
企業名 ウェブサイトURL 施設 所在地 削減電力量

株式会社愛亀 http://www.ikee.jp/ 本社 松山市

あいしょくドライビングスクール http://www.aishoku.jp/ あいしょくドライビングスクール 東温市

株式会社あいテレビ http://www.itv6.jp 本社鉄塔照明 松山市 33.6

愛和印刷株式会社 http://aiwa-print.com ライトアップ看板 今治市 4.9

NPO法人　eワークス 事務局事務所 新居浜市 27.3

北宇和事務所 鬼北町 2.8

愛南町 DE・あ・い・21 愛南町

株式会社有光組 http://www.arimitsugumi.co.jp 住宅展示場 松山市

イオンリテール株式会社　イオンスタイル松山 http://shop.aeon.jp/store/15/0107090/ 屋上広告塔照明 松山市 300.0

イオンリテール株式会社　イオンスタイル今治 屋上広告塔メタルハライドランプ 今治市 3.7

泉建設工業 本社 宇和島市

井関農機株式会社　砥部事業所 http://www.iseki.co.jp 設計管理棟/水銀灯 砥部町 211.8

株式会社井関　松山製造所 http://www.iseki.co.jp/ １号棟 松山市 8.4

２号棟 松山市 5.6

３号棟 松山市 7.0

4号棟 松山市 8.4

鋳造棟 松山市 4.9

乾燥機棟 松山市 7.0

一宮工務店 http://www.ichimiya.co.jp/komten/ 一宮センタービル（3Ｆ） 新居浜市

株式会社一六 http://www.itm-gr.co.jp/ichiroku 一六枝松社宅看板 松山市

今治市 http://www.city.imabari.ehime.jp/ 海山城 今治市 4.8
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122企業（283施設）　13,049kWh削減
※50音順で掲載しています。
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今治市公会堂 今治市 1.0

株式会社いよぎん地域経済研究センター http://irc.iyobank.co.jp 伊予銀行本店南別館４階 松山市

株式会社伊予鉄グループ http://www.iyotetsu.co.jp 松山市

伊予鉄総合企画株式会社
（伊予鉄グループ）

http://www.iyoplan.jp/ 本社（松山）事務所 松山市 20.0

株式会社伊予鉄髙島屋
（伊予鉄グループ）

http://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp 大観覧車くるりん 松山市 180.0

伊予鉄道株式会社
（伊予鉄グループ）

http://www.iyotetsu.co.jp 道後温泉駅 松山市

伊予トータルサービス株式会社 http://iyototal.jp 本社 松山市

株式会社ウイン http://www.pro-win.co.jp 本社 松山市 31.0

上田消防建設株式会社　松山店 http://www.ued-s.co.jp/ 事務所 松山市

上田建設株式会社 本社事務所 大洲市 28.0

内子町 http://www.town.uchiko.ehime.jp/ 竜王の城 内子町 15.1

宇和島市 宇和島城天守 宇和島市 110.1

ウワジマ空調株式会社 事務所照明 宇和島市 4.5

ＮＴＴ愛媛支店 http://www.ntt-west.co.jp/ehime/ 愛媛支店本棟ビル 松山市 1470.0

株式会社ＮＴＴデータ四国 http://www.nttdata-shikoku.co.jp/ 本社（ＮＢＦ松山日銀前ビル）事務所 松山市 40.0

事務所（NTT山越ビル） 松山市 150.0

株式会社NTTドコモ四国支社 http://www.nttdocomo.co.jp/ ドコモ松山ビル 松山市

ドコモ宮西ビル 松山市

愛媛アスコン　東亜道路工業株式
会社・大林道路株式会社　共同企
業体

アスファルト工場・事務所 西条市 3600.0

ＮＰＯ愛媛エネルギー教育支援フォーラム http://www8.ocn.ne.jp/~energy/5201.html 事務室 松山市

株式会社愛媛銀行 http://www.himegin.co.jp/ 愛媛銀行本店（駐車場・外壁の外灯・ポスターケース） 松山市 15.4

愛媛銀行研修所（駐車場・外壁外灯・テラコッタ外灯） 松山市 17.5

愛媛県 http://www.dogokouen.jp/ 道後公園（史跡内堀、岩盤照明） 松山市 24.5

http://www.bansuisou.org/ 萬翠荘 松山市
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http://www.itemehime.com アイテムえひめ　正面看板アッパーライト、西側植込みライト、ピロティライト 松山市 58.4

http://www.pref.ehime.jp/h15105/genshiryoku 原子力センター 八幡浜市 14.2

http://www.i-rekihaku.jp/ 愛媛県歴史文化博物館（外灯２６灯） 西予市 38.4

公益社団法人　愛媛県浄化槽協会 http://e-jyoukasou.com/index.php 県内事務所 松山市他

公益社団法人愛媛県産業貿易振興協会 アイテムえひめ　事務所 松山市 4.2

愛媛県自転車商協同組合 各店舗等 松山市他

一般社団法人　エヒメ健診協会 http://www.ekk.or.jp/ エヒメ健診協会 松山市 77.2

愛媛県地球温暖化防止活動推進センター http://eccca.or.jp/ 事務所 松山市

愛媛県中小企業団体中央会 http://www.bp-ehime.or.jp テクノプラザ事務所 松山市 36.3

愛媛県農業協同組合中央会 http://www.ehime-chuoukai.or.jp/ JAビル３階中央会事務局 松山市

一般社団法人えひめ産業廃棄物協会 http://www.ehimesanpai.or.jp 事務所 松山市

愛媛自動車学校 http://www.ehime-ds.com/ 看板 松山市 14.0

愛媛信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/ehime/ 本店営業部（ショーウインド・ポスターケース） 松山市 15.2

松山本町支店（ライトアップ・ポスターケース） 松山市 6.0

湊町支店（ニュースモニター・ポスターケース） 松山市 6.2

石井支店（ライトアップ・ポスターケース） 松山市 1.5

溝辺支店植込ライト 松山市 0.4

雄郡支店（屋上照明・看板ライトアップ・ポスターケース） 松山市 12.1

三津浜支店（看板ライトアップ） 松山市 2.2

きし支店（看板ライトアップ・外灯） 松山市 19.0

平井支店（ライトアップ、ポスターケース） 松山市 4.6

港南支店（看板ライトアップ） 伊予市 11.2

西条支店（ライトアップ・ポスターケース） 西条市 4.8

新居浜支店（看板ライトアップ・ポスターケース） 新居浜市 24.2
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中萩支店（看板ライトアップ・ポスターケース） 新居浜市 46.2

三島支店（看板ライトアップ・ポスターケース） 四国中央市 4.6

川之江支店（看板ライトアップ・ポスターケース） 四国中央市 4.3

菊間支店（看板ライトアップ） 今治市 2.4

波止浜支店（ライトアップ、ポスターケース） 今治市 12.4

国立大学法人愛媛大学 http://www.ehime-u.ac.jp/ 南加記念ホール（建物外観照明、投光器） 松山市 1.2

愛大ショップえみか（デッキ照明、庭園灯） 松山市 1.0

グリーンプロムナード（水中照明、庭園灯） 松山市 1.4

工学部３号館（ＬＥＤ街路灯） 松山市 0.2

愛媛トヨペット株式会社 http://www.ehimetoyopet.com/ 空港通本店（屋外看板灯） 松山市

松山中央店（屋外看板灯） 松山市

小坂店（屋外看板灯） 松山市

三島川之江店（屋外看板灯） 四国中央市

リピット新居浜（屋外看板灯） 新居浜市

今治店（屋外看板灯） 今治市

大洲店（屋外看板灯） 大洲市

宇和島店（屋外看板灯） 宇和島市

愛媛日野自動車株式会社 本社事務所 松山市 2.5

サービス工場 松山市 3.5

愛媛ホスピタルパートナーズ株式会社 http://www.ehime-hp.co.jp/index.html 事務センター 松山市

株式会社大西工業 本社 松山市 65.1

株式会社　大竹組 http://ohtakegumi.jp/ 事務所 松山市 8.0

株式会社奥村組　松山営業所 http://www.okumuragumi.co.jp 奥村組松山営業所 松山市

税理士法人越智会計事務所 http://www.ochi-kaikei.co.jp/ 外看板 松山市 1.0
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株式会社カネシロ http://www.kaneshiro.info 本社 松山市

株式会社キクノグループ http://kikuno.jp キクノ本館 松山市

キクノ第一別館 松山市

キクノ西条工場 西条市

キクノ大洲工場 大洲市

共立自動車株式会社
（キクノグループ）

共立自動車大手町工場 松山市

共立自動車和気工場 松山市

共立自動車枝松工場 松山市

共立自動車東温工場 東温市

興國コンクリート株式会社
（キクノグループ）

興國コンクリート松山工場 松山市

興國コンクリート八幡浜工場 八幡浜市

興國コンクリート今治工場 今治市

共立電気株式会社 本社 松山市

有限会社キヨカワ商事 屋外照明 松山市 1.8

有限会社クボタ塗装 事務所内照明 伊予市 13.4

休憩室、倉庫証明 伊予市 6.7

株式会社小泉組 http://www.kk-koizumi.com 本社 砥部町 30.0

重信川維持第2工事　現場事務所 東温市 15.0

重信川河床整正外工事　現場事務所 松前町 6.0

来んかい屋 http://www.eiai-works.jp/ 店舗 新居浜市

西条市 http://www.city.saijo.ehime.jp/ 西条市考古歴史館（外観ライトアップ照明） 西条市 40.6

株式会社佐々木組 本社（事務所） 大洲市

三德電機株式会社 http://www.santokudenki.co.jp 本社 松山市 17.5

三和ダイヤ工業株式会社 http://sanwa-daiya.co.jp/ 三和ダイヤ工業㈱ビル 松山市 39.4
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JAえひめ物流株式会社 本社事務所 松山市

四国ガス株式会社 http://www.shikoku-gas.co.jp 本店 今治市 0.1

今治支店 今治市 1.7

松山本社 松山市 7.5

重松兄弟設備株式会社 http://www.shigematsu-b.jp/ 外看板照明 松山市

四国森紙業株式会社　伊予事業所 http://www.morishigyo-gr.co.jp/ 事業所名表示灯 伊予市 24.2

四国通建株式会社 http://www.stk.co.jp/ 本社（屋内照明） 今治市 0.7

松山支店（屋外照明） 松山市 6.3

新居浜営業所（屋外照明） 新居浜市 4.2

四国テクニカルメンテナンス株式会社 http://www.stm-com.co.jp 砥部浄化センター外灯 砥部町 8.4

四国名鉄運輸株式会社 http://koguma.shikokumeitetsu.co.jp/ 本社前看板灯 松山市 7.5

有限会社ジーシーオー 本社事務所 東温市 1.0

住共エンジニアリング株式会社 http://www.sumikyo.co.jp 関係各社　全事業所
新居浜市、
西条市ほ

か

住友共同電力株式会社 http://www.sumikyo.co.jp 関係各社　全事業所
新居浜市、
西条市ほ

か

株式会社住共クリエイトサービスセンター http://www.sumikyo.co.jp 関係各社　全事業所
新居浜市、
西条市ほ

か

愛媛綜合警備保障株式会社 http://www.alsok-ehime.co.jp/ 本社　本館 松山市

大一ガス株式会社 http://www.daiichi-gas.co.jp 本社ビル外回り外灯、1F、2F節電 松山市 23.6

第一ガスビル　外灯消灯 松山市 0.8

東予営業所　看板照明等の消灯 新居浜市 1.6

南予営業所　看板照明の消灯 西予市 1.6

四国中央営業所　看板照明の消灯 四国中央市 2.2

宇和島営業所　看板照明の消灯 宇和島市 2.1

南宇和島営業所　看板照明の消灯 愛南町 2.1

高岡工場充てん作業場の節電 松山市 5.0
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高岡工場社員食堂の節電 松山市 2.4

OA機器の待機電力ゼロ化 松山市 0.8

太陽石油株式会社　四国事業所 試験分析センター看板灯 今治市 231.0

事務所ガーデン灯 今治市 42.4

製造施設作業用照明 今治市 1380.4

田中建設有限会社 事務所 伊方町

ＴＭＴマシナリー株式会社　松山工場 http://www.tmt-mc.jp/japanese/ 組立工場　南側社名看板 松山市 2.1

組立工場　東側社名看板 松山市 28.0

組立工場　室内照明 松山市 875.0

株式会社テレビ愛媛 http://www.ebc.co.jp/ 本社屋外照明 松山市 21.0

東芝ＥＩコントロールシステム株式会社 http://www.teic.jp/ 1号館屋上東芝看板照明 松山市 33.6

道前道後土地改良区連合 道前道後土地改良区連合事務室 松山市 4.2

株式会社藤堂組 toudougumi@globe.ocn.ne.jp 事務所 宇和島市

倉庫 宇和島市

東レ・ファインケミカル株式会社　松山工場 http://www.torayfinechemicals.com 事務所照明 松山市 35.0

株式会社トーヨ http://www.toyo-paper.co.jp/ 本社事務所（玄関および各部屋） 四国中央市 37.0

砥部町 http://www.town.tobe.ehime.jp/ 陶街道夢タワー愛伊砥くん　スポットライト 砥部町 21.0

トヨタカローラ愛媛株式会社 http://toyota-corolla-ehime.jp 中央通店及び本社（看板等屋外照明） 松山市

松山東店（看板等屋外照明） 松山市

松山東店R11号マイカーセンター（看板等屋外照明） 松山市

松山保免店（看板等屋外照明） 松山市

三島・川之江店（看板等屋外照明） 四国中央市

新居浜店（看板等屋外照明） 新居浜市

西条店（看板等屋外照明） 西条市

http://www.tmt-mc.jp/japanese/
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今治店（看板等屋外照明） 今治市

大洲店（看板等屋外照明） 大洲市

八幡浜店（看板等屋外照明） 八幡浜市

宇和島店（看板等屋外照明） 宇和島市

豊田冷機工業株式会社 http://www.netwave.or.jp/~toyo-rei/ 豊田冷機工業㈱３階建てビル 宇和島市 12.6

　　　　　〃　　　　倉庫 宇和島市 8.4

　　　　　〃　　　　倉庫 宇和島市 8.4

新居浜市 http://www.akaganemuseum.jp/ あかがねミュージアム 新居浜市 8.1

西染工株式会社 http://nishisenkoh.com 本社事務所 今治市

本社工場 今治市

第二工場 今治市

日新製鋼株式会社　東予製造所 http://www.nisshin-steel.co.jp/ 屋外灯（外灯、岸壁、駐輪場） 西条市 182.0

日本地下石油備蓄株式会社　菊間事業所 タンクヤード内照明 今治市 154.0

ニンジニアネットワーク株式会社 http://www.ningineer.com ニンジニアスタジアム（ゲートサイン） 松山市 46.2

ネッツトヨタ愛媛（株） http://www.netz-ehime.co.jp/ J.Spot空港通 松山市

J.Spot松山インター 松山市

J.Spot問屋町 松山市

J.Spot三島 四国中央市

J.Spot新居浜 新居浜市

J.Spot小松 西条市

J.Spot今治 今治市

J.Spot大洲 大洲市

J.Spot八幡浜 八幡浜市

J.Spot宇和島 宇和島市

http://www.netwave.or.jp/~toyo-rei/
http://www.akaganemuseum.jp/
http://nishisenkoh.com/
http://www.nisshin-steel.co.jp/
http://www.ningineer.com/


J.Spotみどろ店 松山市

ネッツトヨタ瀬戸内株式会社 http://www.netzsetouchi.jp/ 本社メイン看板 松山市

本社u-car看板 松山市

株式会社フジ http://www.the-fuji.com/ フジグラン松山　別棟第三ビル看板 松山市

株式会社　福崎組 http://www.fukuzakigumi.com/ 山西営業所　外看板 松山市

株式会社フジクウ http://fujiku.co.jp 本社 松山市 37.2

富士電機株式会社四国支社　松山営業所 http://www.fujielectric.co.jp 事務所 松山市 146.7

株式会社冨士原冷機 http://www.fujiwara-reiki.co.jp 事務所棟外部軒下照明　12灯 松山市 16.8

事務所及び倉庫内不在者席部照明13灯 松山市 19.6

株式会社二神組 http://www.futagamigumi.co.jp/ 事務所 松山市

復建調査設計株式会社　松山支店 http://www.fukken.co.jp 社屋 松山市 57.5

船田建設株式会社 船田建設株式会社 宇和島市

株式会社百十四銀行 http://www.114bank.co.jp 県内営業店 松山市ほか

株式会社芙蓉コンサルタント http://www.fuyonet.co.jp 本社屋外壁面社名看板　１箇所 松山市

本州製罐株式会社　松山工場 http://www.honshu-seikan.co.jp 本州製罐株式会社松山工場 松山市 436.6

松前町 松前町庁舎 松前町 910.0

松野町 http://www.town.matsuno.ehime.jp/ 森の国ホテル　吊り橋照明 松野町

虹の森公園　外灯 松野町 126.0

松山観光港ターミナル株式会社 天幕アップライト、外側アップライト等 松山市

松山市 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/ 松山総合公園展望塔 屋外照明 松山市 35.0

松山城　屋外照明 松山市 70.0

松山市営大街道駐輪場　屋外照明 松山市

松山市立埋蔵文化センター　屋内照明 松山市 168.0

松山市文化情報館　屋内照明 松山市 168.0

http://www.the-fuji.com/
http://www.fukuzakigumi.com/
http://fujiku.co.jp/
http://www.fujielectric.co.jp/
http://www.fujiwara-reiki.co.jp/
http://www.futagamigumi.co.jp/
http://www.fukken.co.jp/
http://www.114bank.co.jp/
http://www.fuyonet.co.jp/
http://www.honshu-seikan.co.jp/
http://www.town.matsuno.ehime.jp/
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/


坂の上の雲ミュージアム　屋外照明 松山市 7.7

松山市公営企業局庁舎　屋内外照明 松山市

松山市西クリーンセンター　屋外照明 松山市 42.0

松山市南クリーンセンター　屋内外照明 松山市 39.0

松山市男女共同参画推進センター　屋内照明 松山市 70.0

松山市庁舎本館　屋外照明 松山市 7.0

松山市庁舎別館　屋外照明 松山市 0.5

松山市庁舎第3別館　屋外照明 松山市 2.5

松山市庁舎第4別館　屋外照明 松山市 6.0

松山衛生事務組合立浄化センター　屋外照明 松山市

久枝学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

城北学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

湯山学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

日浦学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

たちばな学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

久米学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

和気学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

北条学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

垣生学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

味生学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

浮穴学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

八坂学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

松山南学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

新玉学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市



興居島学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

三津浜学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

桑原学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

中島学校給食共同調理場　屋内外照明 松山市

松山市保健所　屋外照明 松山市

古川ふれあいセンター　屋内照明 松山市

朝生田ふれあいセンター　屋内外照明 松山市

清水ふれあいセンター　屋内照明 松山市

内宮ふれあいセンター　屋内外照明 松山市

溝辺ふれあいセンター　屋内外照明 松山市

上川原ふれあいセンター　屋内照明 松山市

来住ふれあいセンター　屋内照明 松山市

北条ふれあいセンター　屋内照明 松山市

浅海ふれあいセンター　屋内照明 松山市

中島ふれあいセンター　屋内照明 松山市

中央浄化センター　屋外照明 松山市 11.2

西部浄化センター　屋外照明 松山市 89.6

北部浄化センター　屋外照明 松山市 35.7

北条浄化センター　屋外照明 松山市 1.4

松山保護観察所 松山保護観察所 松山市

株式会社松山三越 正面ピロティ 松山市 16.8

正面ウィンドウ 松山市 7.0

正面ネオン 松山市 11.2

松山宮地弘商事株式会社 http://www.matuyama-miyachi.com/ みやビル（１～２階） 松山市

http://www.matuyama-miyachi.com/


配送センター 松山市

新居浜営業所 新居浜市

合名会社松浦土建 事務所 鬼北町

三浦工業株式会社 http://www.miuraz.co.jp 本社ビル　屋上看板灯 松山市 247.1

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 http://www.meltec.co.jp/ 2階事務所 松山市 3.6

三井住友海上火災保険株式会社　愛媛支店 http://www.ms-ins.com 松山ビル1階歩道側ポスター掲示ボックス 松山市

山本建設株式会社 西予市

株式会社ヨシケンコーポレーション http://yoshiken-c.jp/newhp/ 工事事務所 松山市

渡邊建設株式会社 本社 伊予市 10.2

久谷出張所 松山市 3.0

http://www.miuraz.co.jp/
http://www.meltec.co.jp/
http://www.ms-ins.com/
http://yoshiken-c.jp/newhp/

