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令和 3年 10月 22日 

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 

 

令和 3年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（充電インフラ導入事業）」 

公募兼交付申請 採択結果のお知らせ 

 

令和 3年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（充電インフラ導入事業）」 第 5回

10月採択（9月 30日締切分）の採択結果をお知らせいたします。設置場所の都道府県名と名

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 道の駅なかさつない 東京都 Dr.Driveセルフ多摩境店 

北海道 チャレンジ羊ケ丘通 SS 東京都 Dr.Driveセルフ保木間店 

北海道 チャレンジ手稲インターSS 東京都 八王子戸吹 SS 

北海道 チャレンジ旭川神楽 SS 東京都 Dr.Driveセルフ西東京店 

北海道 チャレンジ鳥取 SS 神奈川県 セルフ川崎インタ－SS 

北海道 チャレンジ西５条 SS 神奈川県 コスモ石油セルフステーション都筑インター第２ 

北海道 チャレンジ新札幌 SS 神奈川県 Dr.Driveセルフ厚木店 

宮城県 道の駅おながわ 地元市場ハマテラス 神奈川県 Dr.Driveセルフ新用田店 

福島県 佐藤燃料株式会社荒井給油所 神奈川県 Dr.Driveセルフ読売ランド前店 

茨城県 道の駅かさま 神奈川県 富士箱根サービスステーション 

千葉県 市原五所 SS 石川県 道の駅高松 里山館 

千葉県 Dr.Drive成田ウイング SS 三重県 コスモ石油（株）松阪インター 

東京都 コスモ石油セルフステーション成瀬 広島県 道の駅 西条のん太の酒蔵 

東京都 Dr.Driveセルフ荻窪店 鹿児島県 鹿児島南港給油所 

 

●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） 

北海道 日産プリンス札幌販売株式会社 恵庭支店 富山県 黒部・宇奈月温泉 やまのは 

北海道 日産プリンス札幌販売株式会社 苫小牧支店 山梨県 リカーステイションナダヤ 

北海道 旭川日産自動車株式会社 神居本店 岐阜県 岐阜日産自動車株式会社 各務原店 

北海道 北見日産自動車株式会社 常盤店 岐阜県 株式会社ホンダプリモ光ヶ丘 ホンダカーズ多治

見西 多治見インター店 

北海道 函館・湯の川温泉 ホテル万惣 岐阜県 田中車輌株式会社 Honda Cars 岐阜東 岐阜東

バイパス店 

宮城県 宮城日産自動車株式会社 本社店 岐阜県 ホンダカーズ瑞浪穂並店 
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秋田県 日産プリンス秋田販売株式会社 大館支店 静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 榛原店 

秋田県 日産プリンス秋田販売株式会社 湯沢支店 静岡県 浜松日産自動車株式会社 磐田上岡田店 

秋田県 日産プリンス秋田販売株式会社 本荘支店 静岡県 ホテルスクエア富士御殿場 

山形県 ホンダドリーム酒田 静岡県 OYO旅館浜名湖の宿 

山形県 株式会社宮島屋旅館愉海亭みやじま第１駐車場 愛知県 愛知日産自動車株式会社 西春店 

福島県 福島日産自動車株式会社 会津一箕町店 愛知県 愛知日産自動車株式会社 中央店 

福島県 株式会社遠藤電気通信 愛知県 愛知日産自動車株式会社 苅安賀店 

福島県 日産プリンス福島販売株式会社 福島店 三重県 日産プリンス三重販売株式会社 桑名安永店  

福島県 日産プリンス福島販売株式会社 白河店 滋賀県 琵琶湖ホテル 

福島県 日産プリンス福島販売株式会社 いわきﾆｭｰﾀｳﾝ店 大阪府 日産大阪販売株式会社 大東店 

福島県 セブンイレブン福島平田店 兵庫県 兵庫日産自動車株式会社 三田店 

福島県 会津芦ノ牧温泉 丸峰 兵庫県 兵庫日産自動車株式会社 尼崎店 

栃木県 栃木日産自動車販売株式会社 日産ｱﾌﾟﾘｰﾃ栃木 兵庫県 兵庫日産自動車株式会社 豊岡店 

栃木県 日産プリンス栃木販売株式会社 真岡店 鳥取県 鳥取県庁第二庁舎 

栃木県 日産プリンス栃木販売株式会社 佐野店 鳥取県 鳥取県中部総合事務所 

群馬県 日産プリンス群馬販売株式会社 高崎店 鳥取県 鳥取県西部総合事務所 

群馬県 日産プリンス群馬販売株式会社 館林店 広島県 株式会社日産サティオ福山 尾道高須店  

埼玉県 日産プリンス埼玉販売株式会社 東飯能店 広島県 株式会社日産サティオ福山 府中店 

埼玉県 日産プリンス埼玉販売株式会社 浦和田島店 広島県 日産プリンス広島販売株式会社 呉中通り店 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 茂原店 広島県 日産プリンス広島販売株式会社 大竹店 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 東金店  香川県 香川日産自動車株式会社 高松店 お客様駐車場 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 寒川店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 宗像店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 日野店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 行橋店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 逗子店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 八女店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 しらとり台店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 西店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 山手台店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 小倉店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 橋本店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 甘木店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 相模原店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 前原店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 磯子杉田店 熊本県 日産プリンス熊本販売株式会社 阿蘇支店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 藤沢店 大分県 日産プリンス大分販売株式会社 森町店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 開成店 大分県 日産プリンス大分販売株式会社 臼杵店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 海老名店 大分県 大分日産自動車 宮崎店 

富山県 株式会社日産サティオ富山 砺波店 鹿児島県 宇検村活性化センター結いの館 

 

  



- 3 - 
 

●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） 

山形県 株式会社クリーンパワー山形 東京都 ライオンズマンション広尾南 

茨城県 そらまい守谷保育園 東京都 アージュ薬王寺 

栃木県 グランミューゼ那須壱番館 東京都 ヒルズ砂土原 

埼玉県 医療法人ひかり会パーク病院駐車場内ガレージ 東京都 オークテラス 

東京都 ザ・クレストタワー 東京都 あきる野市役所本庁舎 

東京都 ファミールグラン三田伊皿子坂 東京都 あきる野市役所五日市出張所 

東京都 （仮称）稲城市百村 1625計画 東京都 ポラリス株式会社 

東京都 サンシルバー上北沢 東京都 ミナト矢崎サービス株式会社 

東京都 春江町住宅 神奈川県 パインクリークスクエア 

東京都 イニシア千住曙町 神奈川県 長島梱包株式会社横浜港事業所駐車場 

東京都 パークリュクス高輪 神奈川県 株式会社サカタのタネ 

東京都 南葛西住宅 神奈川県 神奈川県本庁舎 

東京都 コーシャハイム経堂 長野県 アリービオ東口 

東京都 ジェイパーク恵比寿Ⅳ 長野県 長野県佐久家畜保健衛生所車庫 

東京都 パークハウス四谷若葉 愛知県 （株）メタルテック 東側駐車場  

東京都 リバーサイド富岡 大阪府 スズカ電工 北摂営業所 

東京都 ブランズ渋谷常盤松 福岡県 レジデンス高屋敷 

東京都 ヴィルヌーブ文京根津 長崎県 サン・シティ・レジデンスマンション 

 

・上記設置場所への設置を内容とする申請者には、原則7営業日以内に交付の決定を行い「補

助金交付決定通知書」を郵送いたします。 「補助金交付決定通知書」を受領後、充電設備

の発注および施工の開始をしてください。 

・上記以外の公募兼交付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 


