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2016年 10月 12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 28年度「次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金」 

公募申請 採択結果のお知らせ 

 

平成 28年度「次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金」9月末日の採択結果をお知

らせいたします。 

 

●高速道路 SA・PA及び道の駅充電設備設置事業(設置場所名称) 

道東自動車道 由仁パーキングエリア上り線 道東自動車道 由仁パーキングエリア下り線 

道央自動車道 樽前サービスエリア上り線 道央自動車道 樽前サービスエリア下り線 

道央自動車道 静狩パーキングエリア上り線 道央自動車道 静狩パーキングエリア下り線 

道央自動車道 有珠山サービスエリア上り線 道央自動車道 有珠山サービスエリア下り線 

上り京丹波パーキングエリア 下り京丹波パーキングエリア 

道の駅 うみんぴあ大飯 道の駅 ゆ～ぱるのじり 

道の駅 風和里しばやま 道の駅 田野 

道の駅 のと千里浜 道の駅 たかおかビタミン館 

道の駅 越後市振の関 道の駅 くろまつない 

道の駅 国見 あつかしの郷 道の駅 上関海峡 

道の駅 ゆのたに 道の駅 はちもり 

道の駅 いりひろせ 道の駅 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 

道の駅 豊栄 道の駅 みなまた 

道の駅 あずの里いちはら 道の駅 たかのす 

道の駅 みさき 道の駅 雪のふるさとやすづか 

道の駅 十三湖高原 道の駅 宇陀路大宇陀 

道の駅 やまびこ館 道の駅 清水の里・鳥海郷 

道の駅 伊豆のへそ 道の駅 はゆま 

道の駅 木の香 道の駅 みやこ 

道の駅 平泉（仮称） 道の駅 フェニックス 

道の駅 くにみ 浦幌町産業交流施設（道の駅うらほろ） 

道の駅 瑞穂の里・さらびき 道の駅 風早の郷風和里 

道の駅 喜入 道の駅 みょうぎ 

道の駅 奥大山 道の駅 こんぜの里りっとう 
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道の駅 東由利 道の駅 よしかわ杜氏の里 

道の駅 都城 道の駅 YOU・遊・もり 

道の駅 うご 道の駅 ライスランドふかがわ 

道の駅 今治湯ノ浦温泉 道の駅ふれあいパークみの 

道の駅 奥飛騨温泉郷上宝 道の駅 吉野ヶ里 

道の駅 やたて峠 道の駅すいかの里 植木 

道の駅 奥永源寺渓流の里 道の駅 岩城 

道の駅かわうその里すさき   
 

 

●その他公共用充電設備設置事業(設置場所名称) 
 

ららぽーと新三郷 セルフ八山田給油所 

ユーホー神辺店 久喜中央三菱自動車販売㈱ 羽生店 

フューチャーシティー ファボーレ 富山三菱自動車販売㈱ 富山南店 

ヨークベニマル新田東店 朝日大学歯学部附属病院駐車場 

種子島ホテル 門倉亭 南荘 嬬恋村観光協会 

二ノ切池公園駐車場 北鹿児島三菱自動車株式会社 

秋葉原 UDX ビル駐車場 トヨタカローラいわき㈱ 相馬店 

NOCTY駐車場 九州三菱自動車販売㈱ 次郎丸店 

パトリア桶川店駐車場 岩手三菱自動車販売株式会社 千厩店 

ユーホー因島店 和歌山三菱自動車販売㈱ 高野口店 

甲賀市役所新庁舎 セルフ須賀川大黒町給油所 

東京都板橋四ッ又駐車場 和泉観音寺町複合店舗 

アクロスプラザ稲沢 セブンイレブン嘉穂町店 

アクロスモール八王子みなみ野 ネッツトヨタ神奈川ウエインズ二本松店 

やかげ町家交流館 筑波サーキット 

﨑津集落ガイダンスセンター 臥龍の郷 

八森いさりび温泉ハタハタ館 ネッツトヨタ和歌山㈱ 大浦店 

湘南モールフィル駐車場 山口トヨタ自動車㈱ 南岩国店 

株式会社 大東京綜合卸売センター 六甲国際ゴルフ倶楽部 駐車場 

東京都日本橋駐車場 ネッツトヨタ大阪㈱ ネッツタウン門真店 

知立市役所 山口三菱自動車販売㈱ 岩国店 

松本歯科大学病院 イオンモールつくば 

島忠ホームズ 所沢店 イオンモール水戸内原 

セルフ鹿島給油所 イオンモール高崎 

囲炉裏の宿 豊楽 イオンモール沖縄ライカム 

ホテルルートイン長岡インター イオンモール直方 
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西之表市保健センター横駐車場 イオンモール東員 

セルフ八山田西給油所 イオンモール筑紫野 

王寺駅北駐車場 イオンモール名古屋茶屋 

益田三菱自動車販売㈱ イオンモール岡崎 

東京日産自動車販売㈱ 田無西原店 イオンモール幕張新都心 

高井戸地域区民センター イオンモール木更津 

トヨタカローラ鹿児島 本店 イオンモール東浦 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ２５５上大井店 イオンモール四條畷 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ橋本店 イオンモール太田 

久喜中央三菱自動車販売㈱ 幸手店 イオンモール千葉ニュータウン 

日産プリンス西東京販売㈱ 八王子松枝橋店 イオンモール広島府中 

石川中央三菱自動車販売㈱ 金沢店 イオンモール宮崎 

セルフ渡利給油所 イオンモール名取 

久喜三菱自動車販売㈱ 白岡店 イオンモール大牟田 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ２４６秦野店 イオンモール福津 

岩手三菱自動車販売㈱ 盛岡厨川店 イオンモール橿原 

APパークファミリーパーキング イオンモール天童 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ小田原扇町店 イオンモールりんくう泉南 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ上鶴間店 イオンモール下田 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ渕野辺店 イオンモール春日部 

九州三菱自動車販売㈱ 桃園店 イオンモール高岡 

名古屋トヨペット㈱ 檀渓通店 イオンモール京都桂川 

兵庫トヨタ自動車株式会社 大久保店 イオンモール常滑 

熊本三菱自動車販売㈱ 八代店 イオンモール倉敷 

小山ゴルフクラブ イオンモール神戸北 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ愛川桜台店 イオンモール和歌山 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ大船店 イオンモール福岡 

ネッツトヨタ神奈川ウエインズ港南中央店 イオンモール鶴見緑地 

トヨタカローラいわき㈱ 原町店 イオンモール日の出 

和歌山三菱自動車販売㈱ 田辺店 イオンモール成田 

琉球日産自動車㈱ 北谷店 イオンモール鈴鹿 

株式会社日産プリンス金沢 田上さくら店 イオンモール岡山 

株式会社ウォッシュ イオンモール浜松志都呂 
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●共同住宅等充電設備設置事業(設置場所名称) 
 

ヒルトップコート 地下 1階駐車場 TIハイツ 

フローレンス上幟町グランドアーク ハープ・スクエアー 

メゾン・ガリピヨ・ベータ１０３号 ベルエアー樽味 

ルミエールＢ棟 グラニット豊中 

ヴィーナスマース 越谷レイクタウン PJ201街区 

松本歯科大学キャンパスイン サンハイツ県ヶ丘 

（仮）D-room堀町 駐車場 Glanz 

二宮俊幸様 D-room2期工事 レイクワン 

●工場・事業所充電設備設置事業(設置場所名称) 
 

株式会社 大和製作所 辰野工場 神奈川トヨタ自動車株式会社 湘南藤沢店 

日産工機株式会社 環境開発株式会社 本社 

寿司・割烹 三桝 お客様駐車場 株式会社魚吉社有車専用駐車場 

株式会社むらでん 森溶接工業 

株式会社 三創 大和精工 株式会社 

株式会社ワールドツール 来客駐車場 カーショップイーストバウンド中黒瀬展示場 

日産部品栃木販売株式会社 (株)西辻工務店本社 駐車場 

株式会社 エネファント 宍粟市公用車棟 

株式会社 西井電設 厚木ヤクルト販売本社 

日本共産党北多摩東部地区委員会 カルソニックカンセイ㈱ 研究開発センター・本社 

Yamanashi BMW 生活協同組合コープこうべ 駐車場 

Shonan BMW 小田原支店 株式会社 三戸日産 

株式会社日吉 来客専用駐車場 関東三菱自動車販売株式会社 多摩ニュータウン店 

有料老人ホーム 蒼空 関東三菱自動車販売株式会社 葛西店 

テクノセンター立体駐車場 関東三菱自動車販売株式会社 練馬店 

株式会社オーテックジャパン 従業員駐車場 関東三菱自動車販売株式会社 相模原店 

神奈川トヨタ自動車株式会社 センター北店  

 

・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12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28年10月

31日（月））」 または、「採択通知書を受けた日から起算して15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 


