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2017年 10月 10日 

公募申請者各位 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

充電インフラ部 

 

平成 29年度「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」 

公募申請 採択結果のお知らせ 

 

平成 29年度「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」

9月末日の採択結果をお知らせいたします。設置場所の県名と名称のみ掲載いたします。 

 

●高速道路 SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業（経路充電） 

北海道 道東自動車道 占冠パーキングエリア上り線 島根県 道の駅おろちの里 

北海道 道東自動車道 占冠パーキングエリア下り線 熊本県 道の駅竜北 

北海道 道の駅てしお 熊本県 道の駅宇土マリーナ 

北海道 道の駅つど〜る・プラザ・さわら 大分県 道の駅おおの 

北海道 道の駅ステラ★ほんべつ 大分県 道の駅あさじ 

青森県 道の駅もりた 北海道 セイコーマート浜益店 

青森県 道の駅いかりがせき 北海道 交流促進施設アポイ山荘 

岩手県 道の駅たのはた 北海道 浦河町役場本庁舎 

秋田県 道の駅ふたつい 北海道 ハーモニープラザ 

茨城県 道の駅いたこ 北海道 うらかわ優駿ビレッジＡＥＲＵ 

千葉県 道の駅木更津うまくたの里 岩手県 久慈市役所山形総合支所 

新潟県 道の駅 庭園の郷 保内 長野県 栄村震災復興祈念館駐車場 

岐阜県 道の駅飛騨たかね工房 福井県 南越前町南条農産物等直売加工施設四季菜 

岐阜県 道の駅モンデウス飛騨位山 福岡県 海の中道 海辺の里 

静岡県 道の駅朝霧高原 鹿児島県 上甑島 里港 

滋賀県 道の駅くつき新本陣 鹿児島県 下甑島 長浜港 

兵庫県 道の駅銀の馬車道・神河     
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●商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業（目的地充電） 

岩手県 イオンモール盛岡南 静岡県 イオンモール浜松市野 

宮城県 イオンモール石巻 愛知県 トヨタ博物館 駐車場Ａ 

宮城県 イオンモール富谷 愛知県 トヨタスポーツセンター駐車場 

宮城県 イオンモール利府 愛知県 アピタ稲沢店 

山形県 イオンモール山形南 愛知県 アピタ瀬戸店 

山形県 イオンモール三川 愛知県 アピタ緑店 

福島県 摺上亭大鳥 愛知県 名南三菱自動車販売株式会社 小牧小木店 

福島県 あさかホスピタル 愛知県 中部国際空港セントレア Ｐ１駐車場 Ｅ棟 

茨城県 かわねや 木崎店 愛知県 イオンモール名古屋みなと 

茨城県 イオンモール土浦 愛知県 イオンモール熱田 

茨城県 イオンモール下妻 愛知県 イオンモールナゴヤドーム前 

栃木県 イオンモール佐野新都市 愛知県 トヨタ博物館 駐車場Ｂ 

栃木県 イオンモール小山 愛知県 イオンモール大高 

群馬県 赤城ゴルフ倶楽部 愛知県 イオンモール扶桑 

埼玉県 ホンダカーズ埼玉 新都心店 三重県 アピタ伊賀上野店 

埼玉県 カスミ加須大利根店 三重県 三重県本庁舎内駐車場 

埼玉県 イオンモール与野 三重県 イオンモール桑名 

埼玉県 イオンモール北戸田 三重県 イオンモール明和 

埼玉県 イオンモール浦和美園 滋賀県 彦根カントリー倶楽部 

埼玉県 イオンレイクタウンｍｏｒｉ① 滋賀県 日産プリンス滋賀販売株式会社 大津店 

埼玉県 イオンレイクタウンｍｏｒｉ② 滋賀県 日産プリンス滋賀販売株式会社 水口店 

埼玉県 イオンレイクタウンｍｏｒｉ③ 滋賀県 イオン近江八幡ショッピングセンター 

埼玉県 レイクタウンアウトレット 京都府 イオン洛南ショッピングセンター 

千葉県 イオンモール八千代緑が丘 大阪府 西日本三菱自動車販売株式会社 藤井寺店 

千葉県 イオンモール津田沼 大阪府 イオンモール大日 

千葉県 イオンモール船橋 大阪府 イオンモール茨木 

千葉県 イオンモール柏 大阪府 大阪市役所本庁舎 

千葉県 イオンモール銚子 大阪府 イオンモール日根野 

東京都 イオン板橋ショッピングセンター 大阪府 ピーズ舞洲サンセットパーク 

東京都 イオンモール東久留米 兵庫県 イオンモール加西北条 

東京都 ホンダカーズ東京中央 北池袋店 兵庫県 イオン明石ショッピングセンター 

神奈川県 箱根強羅グアムドッグ 兵庫県 イオンモール伊丹昆陽 

神奈川県 イオン海老名ショッピングセンター 兵庫県 イオンモール姫路大津 

神奈川県 イオンモール座間 兵庫県 イオンモール姫路リバーシティ 

神奈川県 イオン相模原ショッピングセンター 奈良県 イオンモール登美が丘 
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新潟県 イオンモール新発田 鳥取県 イオンモール鳥取北 

新潟県 イオンモール新潟南 島根県 イオン松江ショッピングセンター 

富山県 イオンモールとなみ 島根県 イオンモール出雲 

石川県 手取川宮竹用水土地改良区  岡山県 星の郷青空市 

石川県 イオンモールかほく 岡山県 西日本三菱自動車販売株式会社 中庄店 

石川県 イオン御経塚ショッピングセンター 香川県 イオンモール高松 

福井県 美浜町エネルギー環境教育体験館 香川県 イオンモール綾川 

長野県 松本歯科大学病院 熊本県 阿蘇市役所 

長野県 イオンモール佐久平 熊本県 阿蘇市役所 内牧支所 

岐阜県 ベルフラワーカントリー倶楽部 大分県 医療法人利光会 五反田病院 

岐阜県 イオンモール各務原 沖縄県 栄町駐車場 

岐阜県 イオンモール大垣 沖縄県 株式会社琉球銀行牧港支店 

静岡県 しずてつストア 藤枝高洲店 沖縄県 宮古島市役所平良第二庁舎 

静岡県 しずてつストア 掛川店 沖縄県 宮古島市役所上野庁舎 

静岡県 イオンモール富士宮 沖縄県 宮古島市熱帯植物園 

 

●マンション及び事務所･工場等への充電設備設置事業（基礎充電） 

宮城県 
コリーナ（旧建物名パークアベニュー

緑ヶ丘） 
神奈川県 ライオンズマンション橋本台 

千葉県 
ライオンズマンション蘇我・青葉の森

公園団地 
神奈川県 セルアージュ横須賀ペイサージュコート 

東京都 グリーンコート武蔵野駐車場 大阪府 パーク・ハイム新千里 

東京都 クレストタワー品川シーサイド 駐車場 兵庫県 クレスコート三田 

東京都 ライオンズマンション十条台 東京都 サブスリービル駐車場 

東京都 ライオンズタワー大島 神奈川県 
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナ

ル株式会社 

東京都 ライオンズステーションプラザ西葛西 岐阜県 パジェロ製造株式会社洗心寮駐車場 

東京都 ライオンズシティ錦糸町北斎通り 愛知県 愛知機械工業㈱熱田工場 

東京都 レクセルコート三鷹下連雀 愛知県 イシダ総合システム株式会社 
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東京都 松島３丁目計画 愛知県 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 

東京都 パークコート赤坂ザタワー 滋賀県 株式会社 モリケンハウス 

神奈川県 ライオンズマンション北久里浜第２ 大阪府 キデン工業株式会社 

神奈川県 ライオンズタワー久里浜 兵庫県 株式会社小山ホールディングス 

神奈川県 ライオンズマンション衣笠公園 兵庫県 住設アズミ商事株式会社 

神奈川県 扶桑ハイツ野比海岸 兵庫県 西部電建株式会社 

 

●課金装置設置事業 

岩手県 日産チェリー岩手販売株式会社 盛岡南店 秋田県 秋田日産自動車株式会社 大曲店 

岩手県 日産チェリー岩手販売株式会社 水沢店 秋田県 秋田日産自動車株式会社 湯沢店 

宮城県 日産サティオ宮城 名取店 秋田県 秋田日産自動車株式会社 角館店 

宮城県 日産サティオ宮城 泉店 秋田県 秋田日産自動車株式会社 鹿角店 

宮城県 日産サティオ宮城 加茂店 福島県 セルフ八山田西給油所 

宮城県 日産サティオ宮城 長町店 福島県 セルフ鹿島給油所 

秋田県 秋田日産自動車株式会社 秋田南店 福島県 セルフ渡利給油所 

秋田県 秋田日産自動車株式会社 秋田北店 福島県 セルフ須賀川大黒町給油所 

秋田県 秋田日産自動車株式会社 南秋店 福島県 セルフ八山田給油所 

秋田県 秋田日産自動車株式会社 大館店 千葉県 日産プリンス千葉販売株式会社 鴨川店 

秋田県 秋田日産自動車株式会社 横手店 新潟県 日産プリンス新潟販売株式会社 流通本店 

秋田県 秋田日産自動車株式会社 本荘店 新潟県 日産プリンス新潟販売株式会社 新発田店 

秋田県 秋田日産自動車株式会社 能代店 
  

 

・上記設置場所への設置を内容とする公募申請者には、「採択通知書」を10月11日（水）に

郵送いたします。「採択通知書」を受領後、「交付申請書提出の最終期限（平成29年11月2

日（木））」または、「採択通知書を受けた日から起算して15営業日以内」のいずれか早い

日までに、センターが定める様式と書類一式をそろえ、「交付申請」を行ってください。 

・上記以外の公募申請は今回採択されておりません。これら不採択となった公募申請者への

個別の通知をセンターは行いません。また、不採択理由等、審査の内容については一切お答

えできませんので、コールセンターへの問合せはご遠慮ください。 

以上 


