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１．省エネ取組事例 ｜ ⑤ エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
               （エネマネ事業者活用） 

 

 

補助金活用によって投資金額削減と投資回収早期化 
省エネルギー率 15.2%を実現 

 

福北興業株式会社（アミューズメント事業） 

 

01 ｜ 課題 
お客様に快適な環境・空間を提供し演出することが現
在の業界に求められていることと捉え、弊社としても
各店舗の省エネ化を伴う環境整備に取り組んでおりま
す。しかしながら空調機器などの大型設備の入替には
投資金額が大きくなるという側面があるため、出来る
限り補助金等を活用して省エネ化の環境整備を実施し
たいと考えております。 その結果、お客様へのより良
い店内環境を提供し、しいては稼働向上（売上増）を図
り地域に愛される店づくりを継続し続けることが弊社
の課題です。 

02 ｜ 活用施策 
エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
事業者の省エネ設備の入替を促進するため、工場・事業場単

位での設備入替支援に加え、簡易な手続きで申請可能な「設

備単位」での設備入替を支援しています。また、より効率的・

効果的な省エネ取組を進めるため、エネマネ事業者を活用し

た取組を支援しています。 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜福北興業株式会社 
所在地 ｜福岡市東区多の津 3 丁目 9 番 1 号 
URL  ｜http://www.fukuhoku.com/ 
事業概要｜九州一円（福岡・佐賀・熊本）に現在６店舗

のパチンコホールを展開している企業です。 
創業以来、地道な努力の積み重ねで地域に愛
される店づくりを続けて参りました。 お客
様に快適な時間を過ごしていただくための
新しいサービスを提供し続けています。 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜株式会社アルファオメガ 
所在地 ｜福岡県古賀市花見南 3 丁目 14−10 
URL  ｜https://a-omega.co.jp 
事業概要｜会社名は、ギリシャ語のα（アルファ）とΩ

（オメガ）からとっており、「お客様と関わり
はじめてから終りまで」という意味を込めて
います。「地球環境保全」と「経費削減に伴う
利益増大」をキーワードに省エネによる経費
削減に伴う経営改善のサポートを行ってい
ます。加えて、新電力グローバルエンジニア
リングとタイアップしコストの削減提案も
実施しています。 

 

03 ｜ 取組のポイント 
 補助金活用による投資額の削減と投資回収の早期化。 
 電気使用量の削減効果でコスト削減ができた。 
 空調設備の更新とともに空調稼働の運用ルールを徹

底し従業員のコスト意識向上に繋がった。 
 店内の雰囲気が変わり店内リニューアル感を演出で

きた。 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量  取組前 393.4KL 
          取組後 333.5KL 
省エネルギー率   15.2％ 
費用対効果     128.1（KL/千万円） 
投資回収      15.3 年 
更新・導入した主な設備 
 空調機器、ＥＭＳ 

事業者の概要 専門家の概要 
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05 ｜ 取組の概要 
①取組までの経緯 
この業界の電気使用量は大きく、省エネ活動に取組むにあたり
高効率照明（ＬＥＤ）への変更、老朽化した空調設備の更新で
補助金事業を活用し初期投資の削減、投資回収期間の短縮及び
電気使用量の削減。また省エネ法の特定事業者でもあり電気使
用量等の削減の努力目標達成と計画立案を行う上でも補助事
業を活用した設備更新を行った。 
 
②専門家がとらえた気になる点 
～適切な機器選定が行われているか～ 
 １）更新すべき機器と更新すべきではない機器の選定が課題 
 ２）メーカー発行の省エネ効果が検証可能なものかどうかの

確認 
 ３）メーカー選定機器が最適な提案かどうかの検証 
～エネルギーマネジメントシステムの活用～ 
 １）EMS（エネルギーマネジメントシステム）を活用した見

える化と制御 
 ２）EMS 選定にあたり EMS の特色の把握 
 ３）事業者が⾧く使える EMS である（使い勝手が良い）こと

の確認 等 
事業主の適正な判断基準となる資料・データは揃っているの
か？が専門家として気になった部分でした。 

 

③事業者の取組 
空調設備の更新、ＥＭＳ導入による空調管理 
 

④成果と今後の展開 
補助金申請にあたり専門家のデータ収集や分析の結果報告と改
善提案を受け適切な設備導入を行い、効果を確認し、補助金活用
による初期投資の削減、投資回収の早期化。 
電気使用量の削減。ＬＥＤ照明は⾧寿命であり照明交換の作業効
率の軽減。 
専門家のアドバイスを受けながら空調設備等未更新の事業所の
更新の検討。 
今後も補助事業を活用し効果的な投資と回収を検討していくが、
それには専門家の情報提供、アドバイス等が必要であり効果的と
考えています。 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
地球温暖化の課題に対し電気使用量の削減及び環境負荷軽減は

重要なことです。 

企業としてアピールすることもできます。 

省エネ活動に取組むにあたり、投資金額の削減と投資回収の早

期化を図るには補助事業の活用は有効です。また専門家のアド

バイスを受けることにスムーズに実施できます。 

専門家からのメッセージ 
補助金事業は事業主・補助金の執行団体・工事会社が一丸となって

ほぼ丸一年をかけて事業完了まで進むプロジェクトであり、実績

報告まで入れると４年間の一大プロジェクトになります。本事例

は上手く補助金を活用して設備更新が行われましたが、補助金事

業は税金を原資とするため適切な運用・実施・省エネ実績が求めら

れます。 

弊社は補助金の選定・機器の選定・導入後のシミュレーションまで

一貫してお手伝いをさせていただきましたが、補助金独特の考え

方などには事業主や工事会社も苦戦されています。補助金活用を

ご検討の際にはぜひ専門家にお声掛けいただき、まずは一緒に補

助金活用を知るところから始めてください。 
 

  

EMS 画像 

全体像（改善前） 

全体像（改善後） 
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１．省エネ取組事例 ｜ ⑥ エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
               （エネマネ事業者活用） 

 

 

店舗主要設備の更新後は全従業員がチームとなり、
相乗効果が生まれた 省エネルギー率 20.4%を実現 

 

ダイレックス株式会社（小売業） 

 

01 ｜ 課題 
○ 既存店舗の老朽化した設備機器交換費用の負担軽

減 
○ 最新設備機器導入に伴う、ランニングコストや修

理費用の軽減 

02 ｜ 活用施策 
エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
事業者の省エネ設備の入替を促進するため、工場・事業場単

位での設備入替支援に加え、簡易な手続きで申請可能な「設

備単位」での設備入替を支援しています。また、より効率的・

効果的な省エネ取組を進めるため、エネマネ事業者を活用し

た取組を支援しています。 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜ダイレックス株式会社 
所在地 ｜佐賀県佐賀市高木瀬町大字⾧瀬 930 番地 
URL  ｜https://www.ds-direx.co.jp/ 
事業概要｜多様化するライフスタイルにこたえるため、

年中無休朝 9 時から夜 10 時まで営業してお
ります。限られた時間を有効に使えるという
便利さ、いつ行っても良い商品を安く買える
安心感が多くのお客様から根強い支持をい
ただいています。 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜ＥＳ株式会社 
所在地 ｜福井県福井市中央 1 丁目 19 番 21 号 福井ク

レストビル 3Ｆ 
URL  ｜http://www.essys.co.jp/ 
事業概要｜ビル施設・温浴施設・病院・公共施設・商業施

設・店舗などの省エネルギーに関する診断・改
善提案・実行サポート・設備導入・各種検証な
ど包括的なワンストップサービスをご提供し
ます。 

  

03 ｜ 取組のポイント 
今回、店舗の主要設備である、照明、空調、冷凍冷蔵設
備の更新を補助金の活用により実施した。全面的な設備
改修は高い省エネ効果を得られ、かつ専門家を用いた申
請は低コストでの投資を実現することができた。 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 取組前 210.8kl 
         取組後 167.9kl 
省エネルギー率  20.4％ 
費用対効果    197.1（kl/千万円） 
投資回収     12.4 年（原油単価：61,299 円/kl） 
         補助金適用で 6.2 年 
更新・導入した主な設備 
 照明設備、空調設備、冷凍冷蔵設備 
 ＥＭＳ(見える化＋自動制御装置) 

 

 

事業者の概要 専門家の概要 
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05 ｜ 取組の概要 
①取組までの経緯 
我社では毎年、エネルギー削減の為、設備改修が必要な店舗の更新計画
を策定している。 
改修が必要な店舗については、全 258 店舗の中から候補を挙げていくの
だが候補数も多く、最適な計画を立てる事に四苦八苦していた。 
今回、補助金の活用も並行して計画しておりエネマネ事業者である、Ｅ
Ｓ株式会社に店舗選定へのサポートを依頼し、専門家の意見を取り入れ
た更新計画の策定の実施を決意した。 
 
②専門家がとらえた気になる点 
店舗によって、設備の改修状況に偏りが見受けられました。 
採択を得る為には高い省エネ効果を追求する必要があります。 
しかし、全面的な主要設備の改修だけでなく、部分的な改修も如何に 
効率的に実施するかも重要でした。 

 

③事業者の取組 
まず、経過年数が過ぎている設備が設置されている店舗を最初の候補と
して集計し、リストを作成した。店舗では【照明・空調・冷凍冷蔵設備】
が主要設備であり、それぞれの機器を省エネ型にすることにより得られ
る削減効果を算出し、効果量に対する順位付けを実施した。 
 上位の付けた店舗の更新計画を最優先とし、下記に分類した。 
・補助金を活用し更新を実施する店舗（最優先） 
・補助金を活用しないが更新を実施する店舗（優先） 
・翌年度に再度検討をする店舗 
 

④成果と今後の展開 
採択を得た店舗では、高い省エネ効果を低コストで実現するこ
とが出来た。 
今回、ＥＳ株式会社のＥＭＳ（見える化＋自動制御化）を設備
と共に導入したことにより、エネルギーの移り変わりが視覚的
に、また詳細で把握することができるようになった為、従業員
の省エネの意欲が向上された。 
今後も次の対象店舗の計画を実施し、引き続き省エネへの取り
組みを邁進していく予定である。 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
「省エネに取り組みたい！」と思われる方も先ず何から始めれ

ば良いのか悩むのでは無いでしょうか。今回我社では専門家の

知見の下に取り組みした所、高い省エネ効果を得る事ができ満

足の結果となりました。 

外部の専門家というと苦手意識が強い方も多いとご推察しま

すが、思い切って活用し、効率的な省エネの改善を実施される

事をお勧めいたします。 

専門家からのメッセージ 
省エネのＰＤＣＡを実行する為、専門家の知識を有効に活用しても

らえればと思います。 

現在、企業に対する国の省エネ支援も手厚いものとなっております。 

どんな相談も些細なことからで良いのでトライしてみましょう。 

 

  

見える化データ 




