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オプション仕様等によりESGリース促進事業の補助対象適否が異なる製品のリスト（データベース上「△」表記の製品）

製品分類 機構指定番号 メーカー名 製品名 型式番号

低炭素投資促進法
の

告示品名
ESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点

（詳細はメーカーにご確認下さい。）

本製品リス
トにおける
更新日

(「-」は
2011/11/
13以前の更
新分）

工作機械 A5BM7207A0006B 牧野フライス精機（株） 高精密CNC工具研削盤 CNJ2 高効率研削盤
油圧ユニットはオプション設定のため油圧ユ
ニット無しの場合、ESGリース対象設備に該当

2019/4/10

工作機械 A5BM7207A0009E 牧野フライス精機（株） 両センタタイプCNC工具研削盤 CNⅢ 高効率研削盤
油圧ユニットはオプション設定のため油圧ユ
ニット無しの場合、ESGリース対象設備に該当

2019/4/10

工作機械 A5BM7207A00106 牧野フライス精機（株） 両センタタイプCNC工具研削盤 V3 高効率研削盤
油圧ユニットはオプション設定のため油圧ユ
ニット無しの場合、ESGリース対象設備に該当

2019/4/10

工作機械 A5CY2207A0001D ミクロン精密（株） インターナルグラインダ MIGｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0002E ミクロン精密（株） エキセントリックチャックグラインダ（ピングラインダ）MPGｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10

工作機械 A5CY2207A0003F ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MDｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤
MD-12DCは除く・「油圧ユニットを有しない」設
備のみ該当

2019/4/10

工作機械 A5CY2207A0004G ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MECｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0005H ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MFCｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0006J ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MFNｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0007K ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MPCｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0008L ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MQSｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0009M ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MSAｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0010D ミクロン精密（株） センタレスグラインダ MSLｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10
工作機械 A5CY2207A0011E ミクロン精密（株） 複合研削盤 MCGｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 「油圧ユニットを有しない」設備のみ該当 2019/4/10

工作機械 A5BA2206A0005T 大日金属工業（株） 汎用NC旋盤 DLｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
油圧なしが標準。ｵﾌﾟｼｮﾝによりｲﾝﾊﾞｰﾀ方式油
圧ﾕﾆｯﾄを使用する場合非該当

2019/4/10

工作機械 A5BA2206A0006U 大日金属工業（株） 汎用NC旋盤 KLｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
油圧なしが標準。ｵﾌﾟｼｮﾝによりｲﾝﾊﾞｰﾀ方式油
圧ﾕﾆｯﾄを使用する場合非該当

2019/4/10

工作機械 A5BA2206A0007V 大日金属工業（株） 汎用NC旋盤 TLｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
油圧なしが標準。ｵﾌﾟｼｮﾝによりｲﾝﾊﾞｰﾀ方式油
圧ﾕﾆｯﾄを使用する場合非該当

2019/4/10

工作機械 A5BA2206A0008W 大日金属工業（株） 汎用NC旋盤 WLｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
油圧なしが標準。ｵﾌﾟｼｮﾝによりｲﾝﾊﾞｰﾀ方式油
圧ﾕﾆｯﾄを使用する場合非該当

2019/4/10

工作機械 A5BW5206A0003E （株）北村製作所 小型精密2頭軸櫛刃型CNC旋盤 KNC-300W 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0005G （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-120/120A 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0006H （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-120D/120DA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0007J （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-75/75A 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0008K （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-75D/75DA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0009L （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-75Y/75YA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0010C （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-80/80A 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0011D （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-80S/80SA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0012E （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-80T/80TA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0013F （株）北村製作所 小型精密タレット型CNC旋盤 TX-85/85A 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0016J （株）北村製作所 小型精密櫛刃型CNC旋盤 KNC-100G/100GA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0017K （株）北村製作所 小型精密櫛刃型CNC旋盤 KNC-20G/20GA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0018L （株）北村製作所 小型精密櫛刃型CNC旋盤 KNC-300/300A 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0019M （株）北村製作所 小型精密櫛刃型CNC旋盤 KNC-30G/30GY/GA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0020D （株）北村製作所 小型精密櫛刃型CNC旋盤 KNC-50G/50GA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0021E （株）北村製作所 小型精密2頭軸櫛刃型CNC旋盤 KNC-20GW 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0022F （株）北村製作所 小型精密2頭軸櫛刃型CNC旋盤 KNC-300WA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0027L （株）北村製作所 ハイブリッドグラインダー KGI-20NⅡ 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10

（補足）
　ESGリース促進事業の対象製品のうち、一部の製品については、同一の型番であっても、オプション仕様の内容により補助対象か否かが異なる製品が存在します。
　特に基準判定において注意が必要な製品については、データベース上のESGリース欄を「△」と表示しております。
　以下に、そのESGリース欄が「△」で表記された製品に関する注意点を記しますので、該当製品の補助申請のご検討の際には、必ずご確認いただけますようお願い致します。なお、個別の製品の詳
細につきましては、お手数ですが、各メーカーにお問い合わせ下さい。

（参考１）「高効率切削加工機」「高効率研削盤」「高効率特殊加工機」のESGリース促進事業の基準
○高効率切削加工機の基準
　被加工材を回転させて加工を行う機構又は被加工材を固定させて加工を行う機構を有する切削加工機のうち、油圧ユニットを有しないものに限る。
○高効率研削盤の基準
　外面研削、内面研削、端面研削又は平面研削を行う機構を有する研削盤のうち、油圧ユニットを有しないものに限る。
○高効率特殊加工機の基準
　レーザ又は被加工物及び電極の放電現象を用いて加工を行う機構を有する特殊加工機のうち、油圧ユニットを有しないものに限る。
工作機械のESGリース促進事業の基準における油圧ユニットに関する補足説明については下記のページに記載しております。
https://www.eco-lease.or.jp/asset-data/2019/04/kousaku-yuatsu-201905.pdf

（参考２）「高効率業務用エアコンディショナー」の△表記について
　一部の製品においては、同一の型番であっても、50Hz仕様、60Hz仕様の違い、電源の仕様の違いにより補助対象か否かが異なる製品が存在します。下記リストについてご確認いただくと共に、必
ず該当製品については使用条件に対応する仕様をご確認ください。

（参考3）「高効率ボイラ」の△表記について
一部の製品においては、同一の型番であっても、熱交換機等の有無により補助対象か否かが異なる製品が存在します（基準のイに係る部分）。
なお、高効率ボイラのESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点は、データベースの摘要欄の内容をご確認ください。
（高効率ボイラは、ESGリース促進事業とリース信用保険制度の基準が同じであるため、基準に係る注意点も同じとなっております。）

（参考4）「熱電併給型動力発生装置(コジェネレーション)」の△表記について
一部の製品においては、同一の型番であっても、総合効率の違いにより補助対象か否かが異なる製品が存在します。
なお、熱電併給型動力発生装置(コジェネレーション）の適用条件に関わる注意点は、データベースの摘要欄の内容をご確認ください。
（熱電併給型動力発生装置(コジェネレーション）は、ESGリース促進事業とリース信用保険制度の基準が同じであるため、基準に係る注意点も同じとなっております。）

（参考5）「高効率ショーケース」の△表記について
一部の製品においては、同一の型番であっても、組み込む照明の種類により補助対象か否かが異なる製品が存在します。
なお、高効率ショーケースの適用条件に関わる注意点は、データベースの摘要欄の内容をご確認ください。
（高効率ショーケースは、ESGリース促進事業とリース信用保険制度の基準が同じであるため、基準に係る注意点も同じとなっております。）
※組み込む照明の種類によりESGリース促進事業の補助対象適否が異なる製品については、ESGリース欄の表記を△に随時変更を行っています。

ESGリース促進事業の補助対象適否が異なる製品のリスト（データベース上「△」表記の製品）
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製品分類 機構指定番号 メーカー名 製品名 型式番号

低炭素投資促進法
の

告示品名
ESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点

（詳細はメーカーにご確認下さい。）

本製品リス
トにおける
更新日

(「-」は
2011/11/
13以前の更
新分）

工作機械 A5BW5206A0028M （株）北村製作所 ハイブリッドグラインダー KGI-20NⅡA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0029N （株）北村製作所 ハイブリッドグラインダー KGI-30LM 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0030E （株）北村製作所 ハイブリッドグラインダー KGI-30LMA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0034J （株）北村製作所 小型精密2頭軸櫛刃型CNC旋盤 KNC-160W 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5206A0035K （株）北村製作所 小型精密2頭軸櫛刃型CNC旋盤 KNC-160WA 高効率切削加工機 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BW5207A0033J （株）北村製作所 内面研削盤 KGI-100N 高効率研削盤 油圧チャック仕様時は対象外 2019/4/10
工作機械 A5BG5206A00434 （株）松浦機械製作所 5軸制御立形マシニングセンタ MX-330 高効率切削加工機 PC1,PC10仕様を除く 2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0034B （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-10EX 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0035C （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-12EX 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0036D （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-14EXL 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0042A （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-30/40DX 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0043B （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-35SX 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0044C （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-40/50DX 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0045D （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-50/60DX 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0046E （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-60/70DX 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0048G （株）オーエム製作所 ターニングセンタ Neoα-10EXⅡ 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5BK9206A0054D （株）オーエム製作所 CNC立旋盤 RT-915 高効率切削加工機
標準仕様は該当。但しオプションで油圧装置付
きになる場合は非該当

2019/4/11

工作機械 A5CA9206A00231 （株）タカハシキカイ CNCターニングセンタ LD1 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00242 （株）タカハシキカイ CNCターニングセンタ LD1-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00253 （株）タカハシキカイ CNCターニングセンタ LD2 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00264 （株）タカハシキカイ CNCターニングセンタ LM-W-LR 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00275 （株）タカハシキカイ CNCターニングセンタ LM6 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00286 （株）タカハシキカイ CNCターニングセンタ LM7 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00297 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L03A-W-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A0030Z （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L100 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00310 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L100-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00321 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L2-P 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00332 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L2-P-2NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00343 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L20 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00354 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L20-2NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00365 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L30 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00376 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L30-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00387 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L3Ⅱ-W-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00398 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L60FB-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00400 （株）タカハシキカイ くし刃型CNC旋盤 L70FB-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00411 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 L10H 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00422 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 L10H-2NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00433 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 L15T 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00444 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 L20T-W-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00455 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 L5-T 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00466 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 L5-T-2NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00477 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 L5T-W-NCL 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00488 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 T60 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11
工作機械 A5CA9206A00499 （株）タカハシキカイ タレット型CNC旋盤 WT50 高効率切削加工機 油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る。 2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00011 （株）日進製作所 ホーニング盤 F25G-A2DL 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00022 （株）日進製作所 ホーニング盤 F25G-A2DR 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00033 （株）日進製作所 ホーニング盤 F25G-M2DL 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00044 （株）日進製作所 ホーニング盤 F25G-M2DR 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00055 （株）日進製作所 ホーニング盤 F50G-A2DL 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00066 （株）日進製作所 ホーニング盤 F50G-A2DR 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00077 （株）日進製作所 ホーニング盤 F50G-M2DL 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00088 （株）日進製作所 ホーニング盤 F50G-M2DR 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00099 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-AR1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00101 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-AR2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00112 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-AS1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00123 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-AS2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00134 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-AT1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00145 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-AT2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00156 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-AT3 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00167 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MM1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00178 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MM2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00189 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MR1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11
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工作機械 A5DK2207A0019A （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MR2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00202 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MS1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00213 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MS2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00224 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MT1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00235 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MT2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00246 （株）日進製作所 ホーニング盤 G25-MT3 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00257 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-AR1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00268 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-AR2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00279 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-AS1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0028A （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-AS2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0029B （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-AT1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00303 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-AT2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00314 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-AT3 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00325 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MM1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00336 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MM2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00347 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MR1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00358 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MR2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00369 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MS1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0037A （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MS2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0038B （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MT1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0039C （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MT2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00404 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50-MT3 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00415 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-AR1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00426 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-AR2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00437 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-AS1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00448 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-AS2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00459 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-AT1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0046A （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-AT2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0047B （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-AT3 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0048C （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MM1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0049D （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MM2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00505 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MR1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00516 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MR2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00527 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MS1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00538 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MS2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A00549 （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MT1 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0055A （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MT2 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 A5DK2207A0056B （株）日進製作所 ホーニング盤 G50L-MT3 高効率研削盤
ｵﾌﾟｼｮﾝの内容によって、油圧ＵＴを設置する場
合がある為

2019/4/11

工作機械 B2AE4208A00777 コマツ産機（株） レーザ加工機 TLVｼﾘｰｽﾞ 高効率特殊加工機 パレットチェンジャ付属の場合は対象外 2019/4/17
工作機械 A5AE2207A00293 コマツNTC（株） センタレス研削盤 CLG-5BL 高効率研削盤 ﾜｰｸﾚｽﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ付きはESG対象外 2022/12/6
工作機械 A5AL7207A0008B （株）アマダオリイ 成型研削盤 WINSTAR-SP 高効率研削盤 左右ボールネジ仕様のみESGリース該当 2019/4/17
工作機械 A5AL7207A00036 （株）アマダマシナリー 成型研削盤 MEISTER-G3 高効率研削盤 左右ボールネジ仕様のみ対象 2020/7/9
工作機械 A5AL7207A0008B （株）アマダマシナリー 成型研削盤 WINSTAR-SP 高効率研削盤 左右ボールネジ仕様のみ対象 2020/7/9
工作機械 A5AL7207A0008B （株）アマダマシナリー 成型研削盤 WINSTAR-SP 高効率研削盤 左右ボールネジ仕様のみ対象 2020/7/9

工作機械 A5AF2206A0006Y スター精密（株） CNC自動旋盤 SRｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
SR-38、SR-32JII：ESGリース非該当
SR-32J：油圧ﾕﾆｯﾄのｵﾌﾟｼｮﾝ選択時はESGリー
ス非該当

2019/4/17

工作機械 A5CC5206A0003X （株）紀和マシナリー 横形マシニングセンタ KH-55 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A0010V （株）紀和マシナリー 立形マシニングセンタ Triple V21i-S 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17
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工作機械 A5CC5206A0011W （株）紀和マシナリー 立形マシニングセンタ Triple V41 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A0012X （株）紀和マシナリー 横形マシニングセンタ Triple H40 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A0013Y （株）紀和マシナリー 立形マシニングセンタ Triple V22 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A0014Z （株）紀和マシナリー 立形マシニングセンタ KCW-10V 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A00150 （株）紀和マシナリー 横形マシニングセンタ KH4100 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A00161 （株）紀和マシナリー 横形マシニングセンタ KH4500 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A00172 （株）紀和マシナリー 横形マシニングセンタ KH4500kai 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A00183 （株）紀和マシナリー 立形マシニングセンタ TripleV40 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2019/4/17

工作機械 A5CC5206A00194 （株）紀和マシナリー 立形マシニングセンタ GV40 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2020/11/17

工作機械 A5CC5206A0020W （株）紀和マシナリー 横形マシニングセンタ KH-5800kai 高効率切削加工機 切削機械のうち油圧ﾕﾆｯﾄを有しないものに限る 2021/12/6

工作機械 A5CA1206A0001P （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C24 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0002Q （株）長谷川機械製作所 小型精密CNC旋盤 J ｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0003R （株）長谷川機械製作所 小型精密CNC旋盤 P ｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0004S （株）長谷川機械製作所 精密CNC旋盤 H ｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0005T （株）長谷川機械製作所 超小型ミーリングセンタ PMｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0006U （株）長谷川機械製作所 超小型横形ミーリングセンタ PMHｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0007V （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0008W （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25M 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0009X （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25MS 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0010P （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25MT 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0011Q （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25MY 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0012R （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25MYS 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0013S （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25MYT 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0014T （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25S 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0015U （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C25T 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0016V （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0017W （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42M 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17
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工作機械 A5CA1206A0018X （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42MS 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0019Y （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42MT 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0020Q （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42MY 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0021R （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42MYS 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0022S （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42MYT 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0023T （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42S 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5CA1206A0024U （株）長谷川機械製作所 小型精密CNCタレット旋盤 C42T 高効率切削加工機

加工物の保持機能、ツール、テーブル及び刃物
台等の送り機構等に直接関与する油圧アク
チュエータに、作動油を供給する油圧ユニットを
有しない場合に限る。

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A00356 DMG森精機（株） 立形マシニングセンタ NV4000 DCG 高効率切削加工機
油圧冶具I/Fを搭載する場合、又はロータリー
テーブルを搭載し、そのクランプ方式が油圧で
ある場合はESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A00413 DMG森精機（株） 立形マシニングセンタ NVD4000 DCG 高効率切削加工機
油圧冶具I/Fを搭載する場合、又はロータリー
テーブルを搭載し、そのクランプ方式が油圧で
ある場合はESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A01021 DMG森精機（株） CNC旋盤 G100|300 高効率切削加工機
油圧チャック対応の仕様についてはESGリース
対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A01032 DMG森精機（株） CNC旋盤 G100|480 高効率切削加工機
油圧チャック対応の仕様についてはESGリース
対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A01256 DMG森精機（株） 立形マシニングセンタ CMX1100V 高効率切削加工機

主軸20,000回転仕様もしくは油圧治具I/F仕様
を搭載している場合、又はロータリーテーブルを
搭載し、そのクランプ方式が油圧である場合は
ESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A01267 DMG森精機（株） 立形マシニングセンタ CMX600V 高効率切削加工機

主軸20,000回転仕様もしくは油圧治具I/F仕様
を搭載している場合、又はロータリーテーブルを
搭載し、そのクランプ方式が油圧である場合は
ESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A01278 DMG森精機（株） 立形マシニングセンタ CMX800V 高効率切削加工機

主軸20,000回転仕様もしくは油圧治具I/F仕様
を搭載している場合、又はロータリーテーブルを
搭載し、そのクランプ方式が油圧である場合は
ESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A01414 DMG森精機（株） CNC旋盤 G-06 高効率切削加工機
油圧チャック対応の仕様についてはESGリース
対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A01425 DMG森精機（株） CNC旋盤 G-07 高効率切削加工機
油圧チャック対応の仕様についてはESGリース
対象外

2019/4/17

工作機械 A5BE8206A0184B DMG森精機（株） 立形マシニングセンタ NVX 7000 高効率切削加工機
油圧冶具I/Fを搭載する場合、又はロータリー
テーブルを搭載し、そのクランプ方式が油圧で
ある場合はESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5CH7207A00013 （株）大宮マシナリー センタレス研削盤 OCｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤
一部の機種及びオプション等により、油圧ユ
ニットを搭載する場合は非該当

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0034F （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ V56i 高効率切削加工機
パレットチェンジャもしくは油圧式RWH付属時は
ESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0035G （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ V56i GRAPHITE 高効率切削加工機
パレットチェンジャもしくは油圧式RWH付属時は
ESGリース対象外

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0037J （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ V77 高効率切削加工機 パレットチェンジャ付属時はESGリース対象外 2019/4/17
工作機械 A5AU5206A0091J （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ L2 高効率切削加工機 固定テーブル仕様選択時は油圧無しで該当 2019/4/17
工作機械 A5AU5206A0096P （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ GF6 高効率切削加工機 パレットチェンジャ付属時はESGリース対象外 2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0098R （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCD2518 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0101A （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCC1513 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0111B （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCD1513 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0113D （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCD1816 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0114E （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCD1818 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0115F （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCD2016 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0118J （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCD2018 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17

工作機械 A5AU5206A0119K （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ MCD2516 高効率切削加工機
オプションのパレットを選択した場合は「油圧加
工に使用」に該当するためESGリース非該当と
なる

2019/4/17
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工作機械 A5AU5206A0231E （株）牧野フライス製作所 マシニングセンタ J6 高効率切削加工機

B軸0.001°仕様　治具で油圧クランプを使わな
い場合にESGリース設備機に該当。A軸仕様
治具で油圧クランプを使わない場合にESGリー
ス設備機に該当。AB軸仕様　治具で油圧クラン
プを使わない場合にESGリース設備機に該当。

2020/12/28

工作機械 A5CM5206A00148 SHODA（株） NCルータ NC163 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する場合
は非該当

2019/4/17

工作機械 A5CM5206A00159 SHODA（株） NCルータ NC163U 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する場合
は非該当

2019/4/17

工作機械 A5CM5206A0017B SHODA（株） NCルータ NC516 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する場合
は非該当

2019/4/17

工作機械 A5CM5206A0018C SHODA（株） NCルータ NC516U 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する場合
は非該当

2019/4/17

工作機械 A5CM5206A00238 SHODA（株） NCルータ NCW163 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する場合
は非該当

2019/4/17

工作機械 A5CM5206A00249 SHODA（株） NCルータ NCW516 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する場合
は非該当

2019/4/17

工作機械 A5CM5206A00058 SHODA（株） NCルータ NC7000U 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A0025A SHODA（株） NCルータ SPB7U 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A0026B SHODA（株） NCルータ NCN1300U 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A0027C SHODA（株） NCルータ NC6000 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A0028D SHODA（株） NCルータ NC7000 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A0035B SHODA（株） NCルータ NCW6000 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A00317 SHODA（株） NCルータ NC6100 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A00328 SHODA（株） NCルータ NC7100 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5CM5206A00339 SHODA（株） NCルータ NC7100U 高効率切削加工機
オプション仕様により油圧ユニットを有する機械
が含まれる。

2021/6/14

工作機械 A5BJ2207A00063 （株）太陽工機 立形研削盤 IGVｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤
タレット機（砥石台をタレット化し砥石軸を2本装
備している仕様）の場合は油圧ユニットを有する
ため非該当

2019/4/24

工作機械 A5AZ5206A0017M 村田機械（株） NC旋盤 MWｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
型式詳細がMW35, MW50またはMW80かつ空圧
シリンダを使う場合のみ対象

2021/12/2

工作機械 A5CW9207A0015P 黒田精工（株） 精密平面研削盤 GS-30PFNC 高効率研削盤 左右駆動ボールねじ仕様の際は該当 2019/4/24
工作機械 A5CW9207A0016Q 黒田精工（株） 精密平面研削盤 GS-45PFNC 高効率研削盤 左右駆動ボールねじ仕様の際は該当 2019/4/24
工作機械 A5CW9207A0017R 黒田精工（株） 精密平面研削盤 GS-52PFNC 高効率研削盤 左右駆動ボールねじ仕様の際は該当 2019/4/24
工作機械 A5CW9207A0019T 黒田精工（株） 精密平面研削盤 GS-63PFNC 高効率研削盤 左右駆動ボールねじ仕様の際は該当 2019/4/24
工作機械 A5CW9207A0021L 黒田精工（株） 精密平面研削盤 GS-64PFNC 高効率研削盤 左右駆動ボールねじ仕様の際は該当 2019/4/24
工作機械 A5CW9207A0023N 黒田精工（株） 精密平面研削盤 GS-65PFNC 高効率研削盤 左右駆動ボールねじ仕様の際は該当 2019/4/24

工作機械 A5BP9206A00019 （株）メクトロン CNCドリリングタッピングマシン MTV-Cｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
加工保持具に油圧ユニット(インバーター方式を
含む)使用を除く。

2019/4/24

工作機械 A5BP9206A0002A （株）メクトロン CNCドリリングタッピングマシン MTV-Tｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
加工保持具に油圧ユニット(インバーター方式を
含む)使用を除く。

2019/4/24

工作機械 A5BP9206A0003B （株）メクトロン 工程集約型マシニングセンタ MCHｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
加工保持具に油圧ユニット(インバーター方式を
含む)使用を除く。

2019/4/24

工作機械 A5BP9206A0004C （株）メクトロン 立型コンパクトマシニングセンタ MTS-Cｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
加工保持具に油圧ユニット(インバーター方式を
含む)使用を除く。

2019/4/24

工作機械 A5BP9206A0005D （株）メクトロン 立型コンパクトマシニングセンタ MTV-Tｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機
加工保持具に油圧ユニット(インバーター方式を
含む)使用を除く。

2019/4/24

工作機械 A5AN4206A00258 （株）ジェイテクト 立型マシニングセンタ FVｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4206A0027A （株）ジェイテクト 立型マシニングセンタ e640V 高効率切削加工機 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4206A0029C （株）ジェイテクト 5軸立型マシニングセンタ UX570-5Axis 高効率切削加工機 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A00013 （株）ジェイテクト カムライン用研削盤 GC32M 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0038D （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL3A-25SⅢ 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0039E （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL3P-25SⅢ 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0056D （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 SelectG7-100 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0057E （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 SelectG7-250 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0058F （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 SelectG7-320 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0059G （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 SelectG7-400 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A00608 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-100 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A00619 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-150 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0062A （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-200 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0063B （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-50 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0064C （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-100 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0065D （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-150 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0066E （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-200 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0067F （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-50 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0069H （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Ai‐100 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A00709 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Ai‐150 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0071A （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Ai‐200 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0072B （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Ai‐50 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0073C （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Pi‐100 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0074D （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Pi‐150 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0075E （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Pi‐200 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0076F （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4Pi‐50 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0085F （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-100 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0086G （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-150 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0087H （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-200 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0088J （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Aⅰ-50 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0089K （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-100 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0090B （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-150 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0091C （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-200 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0092D （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE4Pⅰ-50 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0093E （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 e500GA-280 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0094F （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 e500GP-280 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0095G （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4-SⅢ PREMIUM 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
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工作機械 A5AN4207A0117B （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE3Ai-25 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0118C （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE3Ai-25 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0119D （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE3Pi-25 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01205 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE3Pi-25 HYPER 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01216 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GE3Pi-25 PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01227 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL3Ai-25 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01238 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL3Pi-25 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0127C （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4i-100SWITCH 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0128D （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4i-150SWITCH 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0129E （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4i-200SWITCH 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01306 （株）ジェイテクト CNC円筒研削盤 GL4i-50SWITCH 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01317 （株）ジェイテクト CNC内面研削盤 GE4Pi-100INTER 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01328 （株）ジェイテクト CNC内面研削盤 GE4Pi-150INTER 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01339 （株）ジェイテクト CNC内面研削盤 GE4Pi-200INTER 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0134A （株）ジェイテクト CNC内面研削盤 GE4Pi-50INTER 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0135B （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-100 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0136C （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-100PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0137D （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-160 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0138E （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-160PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0139F （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-250 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01407 （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-250PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01418 （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-320 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A01429 （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-320PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0143A （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-400 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5AN4207A0144B （株）ジェイテクト 大型円筒研削盤 GE6i-400PRO 高効率研削盤 「油圧なし」標準機のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5CG7206A00011 有限会社ジェー・ケー・エム マシニングセンタ 5X-410 高効率切削加工機 油圧なし仕様のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5CG7207A00023 有限会社ジェー・ケー・エム 平型自研機 2GHR-12 高効率研削盤 油圧なし仕様のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5CG7207A00045 有限会社ジェー・ケー・エム 片面刃物研削盤 GU-14 高効率研削盤 油圧なし仕様のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5CG7207A00067 有限会社ジェー・ケー・エム 目通し自研機 Gu-16 高効率研削盤 油圧なし仕様のみ該当 2019/4/24
工作機械 A5BH3206A01052 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-200/250 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A01063 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-200Ⅱ/250Ⅱ 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A0295C ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-430A 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A0296D ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-430A HS 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A0297E ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-530C 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A0298F ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-530C HS 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A0299G ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-535C 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A0300Z ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-700D 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03098 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-35/60 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03100 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-35/80 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03302 ヤマザキマザック（株） 量産部品加工向けマシン UN-600/30H 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03313 ヤマザキマザック（株） 量産部品加工向けマシン UN-600/30V 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03324 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-100/120 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03335 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-100/160 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03346 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-35/120 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03357 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-60/120 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03368 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-60/160 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A03379 ヤマザキマザック（株） 立形マシニングセンタ FJV-60/80 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/5/8
工作機械 A5BH3206A0357B ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VC-PRIMOS 400 L 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/6/25
工作機械 A5BH3206A00815 ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VTC530/20 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/6/25
工作機械 A5BH3206A0358C ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-430A LH 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/6/25
工作機械 A5BH3206A0359D ヤマザキマザック（株） 立型マシニングセンタ VCN-530C LH 高効率切削加工機 オプションで油圧ユニットを有する場合は非該 2019/6/25
工作機械 A5DD8206A00043 北井産業（株） 4軸CNC万能小形ホブ盤 HOBLON8NC 高効率切削加工機 空圧式クランプ機構の場合のみ該当 2019/5/8
工作機械 A5DD8206A00032 北井産業（株） 4軸CNC高速小形歯車形削り盤 KS-6N 高効率切削加工機 空圧式クランプ機構の場合のみ該当 2019/12/2
工作機械 A5BK3206A00121 三井精機工業（株） 立形マシニングセンタ VU50A 高効率切削加工機 標準仕様時該当 2019/5/8
工作機械 A5BK3206A00132 三井精機工業（株） 立形マシニングセンタ Vertexｼﾘｰｽﾞ 高効率切削加工機 標準仕様時該当 2019/5/8
工作機械 A5BK3207A00010 三井精機工業（株） ねじ研削盤 GSｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 標準仕様時該当 2019/5/8
工作機械 A5AY2207A0005F 住友重機械ファインテック（株） CNC門形平面研削盤 KSLｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 テーブルモータ駆動機種のみ対象 2019/5/8
工作機械 A5AY2207A0006G 住友重機械ファインテック（株） クロスレール固定門形平面研削盤KSL-Fｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 テーブルモータ駆動機種のみ対象 2019/5/8
工作機械 A5BL6206A0028C 西部電機（株） 櫛歯型旋盤 SNC-30Pi 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2019/5/29
工作機械 A5BL6206A00305 西部電機（株） 櫛歯型旋盤 SNC-40Pi 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2019/5/29
工作機械 A5BL6206A00316 西部電機（株） 櫛歯型旋盤 SNC-40PⅡ 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2019/5/29
工作機械 A5BL6206A0047D 西部電機（株） 櫛刃型旋盤 SNC-30P0i 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2019/5/29
工作機械 A5BL6206A0048E 西部電機（株） 櫛刃型旋盤 SNC-40P0i 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2019/5/29

工作機械 A5CP1207A00013 光洋機械工業（株） 内面研削盤 KI-80A 高効率研削盤 機械仕様で基準を満たすか否かが異なります。 2019/5/29

工作機械 A5CP1207A00035 光洋機械工業（株） センタレス研削盤 ｾﾝﾀﾚｽｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 機械仕様で基準を満たすか否かが異なります。 2019/5/29

工作機械 A5CP1207A00046 光洋機械工業（株） 平面研削盤 HDｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 機械仕様で基準を満たすか否かが異なります。 2019/5/29

工作機械 A5CP1207A00057 光洋機械工業（株） 平面研削盤 Rｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤 機械仕様で基準を満たすか否かが異なります。 2019/5/29

工作機械 A5BJ2207A00030 （株）太陽工機 横形（内面）研削盤 IGHｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤
主に自動化仕様に用いられるオプション（例：自
動開閉振れ止め装置、インプロセス計測装置な
ど）が付いている場合は油圧ユニット有り。

2019/6/11

工作機械 A5DP9207A0001C （株）市川製作所 横軸ロータリー平面研削盤 RCB-202 高効率研削盤 ボールネジ仕様はオプション対応 2019/6/11
工作機械 A5DP9207A0002D （株）市川製作所 横軸ロータリー平面研削盤 RCB-242 高効率研削盤 ボールネジ仕様はオプション対応 2019/6/11
工作機械 A5DP9207A0015H （株）市川製作所 立軸角テーブル平面研削盤 ICS-1230 高効率研削盤 ボールネジ仕様はオプション対応 2019/6/11
工作機械 A5DP9207A0016J （株）市川製作所 立軸角テーブル平面研削盤 ICS-1530 高効率研削盤 ボールネジ仕様はオプション対応 2019/6/11
工作機械 A5DP9207A0017K （株）市川製作所 立軸角テーブル平面研削盤 ICS-2030 高効率研削盤 ボールネジ仕様はオプション対応 2019/6/11
工作機械 A5DP9207A0018L （株）市川製作所 立軸角テーブル平面研削盤 ICS-3030 高効率研削盤 ボールネジ仕様はオプション対応 2019/6/11
工作機械 A5DP9207A0019M （株）市川製作所 立軸角テーブル平面研削盤 ICS-4030 高効率研削盤 ボールネジ仕様はオプション対応 2019/6/11

工作機械 A5BX9207A0002K （株）ナガセインテグレックス 成形平面研削盤 SGCｼﾘｰｽﾞ 高効率研削盤
機械の駆動に油圧シリンダーを使用している場
合はESGリース非該当

2019/6/25

工作機械 A5BG9206A00089 （株）滝澤鉄工所 CNC精密中ぐり盤 TB-2000 高効率切削加工機 ﾜｰｸｸﾗﾝﾌﾟ治具に油圧を使用する場合は非該当 2019/7/23
工作機械 A5BG9206A00236 （株）滝澤鉄工所 ＃40立形マシニングセンター MAC-V40 高効率切削加工機 ﾜｰｸｸﾗﾝﾌﾟ治具に油圧を使用する場合は非該当 2019/7/23
工作機械 A5BG9206A00247 （株）滝澤鉄工所 ＃40立形マシニングセンター MAC-Y520 高効率切削加工機 ﾜｰｸｸﾗﾝﾌﾟ治具に油圧を使用する場合は非該当 2019/7/23

工作機械 A5DS2206A00017 （株）スギノマシン 立形マシニングセンタ SCV-611FE 高効率切削加工機
オプションにより油圧ユニットを使用する場合は
ESGリース非該当

2019/10/16

工作機械 A5BZ5208A0014M 小池酸素工業（株） プラズマ切断機 PNCｼﾘｰｽﾞ 高効率特殊加工機 ガス専用機は対象外 2019/10/29
工作機械 A5BZ5208A0001H 小池酸素工業（株） プラズマ切断機 ECONOGRAPHｼﾘｰｽﾞ 高効率特殊加工機 ガス専用機は対象外 2019/11/19
工作機械 A5BZ5208A0007P 小池酸素工業（株） プラズマ切断機 NANOGRAPHｼﾘｰｽﾞ 高効率特殊加工機 ガス専用機は対象外 2019/11/19
工作機械 A5BZ5208A0008Q 小池酸素工業（株） プラズマ切断機 TECHNOGRAPHｼﾘｰｽﾞ 高効率特殊加工機 ガス専用機は対象外 2019/11/19
工作機械 A5BZ5208A0009R 小池酸素工業（株） プラズマ切断機 UNITEXｼﾘｰｽﾞ 高効率特殊加工機 ガス専用機は対象外 2019/11/19
工作機械 A5BX7206A0013J 高松機械工業（株） NC旋盤 XD-8 PLUS 高効率切削加工機 但し、ｵﾌﾟｼｮﾝで油圧ﾕﾆｯﾄを有する場合は対象 2019/12/17
工作機械 A5BX7206A0027P 高松機械工業（株） NC旋盤 XW-30PLUS 高効率切削加工機 但し、ｵﾌﾟｼｮﾝで油圧ﾕﾆｯﾄを有する場合は対象 2019/12/17
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工作機械 A5BX7206A0031J 高松機械工業（株） NC旋盤 J-WAVE PLUS 高効率切削加工機 但し、ｵﾌﾟｼｮﾝで油圧ﾕﾆｯﾄを有する場合は対象 2019/12/17
工作機械 A5BX7206A0033L 高松機械工業（株） NC旋盤 XG-4 高効率切削加工機 但し、ｵﾌﾟｼｮﾝで油圧ﾕﾆｯﾄを有する場合は対象 2019/12/17

工作機械 A5DK8206A00038
Haas Automation,Inc.（ハース
オートメーション）

横形マシニングセンタ EC-1600 高効率切削加工機
4軸ロータリーテーブル(4TH-AXIS-RTY)オプ
ションを選択した場合は対象外。

2020/1/15

工作機械 A5DK8206A00049
Haas Automation,Inc.（ハース
オートメーション）

横形マシニングセンタ EC-1600ZT 高効率切削加工機
4軸ロータリーテーブル(4TH-AXIS-RTY)オプ
ションを選択した場合は対象外。

2020/1/15

工作機械 A5DK8206A0060B
Haas Automation,Inc.（ハース
オートメーション）

立形マシニングセンタ MINIMILL-EDU 高効率切削加工機
本製品は教育機関にのみ販売可能です。詳細
はお問合せ下さい。

2020/1/15

工作機械 A5DK8206A00319
Haas Automation,Inc.（ハース
オートメーション）

CNC旋盤 TL-1-EDU 高効率切削加工機
本製品は教育機関にのみ販売可能です。詳細
はお問合せ下さい。

2020/1/15

工作機械 A5AC6206A01374 オークマ（株） NC立型旋盤 V100R 高効率切削加工機
手締めチャック仕様の場合に限りESGリース対
象設備に該当

2020/7/9

工作機械 A5BW5207A0036M （株）北村製作所 溝研削機 KGY-180 高効率研削盤 油圧チャック仕様時は対象外 2020/11/17

工作機械 A5BL6206A0058F 西部電機（株） くし刃型旋盤 SNC-40PⅡ 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2020/11/17

工作機械 A5BL6206A0054B 西部電機（株） くし刃型旋盤 SNC-30P0i 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2020/11/17

工作機械 A5BL6206A0057E 西部電機（株） くし刃型旋盤 SNC-40P0i 高効率切削加工機 油圧チャック使用時は非該当 2020/11/17

工作機械 A5CP2207A00058 トーヨーエイテック(株) 立形研削盤 TVG-35C 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A0008B トーヨーエイテック(株) 内面研削盤 THG-10C 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A0009C トーヨーエイテック(株) 立形研削盤 TVG-20C 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A00104 トーヨーエイテック(株) 外径研削盤 T-235CNC 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A00115 トーヨーエイテック(株) 内面研削盤 T-11JB 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A00126 トーヨーエイテック(株) 内面研削盤 THG-15S 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A00148 トーヨーエイテック(株) 立形研削盤 TVG-15CA 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A00159 トーヨーエイテック(株) 立形研削盤 TVG-20S 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A0016A トーヨーエイテック(株) 立形研削盤 TVG-35S 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A0017B トーヨーエイテック(株) 立形研削盤 TVG-40S 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5CP2207A00137 トーヨーエイテック(株) 立形研削盤 TVG-10PG 高効率研削盤
仕様により異なるため、詳細はメーカーへ確認
下さい。

2020/12/28

工作機械 A5BF1206A0006Y 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM 9150V 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

工作機械 A5BF1206A00080 安田工業(株) 横形マシニングセンタ H40i 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

工作機械 A5BF1206A00091 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM Vi40 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

工作機械 A5BF1206A0010T 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM 640V Ver.Ⅳ 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

工作機械 A5BF1206A0012V 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM 950V Ver.Ⅳ 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

工作機械 A5BF1206A0016Z 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM Vi40 Vver.Ⅲ 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

工作機械 A5BF1206A0005X 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM 640Vver.Ⅲ 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2021/6/25

工作機械 A5BF1206A0007Z 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM 950Vver.Ⅲ 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2021/6/25

工作機械 A5BF1206A0011U 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM 9150V Vver.Ⅱ 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2021/6/25
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工作機械 A5BF1206A0013W 安田工業(株) 立形マシニングセンタ YBM Vi40 Vver.Ⅱ 高効率切削加工機
高効率仕様を選択時のみESGリース対象設備
に該当

2021/6/25

工作機械 A5DD6208A00010 エンシュウ（株） レーザー加工機 EFL 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6208A00021 エンシュウ（株） レーザー加工機 ELC 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6208A00032 エンシュウ（株） レーザー加工機 ELD 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6208A00324 エンシュウ（株） レーザー加工機 ELM 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6208A00043 エンシュウ（株） レーザー加工機 EPI 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6208A00335 エンシュウ（株） レーザー加工機 L1 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6208A00054 エンシュウ（株） レーザー加工機 LBM10 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6208A00065 エンシュウ（株） レーザー加工機 LBM20 高効率特殊加工機 油圧ユニットを有しないものに限る 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00074 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ D50H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00096 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE460H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00287 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE460He 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A0010Y エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE480H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00298 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE480He 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A0011Z エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE580H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00344 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE580He 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00120 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE590H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00142 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ JE50S 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00153 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ VF80H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00276 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE30H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00085 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE40H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00355 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ BF100V 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00366 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ BF100VL 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00164 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ BH100V 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00377 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ BH100VL 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00401 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ EV450T(2APC) 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00197 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ EV450Te(2APC) 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00412 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ EV540 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00254 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ WE30Ve(2APC) 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00388 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ EV360T 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00175 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ EV360Te 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00399 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ EV450T 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00186 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ EV450Te 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00423 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ GE15V 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00221 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ GE15Ve 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00300 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ GE30V 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00232 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ GE30Ve 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00311 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ WE30V 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00243 エンシュウ（株） 立形マシニングセンタ WE30Ve 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00265 エンシュウ（株） 立旋盤 EP-O 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/9/6
工作機械 A5DD6206A00434 エンシュウ（株） 横形マシニングセンタ GE50H 高効率切削加工機 油圧治具を使う場合は対象外 2021/12/2

9/17



製品分類 機構指定番号 メーカー名 製品名 型式番号

低炭素投資促進法
の

告示品名
ESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点

（詳細はメーカーにご確認下さい。）

本製品リス
トにおける
更新日

(「-」は
2011/11/
13以前の更
新分）

鍛圧機械 B2BQ1209A0018B トルンプ（株） TruBend5050 TruBend5050 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A0019C トルンプ（株） TruBend5085 TruBend5085 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A00204 トルンプ（株） TruBend5085 TruBend5085S 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A00215 トルンプ（株） TruBend5085 TruBend5085SX 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A00226 トルンプ（株） TruBend5085 TruBend5085X 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A00237 トルンプ（株） TruBend5130 TruBend5130 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A00248 トルンプ（株） TruBend5130 TruBend5130X 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A00259 トルンプ（株） TruBend5170 TruBend5170 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A0026A トルンプ（株） TruBend5170 TruBend5170S 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A0027B トルンプ（株） TruBend5230 TruBend5230 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A0028C トルンプ（株） TruBend5230 TruBend5230S 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BQ1209A0029D トルンプ（株） TruBend5320 TruBend5320 高効率液圧プレス
オプション仕様のオンディマンドドライブ機能
を有する場合のみ補助対象設備に該当

2015/11/6

鍛圧機械 B2BZ6209A0004L 三起精工（株） 生産プレス STSｼﾘｰｽﾞ 高効率液圧プレス
インバーター駆動方式を有する場合のみESGリー
ス対象設備に該当

2014/6/16

鍛圧機械 B2BZ6209A0001H 三起精工（株） トライアウトプレス STRｼﾘｰｽﾞ 高効率液圧プレス

インバータ駆動方式を有する場合のみESGリース
対象設備に該当。詳細についてはメーカにお問
い合わせ下さい。

2014/6/16

鍛圧機械 B2BZ6209A0002J 三起精工（株） ダイスポッティングプレス DPMｼﾘｰｽﾞ 高効率液圧プレス

インバータ駆動方式を有する場合のみESGリース
対象設備に該当。詳細についてはメーカにお問
い合わせ下さい。

2014/6/16

鍛圧機械 B2BZ6209A0003K 三起精工（株） 反転式ダイスポッティングプレス SDPｼﾘｰｽﾞ 高効率液圧プレス

インバータ駆動方式を有する場合のみESGリース
対象設備に該当。詳細についてはメーカにお問
い合わせ下さい。

2014/6/16

鍛圧機械 B2BZ6209A0005M 三起精工（株） 生産プレス SHMｼﾘｰｽﾞ 高効率液圧プレス
インバーター駆動方式を有する場合のみESG
リース対象設備に該当

2016/6/20

鋳造機械 B4BB4222A0025W 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC250J-MC
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0026X 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC250J-MH
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0027Y 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC250J-MS
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0034W 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC350R-S
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0035X 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC500J-MC
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0036Y 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC500J-MH
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0037Z 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC500J-MS
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0040T 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC650J-MC
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0041U 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC650J-MH
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0042V 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC650J-MS
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0043W 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC800J-MC
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0044X 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC800J-MH
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0045Y 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC800J-MS
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00492 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC800R-H
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0050U 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC800R-M
省エネルギー型ダイカスト
マシン

サーボ駆動油圧源付属の場合ESGリース対象設備
に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0051V 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC250J-MH2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0052W 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC250J-MS2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0053X 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC350J-MC
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0054Y 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC350J-MH
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0055Z 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC350J-MH2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00560 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC350J-MS
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00571 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC350J-MS2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00582 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC500J-MH2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00593 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC500J-MS2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0060V 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC500R-H
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0061W 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC500R-M
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28
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鋳造機械 B4BB4222A0062X 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC650J-MH2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0063Y 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC650J-MS2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00661 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC650R-H
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00672 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC650R-M
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00683 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC800J-MH2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00694 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC800J-MS2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A0082Z 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC1250J-MC
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB4222A00830 芝浦機械（株） ダイカストマシン DC1000J-MH2
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ低酸素設備に該当

2020/12/28

鋳造機械 B4BB8222A0021W 東洋機械金属（株） BD-80V6EX BD-80V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A0013X 東洋機械金属（株） BD-125V6EX BD-125V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A0014Y 東洋機械金属（株） BD-200V6EX BD-200V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A0015Z 東洋機械金属（株） BD-200V6EX-Ｈ BD-200V6EX-Ｈ
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A00160 東洋機械金属（株） BD-250V6EX BD-250V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A00171 東洋機械金属（株） BD-350V6EX BD-350V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A00182 東洋機械金属（株） BD-500V6EX BD-500V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A00193 東洋機械金属（株） BD-650V6EX BD-650V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A0020V 東洋機械金属（株） BD-800V6EX BD-800V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A0011V 東洋機械金属（株） BD-1000V6EX BD-1000V6EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A0012W 東洋機械金属（株） BD-1250V5EX BD-1250V5EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2020/8/17

鋳造機械 B4BB8222A0032Y 東洋機械金属（株） BD-80V7EX BD-80V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A0024Z 東洋機械金属（株） BD-125V7EX BD-125V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A00250 東洋機械金属（株） BD-200V7EX BD-200V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A00261 東洋機械金属（株） BD-200V7EX-Ｈ BD-200V7EX-Ｈ
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A00272 東洋機械金属（株） BD-250V7EX BD-250V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A00283 東洋機械金属（株） BD-350V7EX BD-350V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A00294 東洋機械金属（株） BD-500V7EX BD-500V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A0030W 東洋機械金属（株） BD-650V7EX BD-650V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A0031X 東洋機械金属（株） BD-800V7EX BD-800V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A0022X 東洋機械金属（株） BD-1000V7EX BD-1000V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B4BB8222A0023Y 東洋機械金属（株） BD-1250V7EX BD-1250V7EX
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモータ機能を有する場合
のみ該当

2021/12/6

鋳造機械 B1BF7223A01296 富士電機（株） るつぼ型誘導炉（中／高周波） HFTaa_xx/yy/zz 高効率溶解設備
予熱装置を付加した場合のみ適用 2015/5/19

鋳造機械 B1BF7223A0130Y 富士電機（株） るつぼ型誘導炉（低周波） NFTaa_xx/yy/zz 高効率溶解設備
予熱装置を付加した場合のみ適用 2015/5/19

鋳造機械 B1BF7223A0131Z 富士電機（株） アルミ溶湯保持炉 EMFAaa_xx/yy/zz 高効率溶解設備
予熱装置を付加した場合のみ適用 2015/5/19

鋳造機械 B1BF7223A01320 富士電機（株） コールドクルーシブル溶解装置 CCLMaa_xx/yy 高効率溶解設備
予熱装置を付加した場合のみ適用 2015/5/19

鋳造機械 B1BF7223A01331 富士電機（株） 高融点合金溶製・鋳造装置 FCC-xx 高効率溶解設備
予熱装置を付加した場合のみ適用 2015/5/19

鋳造機械 B1BF7223A01342 富士電機（株） 真空誘導炉 HFTVaa_xx/yy/zz 高効率溶解設備
予熱装置を付加した場合のみ適用 2015/5/19

鋳造機械 B1BF7223A01353 富士電機（株） 脱亜鉛誘導溶解システム HFTDaa_xx/yy/zz 高効率溶解設備
予熱装置を付加した場合のみ適用 2015/5/19

鋳造機械 B4AJ8222A00032 宇部興産機械(株) ダイカストマシン iS3ｼﾘｰｽﾞ
省エネルギー型ダイカスト
マシン

油圧ポンプ用サーボモーターを装備している場
合のみ該当

2020/12/28

空調用設
備

A1AG7238A2951G パナソニック（株）
高効率インバーター［X3］シリー
ズ

PA-P224F3XT
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/2/6

空調用設
備

A1AG7238A2974M パナソニック（株）
高効率インバーター［X3］シリー
ズ

PA-P280FE3XD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/2/6

空調用設
備

A1AG7238A2955L パナソニック（株）
高効率インバーター［X3］シリー
ズ

PA-P224FE3XV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AG7238A7810F パナソニック（株） Kシリーズ（寒冷地向） PA-P140V4K
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZ 地域のみ対象 2013/12/16

空調用設
備

A1AG7238A7816M パナソニック（株） Kシリーズ（寒冷地向） PA-P160L4K
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZ 地域のみ対象 2013/12/16

空調用設
備

A1AG7238A7817N パナソニック（株） Kシリーズ（寒冷地向） PA-P160L4KD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZ 地域のみ対象 2013/12/16

11/17
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空調用設
備

A1AG7238A7901G パナソニック（株） Xシリーズ（高効率タイプ） PA-P224L4XT
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZ 地域のみ対象 2013/12/16

空調用設
備

A1AG7238B0826G パナソニック（株） Xシリーズ PA-P224L4XTN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZの機器のみ該当 2015/11/6

空調用設
備

A1AG7238B1630A パナソニック（株） 寒冷地向け〔K〕シリーズ PA-P112B4KX
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1644F パナソニック（株） 寒冷地向け〔K〕シリーズ PA-P140B4KXN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1656J パナソニック（株） 寒冷地向け〔K〕シリーズ PA-P160B4KXDN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1657K パナソニック（株） 寒冷地向け〔K〕シリーズ PA-P160B4KXN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1824F パナソニック（株） 高効率インバーター〔X〕シリーズ PA-P224E4XN2
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1852G パナソニック（株） 高効率インバーター〔X〕シリーズ PA-P224V4XDN2
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1853H パナソニック（株） 高効率インバーター〔X〕シリーズ PA-P224V4XTN2
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1855K パナソニック（株） 高効率インバーター〔X〕シリーズ PA-P280B4XN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1857M パナソニック（株） 高効率インバーター〔X〕シリーズ PA-P280BD4XN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238B1859P パナソニック（株） 高効率インバーター〔X〕シリーズ PA-P280E4XN2
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hzのみ 2017/1/1

空調用設
備

A1AG7238C30217 パナソニック（株） Hシリーズ（標準） PA-P280B6HN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZ地区のみ該当 2017/11/9

空調用設
備

A1AG7238C3018D パナソニック（株） Hシリーズ（標準） PA-P224V6HDN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZ地区のみ該当 2017/11/9

空調用設
備

A1AG7238C3019E パナソニック（株） Hシリーズ（標準） PA-P224V6HTN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50HZ地区のみ該当 2017/11/9

空調用設
備

A1AG7238C3798U パナソニック（株） H6Zシリーズ（標準・沖縄専用） PA-P280B6HZN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象（60Hz仕様は対象外）
2019/7/23

空調用設
備

A1AG7238C3792N パナソニック（株） H6Zシリーズ（標準・沖縄専用） PA-P224V6HDZN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象（60Hz仕様は対象外）
2019/7/23

空調用設
備

A1AG7238C3793P パナソニック（株） H6Zシリーズ（標準・沖縄専用） PA-P224V6HTZN
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象（60Hz仕様は対象外）
2019/7/23

空調用設
備

A1AG7238C5231C パナソニック（株） Hシリーズ（標準） PA-P280B6HNB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象（60Hz仕様は対象外）
2020/7/9

空調用設
備

A1AG7238C5227H パナソニック（株） Hシリーズ（標準） PA-P224V6HDNB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象（60Hz仕様は対象外）
2020/7/9

空調用設
備

A1AG7238C5228J パナソニック（株） Hシリーズ（標準） PA-P224V6HTNB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象（60Hz仕様は対象外）
2020/7/9

空調用設
備

A1AW7238A0102G 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDEVP1403HPD3F
高効率業務用エアコン
ディショナー

60Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A0116M 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDEVP1403HPD3D
高効率業務用エアコン
ディショナー

60Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A0467W 三菱重工業（株） セゾンインバータエアコン FDRXP2243HPD3D
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A0675X 三菱重工業（株） セゾンインバータエアコン FDRXP2243HPD3F
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/2/6

空調用設
備

A1AW7238A06780 三菱重工業（株） セゾンインバータエアコン FDRXP2803HPD3D
高効率業務用エアコン
ディショナー

60Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A0748Y 三菱重工業（株） セゾンインバータエアコン FDRXP2803HPD3F
高効率業務用エアコン
ディショナー

60Hz仕様のみ対象 2012/2/6

空調用設
備

A1AW7238A0775Y 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDUVP1403HD3
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A0776Z 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDUVP1403HD3F
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A0951U 三菱重工業（株） セゾンインバータエアコン FDRXP2243HPG3G
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A0953W 三菱重工業（株） セゾンインバータエアコン FDRXP2803HPG3G
高効率業務用エアコン
ディショナー

60Hz仕様のみ対象 2012/2/6

空調用設
備

A1AW7238A1003H 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDEVP1403HPG3G
高効率業務用エアコン
ディショナー

60Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A1158U 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDUVP1403HG3G
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW7238A1465V 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDEVP804H3G
高効率業務用エアコン
ディショナー

3相機のみ対応 2013/6/17

空調用設
備

A1AW7238A1466W 三菱重工業（株） ハイパーインバータエアコン FDEVP804HK3G
高効率業務用エアコン
ディショナー

3相機のみ対応 2013/6/17

空調用設
備

A1AW9238A1625V 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP280BB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A1626W 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP280CB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A1754Y 三菱電機（株） スリムエアコン PCZX-ERP160HB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A1813U 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ERP80FB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A1814V 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ERP80SFB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A1822U 三菱電機（株） スリムエアコン PDZT-ERP224FB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A18280 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-ERP280FB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A1830T 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-HRP160FB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A18594 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP224BB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14
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空調用設
備

A1AW9238A2037T 三菱電機（株） スリムエアコン PLZ-HRP140LB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A2143R 三菱電機（株） スリムエアコン PLZX-ERP112LB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A2322Q 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A2323R 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80KB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A2324S 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A2335U 三菱電機（株） スリムエアコン PSZT-ERP224KB
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/11/14

空調用設
備

A1AW9238A2404R 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP280BC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2405S 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP280CC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2533U 三菱電機（株） スリムエアコン PCZX-ERP160HC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2592Z 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ERP80FC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A25930 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ERP80SFC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2601Q 三菱電機（株） スリムエアコン PDZT-ERP224FC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2607W 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-ERP280FC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2609Y 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-HRP160FC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A26380 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP224BC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2816Y 三菱電機（株） スリムエアコン PLZ-HRP140LC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A2922W 三菱電機（株） スリムエアコン PLZX-ERP112LC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A3101L 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A3102M 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80KC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A3103N 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A3113P 三菱電機（株） スリムエアコン PSZT-ERP224KC
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2011/12/19

空調用設
備

A1AW9238A3340R 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3341S 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HD-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A33692 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3370U 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A34952 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ZRP80FD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A34963 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ZRP80SFD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A34996 三菱電機（株） スリムエアコン PDZD-ZRP224FD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3502R 三菱電機（株） スリムエアコン PDZT-ERP224FD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3505U 三菱電機（株） スリムエアコン PDZT-ZRP224FD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3517X 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-HRP160FD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3522T 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-ZRP280FD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A35986 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP280BD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A35997 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP280BD-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3600Q 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3831W 三菱電機（株） スリムエアコン PLZ-HRP140LD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A38462 三菱電機（株） スリムエアコン PLZ-ZRP160LD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A39395 三菱電機（株） スリムエアコン PLZX-ERP112LD
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A3940X 三菱電機（株） スリムエアコン PLZX-ERP112LD-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz仕様のみ対象 2012/8/27

空調用設
備

A1AW9238A44661 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A44672 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HE-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A4517Y 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A4518Z 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A45583 三菱電機（株） スリムエアコン PCZN-ERP280BF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8
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空調用設
備

A1AW9238A45842 三菱電機（株） スリムエアコン PCZX-ERP280HE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A45853 三菱電機（株） スリムエアコン PCZX-ERP280HE-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A46764 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ZRP80FE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A46786 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ZRP80SFE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A46821 三菱電機（株） スリムエアコン PDZD-ZRP224FE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A46887 三菱電機（株） スリムエアコン PDZT-ZRP224FE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A47091 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-HRP160FE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A47192 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-ZRP280FE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A47901 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP280BE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A47912 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP280BE-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A47923 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A47945 三菱電機（株） スリムエアコン PFZN-ERP224BF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5027V 三菱電機（株） スリムエアコン PLZ-HRP140LE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5049Z 三菱電機（株） スリムエアコン PLZ-ZRP160LE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5403T 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5404U 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GE-BS
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5405V 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GE-BSG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5408Y 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGE
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5409Z 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGE-BS
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5410R 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGE-BSG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2013/4/8

空調用設
備

A1AW9238A5603V 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A5604W 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HF-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A56541 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A56552 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A56956 三菱電機（株） スリムエアコン PCZN-ERP280BG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A5721W 三菱電機（株） スリムエアコン PCZX-ERP280HF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A5722X 三菱電機（株） スリムエアコン PCZX-ERP280HF-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A58161 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ZRP80FF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A58183 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ZRP80SFF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A5822Y 三菱電機（株） スリムエアコン PDZD-ZRP224FF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A58284 三菱電機（株） スリムエアコン PDZT-ZRP224FF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A58510 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-HRP160FF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A58611 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-ZRP280FF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A59410 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP280BF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A59421 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP280BF-YG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A59432 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A59454 三菱電機（株） スリムエアコン PFZN-ERP224BG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A65620 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A65631 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GF-BS
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A65642 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80GF-BSG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A65675 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGF
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A65686 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGF-BS
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A65697 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGF-BSG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/6/30

空調用設
備

A1AW9238A7047Z 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

14/17
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空調用設
備

A1AW9238A7063X 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRMP140HH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A70963 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A70974 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7109Y 三菱電機（株） スリムエアコン PCZN-ERP280BH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A71874 三菱電機（株） スリムエアコン PDZ-ZRMP160FH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7204U 三菱電機（株） スリムエアコン PDZD-ERP280FH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7205V 三菱電機（株） スリムエアコン PDZD-ZRP224FH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7211S 三菱電機（株） スリムエアコン PDZT-ZRP224FH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7232V 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-ZRMP140FH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7242W 三菱電機（株） スリムエアコン PDZX-ZRP280FH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7314W 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7316Y 三菱電機（株） スリムエアコン PFZN-ERP224BH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A78589 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGH
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A7859A 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGH-BS
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A78602 三菱電機（株） スリムエアコン PSZ-ERP80SGH-BSG
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2014/12/26

空調用設
備

A1AW9238A8498A 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERP80HJ
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/6/20

空調用設
備

A1AW9238A8502W 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRMP140HJ
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/6/20

空調用設
備

A1AW9238A92912 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BK
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/10/16

空調用設
備

A1AW9238A92923 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CK
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/10/16

空調用設
備

A1AW9238A9304X 三菱電機（株） スリムエアコン PCZN-ERP280BK
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/10/16

空調用設
備

A1AW9238A9620Y 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP80HK
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/10/16

空調用設
備

A1AW9238A96242 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRMP140HK
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/10/16

空調用設
備

A1AW9238A96433 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BK
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/10/16

空調用設
備

A1AW9238A96455 三菱電機（株） スリムエアコン PFZN-ERP224BK
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Hz地区のみ対象 2016/10/16

空調用設
備

A1AW9238B0306R 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP80HM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B0360R 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRMP80SHM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B0363U 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224BM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B0364V 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224CM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B0365W 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B0366X 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B0524T 三菱電機（株） スリムエアコン PEZ-ZRP224BM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B0563W 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BM
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2017/7/27

空調用設
備

A1AW9238B1942Y 三菱電機（株） スリムエアコン PEZ-ZRP224BR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B17695 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224BR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B1770X 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224CR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B1771Y 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B1772Z 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B19800 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B19787 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP224BR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B1718Z 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP80HR
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外 2018/5/15

空調用設
備

A1AW9238B34694 三菱電機（株） スリムエアコン PEZ-ZRP224BV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

空調用設
備

A1AW9238B3291X 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224BV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

空調用設
備

A1AW9238B3292Y 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224CV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

空調用設
備

A1AW9238B3293Z 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

15/17
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空調用設
備

A1AW9238B32940 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

空調用設
備

A1AW9238B3507X 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

空調用設
備

A1AW9238B3505V 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP224BV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

空調用設
備

A1AW9238B3225U 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP80HV
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2019/6/11

空調用設
備

A1AW9238B4610T 三菱電機（株） スリムエアコン PEZ-ZRP224BY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B44550 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224BY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B44561 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP224CY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B44572 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280BY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B44583 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ZRP280CY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B46451 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ZRP224BY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B4643Z 三菱電機（株） スリムエアコン PFZ-ERP224BY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B4404U 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP80HY
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2020/7/9

空調用設
備

A1AW9238B64956 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP280BZ
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2021/6/14

空調用設
備

A1AW9238B64967 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP280CZ
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2021/6/14

空調用設
備

A1AW9238B65171 三菱電機（株） スリムエアコン PCZ-ERMP80HZ
高効率業務用エアコン
ディショナー

50Ｈｚ仕様が対象だが、60Ｈｚ仕様は対象外
2021/6/14

ショー
ケース

A1BJ6244A00110 （株）岡村製作所 ショーケース TR×××× 高効率ショーケース
要注意！ＴＲで始まる型番でインバータ冷凍機
を搭載している場合のみ低炭素設備に該当。

2014/11/17

ショー
ケース

A1BJ6244A00121 （株）岡村製作所 ショーケース QL×××× 高効率ショーケース
要注意！QL-で始まる型番で高効率照明を搭載し
ている場合のみ低炭素設備に該当。

2016/6/20

ショー
ケース

A1BJ6244A00132 （株）岡村製作所 ショーケース QM×××× 高効率ショーケース
要注意！QM-で始まる型番で高効率照明を搭載し
ている場合のみ低炭素設備に該当。

2016/6/20

ショー
ケース

A1BJ6244A00143 （株）岡村製作所 ショーケース QN×××× 高効率ショーケース
要注意！QN-で始まる型番で高効率照明を搭載し
ている場合のみ低炭素設備に該当。

2016/6/20

ショー
ケース

A1BJ6244A00154 （株）岡村製作所 ショーケース QP×××× 高効率ショーケース
要注意！QP-で始まる型番で高効率照明を搭載し
ている場合のみ低炭素設備に該当。

2016/6/20

ショー
ケース

A1AE6244A0020V サンデン（株） 冷蔵ショーケース JAD-L87LGEC 高効率ショーケース
LED照明を搭載している場合のみESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A0033Z サンデン（株） 冷蔵ショーケース DKZ-063DBA* 高効率ショーケース
DKZ-063DBAで始まる型式は全てESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00340 サンデン（株） 冷蔵ショーケース DKZ-083DBA* 高効率ショーケース
DKZ-083DBAで始まる型式は全てESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00351 サンデン（株） 冷蔵ショーケース DKZ-123DBA* 高効率ショーケース
DKZ-123DBAで始まる型式は全てESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00362 サンデン（株） 冷蔵ショーケース DSZ-082DWG* 高効率ショーケース
DSZ-082DWGで始まる型式は全てESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00373 サンデン（株） 冷蔵ショーケース DSZ-122DWG* 高効率ショーケース
DSZ-122DWGで始まる型式は全てESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00384 サンデン（株） 冷蔵ショーケース LRN-275A* 高効率ショーケース
LRN-275Aで始まる型式は全てESGリースに該当。 2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00395 サンデン（株） 冷蔵ショーケース LRN-375A* 高効率ショーケース
LRN-375Aで始まる型式は全てESGリースに該当。 2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A0040X サンデン（株） 冷蔵ショーケース LRZ-275A* 高効率ショーケース
LRZ-275Aで始まる型式は全てESGリースに該当。 2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A0041Y サンデン（株） 冷蔵ショーケース LRZ-375A* 高効率ショーケース
LRZ-375Aで始まる型式は全てESGリースに該当。 2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00496 サンデン（株） 冷蔵ショーケース RSD-S3FZ* 高効率ショーケース
RSD-S3FZで始まる型式は全てESGリースに該当。 2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A0051Z サンデン（株） 冷蔵ショーケース RSD-S3TFZ* 高効率ショーケース
RSD-S3TFZで始まる型式は全てESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00531 サンデン（株） 冷蔵ショーケース RSD-S4FZ* 高効率ショーケース
RSD-S4FZで始まる型式は全てESGリースに該当。 2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00553 サンデン（株） 冷蔵ショーケース RSD-S4TFZ* 高効率ショーケース
RSD-S4TFZで始まる型式は全てESGリースに該
当。

2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A00575 サンデン（株） 冷蔵ショーケース RSD-S6FZ* 高効率ショーケース
RSD-S6FZで始まる型式は全てESGリースに該当。 2014/12/26

ショー
ケース

A1AE6244A02162
サンデン・リテールシステム
(株)

冷蔵ショーケース RSD-S4TFZB* 高効率ショーケース
RSD-S4TFZBで始まる型式は全てエコリース対象
設備に該当。

2021/6/14

ショー
ケース

A1AE6244A02140
サンデン・リテールシステム
(株)

冷蔵ショーケース RSD-S4FZB* 高効率ショーケース
RSD-S4FZBで始まる型式は全てエコリース対象設
備に該当。

2021/6/14

ショー
ケース

A1AE6244A02184
サンデン・リテールシステム
(株)

冷蔵ショーケース RSD-S6FZB* 高効率ショーケース
RSD-S6FZBで始まる型式は全てエコリース対象設
備に該当。

2021/6/14

ショー
ケース

A1AE6244A0212Y
サンデン・リテールシステム
(株)

冷蔵ショーケース RSD-F6FZB* 高効率ショーケース
RSD-F6FZBで始まる型式は全てエコリース対象設
備に該当。

2021/6/14

ショー
ケース

A1AG7244B10536 パナソニック（株） 冷蔵ショーケース ゴンドラタイプ CSM-××××× 高効率ショーケース
要注意！CSM-で始まる型番で高効率照明を搭載
している場合のみ低炭素設備に該当。

2016/6/20

ショー
ケース

A1BD8244A03413 福島工業（株） 冷蔵多段形ショーケース NWX-××× 高効率ショーケース
高効率照明を搭載している場合のみESGリース
対象設備に該当

2018/11/12

ショー
ケース

A1BD8244A03402 福島工業（株） 冷蔵多段形ショーケース NWM-××× 高効率ショーケース
高効率照明を搭載している場合のみESGリース
対象設備に該当

2018/11/12

ショー
ケース

A1BD8244A0339A 福島工業（株） 冷蔵多段形ショーケース NWC-××× 高効率ショーケース
高効率照明を搭載している場合のみESGリース
対象設備に該当

2018/11/12

ショー
ケース

A1BD8244A03389 福島工業（株） 冷蔵多段形ショーケース LWX-××× 高効率ショーケース
高効率照明を搭載している場合のみESGリース
対象設備に該当

2018/11/12
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ショー
ケース

A1BD8244A03378 福島工業（株） 冷蔵多段形ショーケース LWM-××× 高効率ショーケース
高効率照明を搭載している場合のみESGリース
対象設備に該当

2018/11/12

ショー
ケース

A1BD8244A03367 福島工業（株） 冷蔵多段形ショーケース LWC-××× 高効率ショーケース
高効率照明を搭載している場合のみESGリース
対象設備に該当

2018/11/12

ショー
ケース

A1BD8244A03468 福島工業（株） 平型ショーケース CI*-××× 高効率ショーケース
オプション仕様のLED照明設備を有する場合の
みESGリース対象設備に該当

2020/2/12

ショー
ケース

A1BD8244A03424 福島工業（株） 平型ショーケース CB*-××× 高効率ショーケース
オプション仕様のLED照明設備を有する場合の
みESGリース対象設備に該当

2020/2/12

ショー
ケース

A1BD8244A03479 福島工業（株） 平型ショーケース CO*-××× 高効率ショーケース
オプション仕様のLED照明設備を有する場合の
みESGリース対象設備に該当

2020/2/12

ショー
ケース

A1BM1244A00163 中野冷機（株） 別置型オープンショーケース FC****-**** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A0001X 中野冷機（株） 内蔵型オープンショーケース B***-***F 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A0002Y 中野冷機（株） 内蔵型リーチインショーケース BR***-*** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A00040 中野冷機（株） 別置型オープンショーケース FJ****-**** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A00051 中野冷機（株） 別置型オープンショーケース FS****-**** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A00062 中野冷機（株） 別置型オープンショーケース GA****-**** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A00073 中野冷機（株） 別置型オープンショーケース GB****-**** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A00084 中野冷機（株） 別置型オープンショーケース GC****-**** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A00095 中野冷機（株） 別置型サービスショーケース SRM*-*** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A0010X 中野冷機（株） 別置型リーチインショーケース R***-*** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A0011Y 中野冷機（株） 別置型リーチインショーケース G**RL-*** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BM1244A0012Z 中野冷機（株） 別置型リーチインショーケース GRL-*** 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2018/12/3

ショー
ケース

A1BJ6244A00165 （株）オカムラ ショーケース QA×××× 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2020/8/25

ショー
ケース

A1BJ6244A00176 （株）オカムラ ショーケース QB×××× 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2020/8/25

ショー
ケース

A1BJ6244A00187 （株）オカムラ ショーケース QC×××× 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2020/8/25

ショー
ケース

A1BJ6244A00198 （株）オカムラ ショーケース QR×××× 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2020/8/25

ショー
ケース

A1BJ6244A00200 （株）オカムラ ショーケース QX×××× 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2020/8/25

ショー
ケース

A1BJ6244A0010Z （株）オカムラ ショーケース TQ×××× 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2020/8/25

ショー
ケース

A1BJ6244A00211 （株）オカムラ ショーケース TD×××× 高効率ショーケース 摘要欄の内容に同じ
2020/8/25

ボイラ L2AT5202A0171K （株）日本サーモエナー サーモヒーター NH-250C 高効率温水ボイラ
エアヒーターを搭載する場合のみESGリース対
象設備に該当

2019/11/19

ボイラ L2AT5202A0172L （株）日本サーモエナー サーモヒーター NH-300C 高効率温水ボイラ
エアヒーターを搭載する場合のみESGリース対
象設備に該当

2019/11/19

ボイラ L2AT5202A0173M （株）日本サーモエナー サーモヒーター NH-30A 高効率温水ボイラ
エアヒーターを搭載する場合のみESGリース対
象設備に該当

2019/11/19

ボイラ L2AT5202A0174N （株）日本サーモエナー サーモヒーター NH-30B 高効率温水ボイラ
エアヒーターを搭載する場合のみESGリース対
象設備に該当

2019/11/19

ボイラ L2AT5202A0175P （株）日本サーモエナー サーモヒーター NH-40A 高効率温水ボイラ
エアヒーターを搭載する場合のみESGリース対
象設備に該当

2019/11/19

ボイラ L2AT5202A0176Q （株）日本サーモエナー サーモヒーター NH-60A 高効率温水ボイラ
エアヒーターを搭載する場合のみESGリース対
象設備に該当

2019/11/19

ボイラ L2AT5202A0177R （株）日本サーモエナー サーモヒーター NH-80A 高効率温水ボイラ
エアヒーターを搭載する場合のみESGリース対
象設備に該当

2019/11/19

ボイラ
2012/2/6

熱電併給
型動力発
生装置

2012/2/16

工業炉
2015/5/19

ショー
ケース

2012/5/1高効率ショーケースのESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点は、データベースの摘要欄の内容をご確認ください。
※組み込む照明の種類によりESGリース促進事業の補助対象適否が異なる製品については、ESGリース欄の表記を△に随時変更を行っています。

上記以外の高効率ボイラのESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点は、データベースの摘要欄の内容をご確認ください。

熱電併給型動力発生装置（コージェネレーション）のESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点は、データベースの摘要欄の内容をご確認ください。

工業炉のESGリース促進事業の適用条件に関わる注意点は、データベースの摘要欄の内容をご確認ください。
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