
東京都では
省エネ対策に取り組む都内の事業者への技術パートナーとして

〈地球温暖化対策ビジネス事業者〉を
登録・紹介しています。

ビジネス事業者をビジネス事業者を
活用した活用した
省エネ対策省エネ対策

地球温暖化対策地球温暖化対策

ホームページ：https://www.tokyo-co2down.jp/     メールアドレス：cnt-shoene@tokyokankyo.jp
〒163-0810 新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階     TEL：03（5990）5087    FAX：03（6279）4699

東京都地球温暖化防止活動推進センター
Tokyo Metropolitan Center for Climate Change Actions

東京都環境局

登録条件

■ エネルギー管理士
■ 一級建築士
■ 建築設備士
■ 技術士（※部門による）
■ 一級建築施工管理技士
■ 一級電気工事施工管理技士
■ 一級管工事施工管理技士
■ 電気主任技術者

【地球温暖化対策技術者・地球温暖化対策監理技術者とは】

1登録申請者に雇用されている者
2右に掲げるいずれかの資格を有する者
3省エネ診断、又はこれに類する業務経験が３年以上の者

クール・ネット東京では、省エネルギー対策に
関する相談受付やビジネス事業者に関する
資料の公開・配付を行っています。

■ビジネス事業者一覧
■適切なビジネス事業者をご紹介

クール・ネット東京窓口で
ビジネス事業者をご紹介

事業所の省エネ対策の課題
をビジネス事業者が解決！

省エネ対策は何から
始めればいいのかな？

【URL】 https://www.tokyo-co2down.jp/company/ecoother/registration/

クールネット  ビジネス 検索

東京都登録

ビジネス事業者は以下のような要件を満たして登録されています

案内窓口
クール・ネット東京ではホームページ上でビジ
ネス事業者の情報を公開しています。
【主な公開情報】
■ビジネス事業者の名称
■ビジネス事業者の所在地・連絡先
■取扱設備・サービス内容

クール・ネット東京HPで
ビジネス事業者を確認

東京都に登録されている
ビジネス事業者に依頼！

信用できる会社に
相談したいな

WEBでご紹介

東京都における一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有すること1

地球温暖化対策技術者・地球温暖化対策監理技術者を各１名選任していること2

東京都の地球温暖化対策報告書等を提出していること3

ビジネス事業者のご紹介方法

補助金などに詳しい
設計施工業者だと
良いんだけど…

光熱水費を削減したい
けど、良い方法はない
かな？

令 和 ３ 年 度
登録番号（３）２３
環境資料第33020号



旧式蛍光灯

地球温暖化対策ビジネス事業者って

■大規模改修から機器の取付けまで、内容に応じた技術的な提案や実施支援が受けられます。
■設計施工から維持管理まで、省エネ効果を保証したサービスを受けられます。（ESCO事業）
■補助金や税金の減免等の制度に精通しているビジネス事業者を活用して、各種申請を行えます。
■計測機器を用いて各設備毎のエネルギー使用量を把握できます。
■初期投資ゼロの運用改善で光熱水費を削減できます。

※温暖化対策の技術、知識を有する様々な業種の企業が登録しています。
※ESCO事業を行う事業者も登録しています。

初期投資ゼロ省エネ支援
初期投資ゼロ省エネ支援って何？
ビジネス事業者を活用し、設備投資を伴わない運用改善対策
などの継続的な省エネルギー対策施術支援を行うものです。

東京都内に建物を所有又は賃貸借契約を締結して
管理を行い、自ら光熱水費の支払いを行っていること。

1 初期投資の負担がない！
　 （運用改善による光熱水費削減額の一部を成功報酬として支払い）

2 都に登録された信頼できるビジネス事業者から、
　 より専門的な省エネサポートを受けられる！
3 クール・ネット東京が、申込・現地確認・契約など
　 事業者を様々な面からサポート！

支援対象事業者の主な要件

経費削減 成功報酬（削減額の一部）
ビジネス事業者支援対象事業者

（東京都受託事業者）

ビジネス事業者
（東京都登録事業者）

ビジネス
事業者紹介

申込・相談

登録
立会 データ提供

現地確認
企画提案会

契約

ビジネス事業者のアドバイスのもと運用改善実施

省エネの達成（光熱水費削減）

削減した
光熱水費

〈実施前〉

実施前
光熱水費

実施後
光熱水費

〈実施後〉

自社の利益

報酬として支払

都内の
中小規模事業所
（支援対象事業者）

中小規模事業所とは…
年間の原油換算エネルギー使
用量が1,500kL未満の事業所

事業所 工場

補助金の申請から
機器の取付けまで

サポート!
補助金等を活用
して機器導入を

お手伝いします。

ビジネス事業者が最適な省エネ機器をご提案し、
補助金等の申請や機器の取付けまでサポートします。

補助金等を活用して機器導入をお手伝いします。

省エネ対策の改修工事を計画段階から施工、効果の計測、
検証まで責任をもってESCO事業者が行い、省エネ効果の
実現をより確かなものにします。

ESCO事業では

効果検証

一般的な工事では

設 計

工 事

運 用

設 計

工 事

運 用

施工後 改修後光熱費 1,760千円／年
削減金額 840千円／年

個別で契約
しなくちゃいけない

運用方法も
わからない…

削減した光熱水費の中から報酬を支払う事業です。

ESCO事業者によるビル改修事例

改 修
■ヒートポンプを高効率型へ更新
■ 照明器具を高効率型へ更新
■ 変圧器を高効率型へ更新

施工前 建物用途：テナントビル 地上５階建
改修前光熱費 2,600千円／年

?
本当に効果が
あるのかな…

東京都は、都が実施する地球温暖化対策の推進に協力し、事業者の地球温暖化対策への技術的助言や支援を行
う民間事業者を「地球温暖化対策ビジネス事業者」（以下「ビジネス事業者」という。）として、温暖化対策に取り組む
都内の事業者への技術パートナーとして、ビジネス事業者の紹介を行っています。

東京都が省エネ対策の技術的支援等を行う
事業者を登録・紹介する制度です。

■コンサルタント会社
■ メーカー
■ビル管理会社

■ 設計会社

■ その他
■ エネルギー供給会社 ■ エネルギーサービス会社

■ 建設・設備会社

補助金や税金の
減免制度も
ご紹介

改修や機器の
取付けまで
サポート

エネルギー使用量の
見える化

何?

地球温暖化対策ビジネス事業者って何?

どんな業種の企業が登録しているの?

どんなメリットがあるの?

御社に最適な
省エネ機器は…

どうやって選べば
いいんだろう…

適用できる
補助金は…

LED照明

中小規模事業所向け

？

エネルギー
削減!

省エネルギーの包括サービス「ESCO事業」

省エネ型機器を導入しても、
継続して使いこなせるか心配だな…

省エネ型機器を導入したいけど、
どんなものが良いのだろう…

高効率・省エネ型機器等の導入

省エネ型機器を
導入したいなぁ



旧式蛍光灯
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