『省エネお助け隊』
は

省エネにお 悩 み の 事 業 者 の 皆 さまを

経済産業省の

省エネお助け隊

補助事業です。
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のだけど…

コストのかかる

省エネを進める
方法ってあるの？

設備更新は
できない！

ホント？

そ の 悩 み『 省 エ ネ お 助 け 隊 』に 聞 い てくだ さ い！
無料で相談や打ち合わせを行います

省エネ診断・支援
料金

事前ヒアリング

事前打ち合わせ

お客様で 約
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形成
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報告会
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地域の専門家を交えて

課題の抽出から改善まで

事前にヒアリング

メニューの決定

フェーズごとにサポート

省エネ 診 断・支 援 にお いて必

省エネお助け隊・専門家・中小

契約に基づき、省エネ診断・支

要となるニーズ 及び 課 題 を事

企 業 等 の３者で 契 約 内 容（ 診

援を実施します。契約締結した

前にヒアリングします。

断・支 援内容、費 用）について

項目が全て完了した後、報告書

の合意形成を行います。

を基に報告会を実施します。

省エネ
診断

専門家1名の場合：9,200円(税抜)/10,120円（税込）
専門家2名の場合：14,000円(税抜)/15,400円（税込）

省エネ
支援

省エネ支援費用の約1割を
ご負担いただきます

『 省 エ ネ お 助 け 隊 』の 活 動 状 況 に つ いては 、W E B サイト「 省 エ ネ お 助 け 隊 ポ ー タル 」に 掲 載 さ れてい ます 。

詳しくは

省エネお 助け 隊 ポータル
もしくは

検索

www.shoene-portal.jp

（注）
支援の対象地域は限定されております。
対象となる地域と当該地域における
『省エネお助け隊』
は裏面をご参照ください。

『省エネお助け隊』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. 03-5565-3970

【 受付時間 】
10 :00 〜12:00/13:00 〜17:00

※土曜、日曜、祝日を除く
※通話 料がかかりますので
ご注 意ください

令和

3 年度

東日本版
北海道

（札幌市・江別市・北広島市・石狩市・恵庭市）
特定非営利活動法人

経済産業省の補助事業である
「令和３年度 地域プラットフォーム構築事業」
で
採択された「省エネお助け隊」
はこちらです。

令和3年9月2日時点

栃木県

環境パートナーシップいわて
［電話］019-681-1904

株式会社

那須環境技術センター
［電話］0287-63-0233

冨山県

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］9：00〜17：30

［営業時間/平日］8：30〜12：00、13：00〜17：30

［営業時間/平日］10:00〜12:00、13:00〜17:00

一般社団法人

群馬県

環境省エネ推進研究所
［電話］025-263-0100

埼玉県

富山ふるさと省エネ協会
［電話］076-483-1070

［営業時間/平日］10:00〜16:00

千葉県

ＮＰＯテクノサポート
［電話］0436-24-7734

環境パートナーシップいわて
［電話］019-681-1904

一般社団法人

東京都

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

あきぎんリサーチ＆コンサルティング
［電話］018-863-1221

神奈川県

福島県

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］022-281-9320

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

茨城県

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］10:00〜12:00、13:00〜17:00

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

岐阜県

静岡県

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

一般財団法人

岐阜県公衆衛生検査センター

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］10:00〜12:00、13:00〜17:00

一般財団法人

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］10:00〜12:00、13:00〜17:00

（岡崎市・豊田市・みよし市）
一般社団法人

環境省エネ推進研究所

富山ふるさと省エネ協会
［電話］076-483-1070

環境省エネ推進研究所

［電話］058-247-3105
［営業時間/平日］8:45〜12:15、13:00〜17:30

環境創造研究センター

［電話］025-263-0100
［営業時間/平日］9:00〜12：00、13：00〜17：00

一般社団法人

一般社団法人

富山ふるさと省エネ協会

一般社団法人

（糸魚川市・上越市）

カーボンマネジメントイニシアティブ

［電話］076-483-1070
［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］9：00〜12：00、13：00〜17：00

新潟県

一般社団法人

一般社団法人

愛知県

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］9：00〜12：00、13：00〜17：00

カーボンマネジメントイニシアティブ
［電話］03-6912-4471

ふくいエネルギーマネジメント協会

［電話］025-263-0100
［営業時間/平日］9:00〜12：00、13：00〜17：00

小田原箱根商工会議所
［電話］0465-23-1811

カーボンマネジメントイニシアティブ
［電話］022-281-9320

環境ネットやまがた
［電話］023-679-3340

長野県

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

一般社団法人

特定非営利活動法人

一般社団法人

一般社団法人

［電話］03-6912-4471
［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］9：00〜17：00

山形県

山梨県

［電話］0465-23-1811
［営業時間/平日］9：00〜12：00、13：00〜17：00

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

いしかわエネルギーマネジメント協会

［電話］0776-50-2808
［営業時間/平日］8:30〜12:00、13:00〜17:00

小田原箱根商工会議所

カーボンマネジメントイニシアティブ
［電話］022-281-9320

株式会社

福井県

［営業時間/平日］10:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］10:00〜12:00、13:00〜17:00

秋田県

カーボンマネジメントイニシアティブ
［電話］03-6912-4471

特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

環境会議所東北
［電話］022-218-0761

一般社団法人

一般社団法人

［電話］076-225-7337
［営業時間/平日］9:00〜17:00

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］10:00〜12:00、13:00〜17:00

特定非営利活動法人

石川県

［営業時間/平日］10:00〜12:00、13:00〜17:00

環境パートナーシップいわて
［電話］019-681-1904

宮城県

カーボンマネジメントイニシアティブ
［電話］03-6912-4471

環境ネットワーク埼玉
［電話］048-749-1217

省エネプラットフォーム協会
［電話］06-6585-9241

岩手県

一般社団法人

特定非営利活動法人

一般社団法人

（八戸市）
特定非営利活動法人

［電話］076-483-1070
［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

［営業時間/平日］9:00〜12:00、13:00〜17:00

青森県

富山ふるさと省エネ協会

環境省エネ推進研究所
［電話］025-263-0100

［営業時間/平日］9:00〜12：00、13：00〜17：00

［営業時間/平日］9:00〜12：00、13：00〜17：00

一般社団法人

一般社団法人

一般社団法人

［電話］052-934-7295
［営業時間/平日］10:00〜12:00、13:00〜17:00

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］9：00〜12：00、13：00〜17：30

一般社団法人

省エネプラットフォーム協会

［電話］0743-84-4110
［営業時間/平日］10:00〜16:00

