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1 EB-051002 株式会社イーアンドイープラニング 東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル8階 企画・調査部 03-6811-5625 ○ ○ ○ コンサルタント会社・設計会社

2 EB-051003 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷1丁目6-1 首都圏事業部 設計二部 設計一課 03-5269-4120 ○ 設備施工会社

3 EB-051008 三建設備工業株式会社 東京都中央区新川1丁目17番21号 東京支店 営業部 03-6280-2681 設備施工会社

4 EB-051010 株式会社建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 東京本社　営業部　東京事務所 03-3663-0727 ○ コンサルタント会社・設計会社

5 EB-051011 株式会社テクノ工営
東京都新宿区西新宿7-7-6 トーワ西新宿ビル
2F

診断事業部　診断室 03-3366-0331 ○ コンサルタント会社・設計会社

6 EB-051016 株式会社東光高岳
東京都江東区豊洲5丁目6番地36号 豊洲プラ
イムスクエア8階

GXソリューション事業本部システムソ
リューション推進室エネルギーコンサルグ
ループ

03-6371-4465 ○ 設備機器製造会社

7 EB-051017 株式会社森村設計
東京都目黒区中目黒1-8-8 MEGURO F2
BUILDING

企画開発部 03-5704-6408 ○ コンサルタント会社・設計会社

8 EB-051018
東京ガスエンジニアリングソリューション
ズ株式会社

東京都港区海岸1丁目2番3号 都市エネルギーソリューション部 03-6452-8423 ○ エネルギー供給会社・エネルギー
サービス会社

9 EB-051019 日本工営株式会社 東京都千代田区麹町5丁目4番地
エネルギー運営事業部　アグリゲーション
部

03-5215-6856 ○ ○ コンサルタント会社・設計会社

10 EB-051020 ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚1-50-1
東京サービス事業部　カスタマーソリュー
ション営業部

0120-506-255 ○ ○ 設備施工会社

11 EB-051025 東京瓦斯株式会社 東京都港区海岸1-5-20 都市エネルギー事業部　技術支援部 03-5400-7781 ○ エネルギー供給会社・エネルギー
サービス会社

12 EB-052027 高砂熱学工業株式会社 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 設計部設計1課 03-6369-8225 ○ ○ 設備施工会社

13 EB-052029 アズビル株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3
ファシリティマネジメント本部エネルギー
マネジメント部

03-6432-5116 ○ ビル管理会社

14 EB-052032 鹿島建物総合管理株式会社 東京都新宿区市谷本村町2-1
建物管理本部 設備ソリューション部 エネル
ギーマネジメント推進室

03-5228-5164 ビル管理会社

15 EB-052033 株式会社ピーエーシー環境モード
東京都千代田区内神田二丁目7-7　新内神田
ビル５階

- 03-5207-5288 コンサルタント会社・設計会社

16 EB-054040 東洋熱工業株式会社東京本店 東京都中央区京橋2-5-12　東熱ビル 東京本店　設計部 03-5250-4104 ○ 設備施工会社
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17 EB-056045 新日本空調株式会社
東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号　浜
町センタービル

リニューアル事業部　設計部 03-3639-2709 ○ ○ 設備施工会社

18 EB-056046 大成設備株式会社
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル17
階

技術本部 03-6302-0183 ○ 設備施工会社

19 EB-056048 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1
エネルギー本部　ZEB･スマートコミュニ
ティ部

03-5381-5209 ○ 建設会社

20 EB-056051 日比谷総合設備株式会社
東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツイ
ンビル西館

ＬＣ営業統括本部　ソリューションプラン
ニング部

03-3454-1262 ○ 設備施工会社

21 EB-056052 ダイダン株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9番25号 東京本社　営業第一部 03-5276-4569 ○ ○ 設備施工会社

22 EB-058055 株式会社テクノミライ
東京都新宿区高田馬場1丁目33番13号　千
年ビル５階

システム事業部 03-5292-6620 ○ その他（いずれの区分にも属さな
い会社）

23 EB-064064 ＪＲ東日本ビルテック株式会社
東京都渋谷区代々木二丁目２番２号　JR東日
本本社ビル８F

技術本部エネルギーマネジメント部 03-5334-0643 ○ ビル管理会社

24 EB-073068 株式会社関電工 東京都港区芝浦4-8-33
営業統轄本部　エンジニアリング部　エン
ジニアリングソリューションチーム

03-5476-3494 ○ 設備施工会社

25 EB-074069 株式会社東畑建築事務所 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル 環境計画室 03-3581-1251 コンサルタント会社・設計会社

26 EB-081070 株式会社ヤマト 群馬県前橋市古市町118 東京支店　技術部 03-3832-5391 ○ 設備施工会社

27 EB-081071 大成温調株式会社 東京都品川区大井1-49-10 技術本部　技術統括部　技術推進部 070-4510-0362 設備施工会社

28 EB-081072 日本電技株式会社
東京都墨田区両国二丁目１０番１４号　両国
シティコア

東京本店　ソリューション営業部 ソリュー
ション一課

03-5624-1000 ○ ○ 設備施工会社

29 EB-081073 中外テクノス株式会社 広島県広島市西区横川新町9番12号
東京支社 営業部 営業第二課 地球温暖化対
策担当

03-6374-2222 コンサルタント会社・設計会社

30 EB-081075 株式会社小田急ビルサービス 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号 営業推進部 03-5333-0015 ○ ○ ビル管理会社
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31 EB-093085 日本管財株式会社
東京都中央区日本橋2-1-10 柳屋ビルディン
グ5階

エンジニアリングマネジメント本部　東日
本エンジニアリングマネジメントセンター

03-5299-0855 ○ ビル管理会社

32 EB-094088 エネサーブ株式会社 滋賀県大津市月輪2丁目19番6号 省エネルギー推進部 03-5641-1091 ○ コンサルタント会社・設計会社

33 EB-096093 関電ファシリティーズ株式会社 大阪市中央区城見1-3-7　松下IMPビル20階 東京支社 技術企画グループ 03-6429-4111 ビル管理会社

34 EB-102104 裕幸計装株式会社 東京都目黒区中央町2丁目8番8号 システムサービス部 03-5720-3213 ○ コンサルタント会社・設計会社

35 EB-103108 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都荒川区荒川7-19-1
首都圏支社 営業統括部 総合営業部 ビル管
理グループ

03-3803-7328 ○ 設備施工会社

36 EB-104111 三井不動産ファシリティーズ株式会社 東京都中央区勝どき三丁目13番1号 環境事業部 事業課 03-5547-7826 ○ ビル管理会社

37 EB-106114 三井共同建設コンサルタント株式会社
東京都品川区大崎1丁目11番1号 ゲートシ
ティ大崎ウェストタワー15階

環境・地域デザイン事業部　環境第一部 03-6417-3306 コンサルタント会社・設計会社

38 EB-107117 明電プラントシステムズ株式会社
東京都品川区西五反田1丁目18番9号 五反田
NTビル

技術部 090-6922-6175 ○ 設備施工会社

39 EB-109120 アイ・ビー・テクノス株式会社
東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号　日
本橋コアビル2階

環境ソリューション推進グループ 03-6758-0223 ○ ○ ○ 設備施工会社

40 EB-113126 株式会社イー・アール・エス 東京都港区赤坂四丁目9番9号 経営企画部 03-5786-0090 コンサルタント会社・設計会社

41 EB-114129 日本空港テクノ株式会社 東京都大田区羽田空港3-3-2 事業企画部　企画営業課 03-5757-8596 ○ ビル管理会社

42 EB-117133 株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地
日本事業統括本部　技術本部　フロントエ
ンジニアリング部　冷熱空調グループ

070-4267-3567 ○ 設備施工会社

43 EB-118135 前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見2-10-2
建築エンジニアリング部 施設ソリューショ
ンＧ

03-5276-5148 建設会社

44 EB-121142 ＪＡＧ国際エナジー株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 地域創生部 03-4476-8054 ○ エネルギー供給会社・エネルギー
サービス会社

45 EB-131146 野村不動産パートナーズ株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 環境技術部 03-5368-7805 ○ ビル管理会社
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46 EB-141148 一般社団法人資源エネルギー研究協会 東京都練馬区桜台一丁目２５番４号 事務局 03-6380-0759 ○ コンサルタント会社・設計会社

47 EB-142150 大成有楽不動産株式会社 東京都中央区京橋3-13-1 ビル管理本部 技術部 技術室 03-3567-9257 ○ ビル管理会社

48 EB-143152 協立機電工業株式会社 東京都新宿区水道町3-9 営業サポート本部　電力営業部 090-8566-5202 ○ 設備施工会社

49 EB-144153 株式会社アリガ 東京都新宿区北新宿4-17-6 事業本部 03-3365-0404 ○ 設備施工会社

50 EB-145154 株式会社テクノプランニング 東京都千代田区神田和泉町1番地3の3 コンサルタント部 03-5829-6768 ○ ○ ○ 設備施工会社

51 EB-146155 エヌエス環境株式会社 東京都港区芝公園1丁目2番9号 環境計画本部 03-5405-1241 ○ コンサルタント会社・設計会社

52 EB-151156 日本カーボンマネジメント株式会社
東京都板橋区板橋一丁目48番17号 協立コー
ポレーション第2ビル 2F

コンサルティング部 03-6912-4471 ○ コンサルタント会社・設計会社

53 EB-152157 株式会社未来工栄 東京都板橋区大谷口北町１９番５号 総務部 03-5926-4333 ○ ○ ○ コンサルタント会社・設計会社

54 EB-182160 東芝キヤリア株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34　ラ
ゾーナ川崎東芝ビル

システム技術センター　営業技術部　空気
調和システム技術担当

080-6972-2229 ○ 設備機器製造会社

55 EB-191161 あかりレンタルジャパン株式会社 東京都港区新橋5-14-3 ユタカビル4階 事業本部 03-6809-1727 コンサルタント会社・設計会社

56 EB-193163 環境経済株式会社 東京都千代田区神田小川町3-2 大丸ビル4階 - 03-5577-2061 ○ コンサルタント会社・設計会社

57 EB-201164 株式会社オオスミ 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町20番地17 調査第二グループ 03-3219-5024 ○ コンサルタント会社・設計会社

58 EB-202165 株式会社エスコ
東京都新宿区北新宿2丁目21-1 新宿フロン
トタワー 12階

ソリューション事業本部環境ソリューショ
ン部環境ソリューションチーム

03-5332-3166 ○ 設備施工会社

59 EB-203166 スリーベネフィッツ株式会社 東京都港区芝3-22-7　芝NKビル3F 企画部 070-1245-5475 ○ ○ コンサルタント会社・設計会社

60 EB-211167 株式会社トーホー 山形県天童市東長岡4-2-17 省電力事業部 03-6806-0290 ○ 設備施工会社

61 EB-212168 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
東京都港区海岸三丁目20番20号　ヨコソー
レインボータワー

エネルギー供給・サービス事業本部 03-6858-0035 ○ ○ エネルギー供給会社・エネルギー
サービス会社

62 EB-221169 一般社団法人環境エネルギー事業協会
大阪府大阪市北区梅田1-2-2　大阪駅前第2
ビル2階5-6号室

東日本支部 080-3139-4671 コンサルタント会社・設計会社
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