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会社名 株式会社テクノプランニング

事業所 本社 東京都千代田区神田和泉町1-２－３ タイワビル10階
埼玉 埼玉県吉川市三輪野江1648-1
九州 福岡県福岡市西区愛宕1-25-1-908

代表 代表取締役 桑野 耕二

事業内容 設備・建築工事/省エネルギーコンサルティング

設立 2007年3月

資本金 2500万円

許認可 特定建設業 東京都知事許可 （特-3）第134282号
（管工事業/電気工事業/建築工事業/防水工事業 他15種）
一般建設業 東京都知事許可 （般-3）第134282号
（機械器具設置工事業/消防施設工事業）
一級建築士事務所 東京都知事登録 第53537号

有資格者 一級建築士/設備設計一級建築士/建築設備士/技術士（衛生工学部門）
エネルギー管理士/一級施工管理技士（建築/管工事/電気工事）/
消防設備士/検証主任者（東京都・埼玉県排出取引制度）/
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１．会社概要



①現状把握

•省エネ診断

•提案書作成

•現地調査

②省エネ導入計画

•補助金取得

•事業資金調達

•電力調達

③省エネ導入

•設備工事

•電気工事

•建築工事

④対策後フォロー

•効果検証

•メンテナンス

•クレジット創出

省エネをトータルサポート

当社の強み 省エネをトータルでサポートします。
（省エネ診断、補助金取得支援、設備導入支援、対策後フォロー）
特定に設備に偏らず、空調、電気、太陽光、建築等幅広くサポート
します。
豊富な設計、施工、補助金取得支援の経験を生かした提案をします。
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メーカーにとらわれない幅広い商材
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１．会社概要

照明 空調 ボイラ 太陽光 建築

省エネ診断 〇 〇 〇 〇 〇

補助金取得支援 〇 〇 〇 〇 〇

工事 〇 〇 〇 〇 〇

対策後フォロー 〇 〇 〇 〇 〇
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２．施工実績（用途別）

教育施設

医療施設

C大学 省エネ大賞受賞
事業調査、LED工事
補助率1/2 62,685m2 千葉県

T大学
空調・LED工事
補助率1/2 19,232m2 東京都

W大学
LED・電源工事
45,000m2 千葉県

D病院 ESCO事業
空調、コジェネ工事
1/2補助金 8,250m2 東京都

M老健施設
空調・受変電設備工事
10,328m2 千葉県

D老健施設 ESCO事業
空調・コジェネ工事
1/2補助金 6,333m2 東京都



H工場
空調・LED工事
補助率1/3 6,909m2 埼玉県

N工場
恒温恒湿空調・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ・ﾁﾗｰ工事
補助率1/3 7,500m2 静岡県

Y工場
空調・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ・ﾁﾗｰ・受変電設備工
事
補助率3/4 1,351m2 東京都
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２．施工実績（用途別）

工場

娯楽施設

58ゴルフクラブ ZEB事業
バイオマスボイラ・空調・LED
太陽光、Low-e複層ガラス
補助率2/3 3,928m2 栃木県

Sリゾート施設
露天風呂熱回収・空調・LED
個別給湯・EMS
4,242m2 茨城県

佐野ゴルフクラブ
空調・LED・発電機・EMS工事
補助率1/2 4,330m2 栃木県



Y倉庫
LED工事
7,800m2 東京都

M倉庫
LED工事
3,400m2 埼玉県

T物流施設
省エネコンサルタント
327,993m2 全15棟 東京都
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２．施工実績（用途別）

物流施設

商業施設

E商業施設
省エネコンサルタント
18,307m2 東京都他

S商業施設
省エネコンサルタント
88,860m2 群馬県

F商業施設
LED工事
1,100m2 茨城県
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２．施工実績（用途別）

業務施設

Sビル
省エネコンサルタント
102,321m2 東京都

Sビル
空調・LED工事
1/2補助金 3,341m2 東京都

Sビル
空調・LED工事
1/2補助金 4,656m2 東京都

宿泊施設

グランドハイアットソウル
リニューアル計画・監理
62,156m2 韓国ソウル市

Gホテル
省エネコンサルタント
26,391m2 東京都

Kビル
省エネコンサルタント
47,372m2 東京都



ボイラ

空冷ヒートポンプパッケージ（ビルマル）
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３．施工実績（設備別）

空調設備

衛生設備

空冷ヒートポンプチラー

トイレリニューアル



太陽光発電

LED
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３．施工実績（設備別）

電気設備

キュービクル

発電機（BCP対応）



エレベータLow-E複層ガラス 12

３．施工実績（設備別）

建築工事

その他設備

コンプレッサー 熱回収ヒートポンプチラー



2021年1月時点

用途 件数 延面積合計（㎡） 平均延面積（㎡）

事務所 94 962,580 10,240

工場 89 1,254,170 14,092

商業施設 71 1,760,358 24,794

医療/福祉施設 45 341,753 7,595

教育施設 32 523,774 16,368

宿泊施設 22 467,294 21,241

複合施設 5 311,001 62,200

その他 71 1,000,870 14,097

合計 429 6,621,800 21,328

既設建物の現地調査を行い、エネルギー分析、省エネ項目のレポートを作成致します。
実績件数は429件、総面積は662万㎡です。
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４．省エネ診断実績


