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令和 3年 11月 19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 6回

11月採択（10月 29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） 

岐阜県 セルフカーパドック長良 山口県 小月インター給油所 

岐阜県 岐南インター北給油所 佐賀県 鳥栖インター給油所 

愛知県 コスモ石油（株）セルフステーション知立 SS 大分県 大分宇佐給油所 

広島県 生口島   

 

●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 月寒支店 静岡県 静岡日産自動車株式会社 沼津店 

北海道 D-Parking旭川駅前 静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 焼津ｲﾝﾀｰ店 

北海道 株式会社小樽グリーンホテル 静岡県 浜松日産自動車株式会社 入野店 

北海道 旭川グリーンホテル 静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 大仁店 

青森県 日産プリンス青森販売株式会社 本店 静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 富士宮店 

青森県 日産プリンス青森販売株式会社 類家店 静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 昭府店 

宮城県 株式会社日産サティオ宮城 名取店 静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 丸子店 

宮城県 株式会社日産サティオ宮城 加茂店 静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 三島店 

宮城県 株式会社日産サティオ宮城 本社店 愛知県 日産プリンス名古屋販売株式会社 一宮大和店 

宮城県 日産プリンス宮城販売株式会社 中山店 愛知県 日産プリンス名古屋販売株式会社 吹上店 

宮城県 日産プリンス宮城販売株式会社 卸町店 愛知県 日産プリンス名古屋販売株式会社 名西橋店 

宮城県 日産プリンス宮城販売株式会社 長町店 三重県 日産プリンス三重販売株式会社 上野中瀬ｲﾝﾀｰ店 

宮城県 日産プリンス宮城販売株式会社 古川店 三重県 日産プリンス三重販売株式会社 津垂水店 

秋田県 日産プリンス秋田販売株式会社 大曲支店 三重県 日産プリンス三重販売株式会社 四日市西店 

秋田県 羽後日産モーター株式会社 御所野店 三重県 日産プリンス三重販売株式会社 鈴鹿店 

福島県 日産プリンス福島販売株式会社 郡山文化通り店 滋賀県 滋賀日産自動車株式会社 八日市店 

福島県 日産プリンス福島販売株式会社 P フォーラム 23 滋賀県 滋賀日産自動車株式会社 水口西店 

福島県 湯日の郷 あづま館 大阪府 キコーナ高井田 

福島県 母畑温泉 八幡屋 大阪府 キコーナ大東 
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茨城県 茨城日産自動車株式会社水戸千波店 大阪府 グランキコーナ泉佐野 

栃木県 日産プリンス栃木販売株式会社 西那須店 兵庫県 日産プリンス兵庫販売株式会社 滝野店 

群馬県 日産プリンス群馬販売株式会社 沼田店 兵庫県 日産プリンス兵庫販売株式会社 柏原店 

埼玉県 日産プリンス埼玉販売株式会社 久喜ｲﾝﾀｰ店 兵庫県 チェリーヒルズゴルフクラブ 

埼玉県 日産プリンス埼玉販売株式会社 与野店 兵庫県 キコーナタウン御影 

埼玉県 日産プリンス埼玉販売株式会社 羽生店 兵庫県 キコーナキセラ川西 

埼玉県 埼北三菱自動車販売株式会社 熊谷石原店 奈良県 赤崎クリニック 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 八千代村上店 岡山県 岡山日産自動車株式会社 岡山店 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 八千代店 岡山県 岡山日産自動車株式会社 倉敷中島店 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 君津店 岡山県 岡山日産自動車株式会社 津山店 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 香取店 岡山県 岡山日産自動車株式会社 平島店 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 市原店 岡山県 岡山日産自動車株式会社 笠岡店 

千葉県 株式会社日産サティオ千葉 館山店 岡山県 株式会社日産サティオ岡山 笠岡店 

東京都 玉川高島屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ西館･ﾏﾛﾆｴｺｰﾄ駐車場 広島県 福山日産自動車株式会社 蔵王店 

東京都 檜原村役場 広島県 株式会社日産サティオ福山 福山曙店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 東神奈川店 広島県 日産プリンス広島販売株式会社 東広島店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 横須賀佐原店  山口県 日産プリンス山口販売株式会社 宇部南浜店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 麻生柿生店 香川県 株式会社ＺＥＲＯ 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 ﾌｧｰﾚ金沢店 福岡県 株式会社西日本シティ銀行糸島支店来客用駐車場 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 南戸塚金井店 福岡県 株式会社西日本シティ銀行行橋支店来客用駐車場 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 綱島店 福岡県 株式会社西日本シティ銀行箱崎支店来客用駐車場 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 中山店 福岡県 株式会社西日本シティ銀行新宮支店来客用駐車場 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 登戸長尾店 福岡県 株式会社西日本シティ銀行須恵支店来客用駐車場 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ北店 福岡県 日産プリンス福岡販売株式会社 折尾店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 厚木店 福岡県 日産プリンス福岡販売株式会社 宗像店 

神奈川県 日産プリンス神奈川販売株式会社 大和鶴間店 福岡県 日産プリンス福岡販売株式会社 大牟田店 

神奈川県 箱根・芦ノ湖 はなをり 福岡県 日産プリンス福岡販売株式会社 行橋店 

神奈川県 箱根・強羅 佳ら久 福岡県 日産プリンス福岡販売株式会社 原店 

富山県 株式会社日産サティオ富山 呉羽店 福岡県 日産プリンス福岡販売株式会社 筑豊店 

長野県 長野日産自動車株式会社 上田店 福岡県 福岡日産自動車株式会社 東比恵店 

岐阜県 岐阜日産自動車株式会社 ｵｰﾄｼｪﾙｼﾞｭ関 福岡県 福岡日産自動車株式会社 原店 

岐阜県 岐阜日産自動車株式会社 ｵｰﾄｼｪﾙｼﾞｭ岐阜 長崎県 日産プリンス長崎販売株式会社 空港南口店 

岐阜県 岐阜日産自動車株式会社 長良福光店 熊本県 山の中の海軍の町 にしき ひみつ基地ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

岐阜県 岐阜日産自動車株式会社 ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ北方店 熊本県 ＮＰＣ２４Ｈ熊本県営駐車場 

岐阜県 岐阜日産自動車株式会社 大垣店 大分県 別府温泉 杉乃井ホテル 

岐阜県 ホンダカーズ美濃 芥見岩田店 宮崎県 株式会社日産サティオ宮崎 都城店 

静岡県 アプリイ塩町 沖縄県 琉球日産自動車株式会社 南風原店 

静岡県 日産プリンス静岡販売株式会社 富士錦町店 沖縄県 琉球三菱自動車販売株式会社 
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●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） 

北海道 土屋ホーム札幌北九条ビル第一駐車場 東京都 株式会社ルクス 本店 

福島県 エクレール郡山 神奈川県 ＢＥＬＩＳＴＡ衣笠駅前壱番館 

福島県 バルミー郡山 神奈川県 ＢＥＬＩＳＴＡ衣笠駅前弐番館 

栃木県 株式会社日産レンタカー栃木 宇都宮不動前店 神奈川県 アルセ二俣川 

埼玉県 イシグロ株式会社埼玉支店 神奈川県 グランシティユーロリゾート西海岸通り 

千葉県 ティアラシティ 神奈川県 ティーエイチスクエア新子安 

千葉県 ヒューマンスクエアグランロマーニャ 石川県 株式会社安達電設 

東京都 パーク・ハイム祐天寺 愛知県 シャーメゾンＴ 

東京都 プラウドフラット巣鴨Ⅱ 愛知県 パークシティザ・ウイングス 

東京都 ダイレクトタワー池袋要町 愛知県 サンクレーア高畑 

東京都 イニシア東日暮里ルシリア 愛知県 岡崎通運株式会社 

東京都 Ｄ’グランセ学芸大学 愛知県 株式会社カネヨシ みよし物流センター 

東京都 パークハウス広尾 京都府 パレ・朱雀門 

東京都 ＳＡＩＯＮ ＳＡＫＵＲＡＺＡＫＡ 大阪府 アンビエント・アイ 

東京都 ファミール喜多見 大阪府 大阪いずみ市民生活協同組合 堺南共同購入ｾﾝﾀｰ 

東京都 クリオレジダンス東京 兵庫県 日商岩井芦屋ガーデンヒルズ 

東京都 浅草タワー 兵庫県 シエリアシティ明石大久保 Ａ敷地駐車場 

東京都 リーベスト高井戸 兵庫県 三木市役所 

東京都 フォルム代々木公園 兵庫県 冨士発條株式会社 第３工場 

東京都 ルフォン吉祥寺 奈良県 シャーメゾン エクセル 

東京都 ディーグランセ砧公園 広島県 木村孝則マンション 

東京都 ル・サンクアイリスタワー 広島県 アルファーレ２ 

東京都 フォレセーヌ御殿山 広島県 永和電設有限会社 明神店 

東京都 三田タウンハウス 福岡県 シャンポール 

東京都 西麻布マナーハウス 福岡県 ファミール 

東京都 ウェリス有栖川 福岡県 アメニティハイツ杏栄館 

東京都 深沢ハウス 福岡県 株式会社西日本シティ銀行行橋支店社有車駐車場 

東京都 東急ドエル・プレステージ池田山クレアモント 福岡県 株式会社西日本シティ銀行箱崎支店社有車駐車場 

東京都 西東京市役所 田無庁舎 福岡県 株式会社西日本シティ銀行新宮支店社有車駐車場 

東京都 東京都足立児童相談所 福岡県 株式会社西日本シティ銀行須恵支店社有車駐車場 

東京都 東京都小笠原支庁２階駐車場 福岡県 SG リアルティ株式会社 福岡営業所 
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・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 


