法人
エネルギーマネジメント協会
［電話］093-873-1333
［営業時間/平日］10：00～16:00

【岡山県】
一般社団法人
エコエネ技術士ネット
［電話］086-441-3375
［営業時間/平日］9:00～12:00
                             13:00～17:00

［電話］050-6869-0212
［営業時間/平日］9：00～18：00

【北海道】
一般社団法人
札幌型省エネ推進企業会
フラットエナジー

【埼玉県・千葉県・神奈川県】
一般社団法人
エネルギーから経済を考える
経営者ネットワーク会議
［電話］090-8506-1025
［営業時間/平日］10:00～18:00

一般社団法人
中東遠タスクフォースセンター
［電話］0537-23-4675
［営業時間/平日］9：00～17：00

【静岡県 掛川市・菊川市・島田市】

【三重県】
公益財団法人
三重県産業支援センター
［電話］059-228-3326
［営業時間/平日］8：30～17：15

  沖縄県
［電話］098-867-3232
［営業時間/平日］9:00～17:00
  福岡県・大分県・長崎県
［電話］092-412-6400
［営業時間/平日］9:00～17:00
  佐賀県
［電話］080-3983-1258
［営業時間/平日］9:00～17:00

【福岡県・佐賀県
 長崎県 諫早市・ 大村市・佐世保市・ 東彼杵町・ 
波佐見町・川棚町・ 松浦市
大分県 中津市・ 日田市
沖縄県】
一般社団法人
ネット・ゼロ・エネルギー協会

「 省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」で活動する
プラットフォーム事業者はこちらです2019年度

「省エネルギー相談地域プラットフォーム」についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください

TEL. 03-5565-3970TEL.019-681-1904
岩手県省エネプラットフォーム事業者 
特定非営利活動法人 
環境パートナーシップいわて

「省エネ相談地域プラットフォーム」 
　　が対象とする中小企業とは 
(A)資本金の額または出資の総額 

(B)常時使用する従業員の数 

(C)年間エネルギー使用量 
原油換算値で1,500kL未満の事業所 
(A)(B)(C)いずれかを満たしていること

製造業, 建設業, 
運輸業, その他の業種 3億円以下

卸売業 1億円以下
サービス業 5,000万円下
小売業 5,000万円以下

製造業, 建設業, 
運輸業, その他の業種 300人以下

卸売業 100人以下

サービス業 100人以下

小売業 50人以下


