
事業者名 法人番号

三菱HCキャピタル株式会社 4010001049866 宮城県 茨城県 愛知県

東北エネルギーサービス株式会社 5370001011847 岩手県 宮城県 福島県 新潟県

テス・エンジニアリング株式会社 2120001056993 山形県 群馬県 三重県 山口県

北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 1230001016863 富山県 石川県 福井県

株式会社シーエナジー 5180001050220 栃木県 長野県 静岡県 愛知県 京都府 大分県

アーバンエナジー株式会社 1020001103550 神奈川県 愛知県 滋賀県 広島県

エフビットコミュニケーションズ株式会社 9130001010448 兵庫県 山口県 福岡県

株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 1240001016937 岡山県

SMFLみらいパートナーズ株式会社 5010001195354 神奈川県 岐阜県 滋賀県 愛媛県 熊本県

株式会社関電エネルギーソリューション 3120001098382 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 岐阜県 静岡県

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

Daigasエナジー株式会社 8120001224165 青森県 群馬県 岐阜県 滋賀県

兵庫県 和歌山県 香川県 愛媛県

Sun Trinity A合同会社 5010003037414 神奈川県 香川県

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 2010401079028 福島県

SBC ENERGY株式会社 4010001215286 新潟県

中部電力ミライズ株式会社 2180001135973 長野県 静岡県 愛知県 京都府

株式会社K2エナジー 3290801026872 福岡県

NTT・TCリース株式会社 3010401151289 茨城県 栃木県

東京センチュリー株式会社 6010401015821 兵庫県

株式会社FD 9180301016438 山形県 茨城県 千葉県

スマートエナジー磐田株式会社 3080401022145 静岡県

株式会社ウエストエネルギーソリューション 2240001001038 群馬県 岡山県

株式会社いちき串木野電力 6340001019108 鹿児島県

ハンファQセルズジャパン株式会社 6010401024335 新潟県 愛知県

株式会社中電Looop Solar 6180001143452 新潟県

新潟スワンエナジー株式会社 5110001034171 新潟県

株式会社新出光 9290001013666 福島県 埼玉県 神奈川県 長野県 鹿児島県

長州産業株式会社 3250001003858 山口県

株式会社モデル・ティ 1010001209613 秋田県 埼玉県 神奈川県 大阪府 兵庫県 和歌山県 徳島県

株式会社グリムスソーラー 4010701024929 宮城県 福島県 滋賀県 徳島県

大陽日酸エネルギー株式会社 5270001003672 静岡県

みずほ東芝リース株式会社 4010701026198 石川県

NECキャピタルソリューション株式会社 8010401021784 長野県

株式会社サイサン 9030001003544 栃木県 埼玉県 静岡県

岡谷酸素株式会社 4100001019389 長野県

おひさまPPA株式会社 2260001034515 埼玉県 大阪府

大和リース株式会社 4120001077476 福島県

　令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス

強化促進加速化事業（ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業））

1次公募・採択事業者一覧

事業実施場所

オンサイトPPAモデルでの申請



事業者名 法人番号 事業実施場所

株式会社エノモト 5090001008079 青森県

株式会社GSユアサ 5130001028411 滋賀県

協和木材株式会社 1380001010637 福島県

横浜ゴム株式会社 4010401030574 愛知県

中村留精密工業株式会社 2220001000157 石川県

セキスイハイム工業株式会社 8030001018460 埼玉県

日揮ホールディングス株式会社 3010001008732 宮城県

ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン株式会社 9190001009501 三重県

株式会社瑞光 7120901009526 大阪府

株式会社エヌチキン 7340005006068 鹿児島県

株式会社山王 3020001020348 福島県

ハシダ技研工業株式会社 2120001021304 奈良県

TOTO株式会社 1290801002603 福岡県

株式会社友桝飲料 2300001003390 山梨県

株式会社フジ技研 2190001017485 三重県

株式会社ダイショー 8010601023878 福岡県

株式会社吉野工業所 1010601006939 滋賀県

桃栄金属工業株式会社 1122001004792 滋賀県

王子エフテックス株式会社 7010001089546 滋賀県

株式会社上原園 3060001016821 栃木県

株式会社山田養蜂場本社 2260001020259 岡山県

株式会社曽我部鐵工所 5500001010059 愛媛県

平冷プロマリン株式会社 4440001000439 北海道

協立機興株式会社 5060001020870 栃木県

垣見鉄工株式会社 3180001097123 愛知県

協和興業株式会社 2011801026073 埼玉県

ジオスター株式会社 2010001083727 埼玉県

出光ユニテック株式会社 3010001069840 三重県

東罐興業株式会社 6010701026130 静岡県

高砂工業株式会社 2200001021378 岐阜県

株式会社セイワ食品 3050001032092 茨城県

アルバック機工株式会社 7350001005898 宮崎県

株式会社スター精機 2180001010391 島根県

日本電熱株式会社 9100001015251 長野県

千代田金属工業株式会社 5140001060066 兵庫県

ミズノテクニクス株式会社 4200001015246 岐阜県

医療法人美郷会 5110005002463 新潟県

株式会社ヨークベニマル 7380001006893 茨城県

株式会社特殊金属エクセル 1013301039903 埼玉県

株式会社NTKセラテック 5370001001402 宮城県

倉敷レーザー株式会社 2260001013139 愛知県

北榮興業株式会社 2430001014598 北海道

サニー産業株式会社 8122001002880 兵庫県

自己所有での申請



事業者名 法人番号 事業実施場所

株式会社川崎フロンターレ 3020001070104 神奈川県

株式会社プリケン 9030001060065 埼玉県

クリーンサアフェイス技術株式会社 8021001006299 岩手県

株式会社ISOWA 8180001011582 愛知県

株式会社星山商店 5330001004251 熊本県

ピジョン株式会社 8010001027298 茨城県

金田工業株式会社 7080401001260 静岡県

株式会社NEXAS 4100001022269 長野県

株式会社新開トランスポートシステムズ 5010601039191 山梨県

株式会社ゴールドウイン 3230001008974 富山県

株式会社伊藤園 3011001002279 兵庫県

株式会社エー・アンド・デイ 8013301048443 埼玉県

柳下技研株式会社 5030001046877 栃木県 埼玉県

シキボウ株式会社 7120001077432 長野県

一宮運輸株式会社 4500001009622 愛媛県

有限会社中島牧場 8460102002452 北海道

株式会社丸金 3100001003294 長野県

日本福永合株式会社 3140001092615 岡山県

株式会社セイヒョー 3110001002790 新潟県

久留米印刷株式会社 5290001047222 福岡県

アンダーツリー株式会社 8120001074271 大阪府

キョーラク株式会社 2130001002856 岐阜県

シマダヤ関東株式会社 1012801004433 群馬県

東洋メビウス株式会社 9010701017036 埼玉県

井原水産株式会社 3450001008853 北海道

株式会社静岡茶通信直販センター 6080401014338 静岡県

株式会社籠谷 2140001043957 兵庫県

株式会社協和 1070001026169 群馬県

株式会社山口油屋福太郎 6290001017100 福岡県

株式会社ユウワ 9100001008643 長野県

株式会社シマブンコーポレーション 1140001003508 兵庫県

株式会社ケーエスフーズ 4370501000549 宮城県

ユーシステム株式会社 2140001079068 兵庫県

株式会社とりせん 5070001021901 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

ずゞや株式会社 9470001002238 香川県

まるほ食品株式会社 8470001007948 岡山県 徳島県

株式会社カコテクノス 8140001017377 兵庫県

株式会社健康豆元 5013301021519 埼玉県

関化成工業株式会社 1200001019274 岐阜県

福井県民生活協同組合 1210005000221 福井県

株式会社ホシヤマ 6350001010180 宮崎県

浜松光電株式会社 4080401016402 静岡県

株式会社ピックルスコーポレーション関西 6130001045190 広島県

株式会社エムケーインデクト 7470001006744 香川県



事業者名 法人番号 事業実施場所

社会福祉法人いわこ会 5310005000802 長崎県

株式会社かねすえ 1290801000813 福岡県

サンユー技研工業株式会社 2190001000409 三重県

新晃運輸株式会社 3030001057777 埼玉県

株式会社ムロコーポレーション 7010901011914 栃木県

大正観光株式会社 1340001002522 鹿児島県

株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 9240001021698 鳥取県 広島県 山口県 福岡県

株式会社HOG 8122001014546 埼玉県

株式会社武部 5470001002670 香川県

ダイコク電機株式会社 4180001048892 愛知県

株式会社実花園 6480001003997 徳島県

牧村プラスチック工業株式会社 2150001013447 和歌山県

金山化成株式会社 7180301022396 愛知県

株式会社メディア 6100001018694 長野県

株式会社神和工業所 4180301014058 愛知県

中部薬品株式会社 4200001020808 岐阜県 愛知県 三重県

株式会社オーニシ 1290001036294 福岡県

株式会社良品計画 5013301012443 長野県

三友セミコンエンジニアリング株式会社 4050001019774 茨城県

ロイヤルホームセンター株式会社 2120001072223 大阪府

株式会社山田家物流 5470001004915 香川県

仁尾興産株式会社 6470001010466 香川県

有限会社高重自動車運輸 2380002018109 福島県

医療法人財団アカシア会 2030005005931 埼玉県

幡豆生コンクリート株式会社 7180301023056 愛知県

株式会社藤田エンジニアリング 8240001010371 広島県

学校法人米子みどり学園 7270005002909 鳥取県

高梨乳業株式会社 3020001005290 群馬県

株式会社関越物産 4013301002189 群馬県

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 5010401072079 福井県 静岡県

第八日本ソーラー電力合同会社 6040003015952 群馬県 福岡県

第九日本ソーラー電力合同会社 2040003017110 茨城県 埼玉県 岐阜県 静岡県 山口県

第十一日本ソーラー電力合同会社 3040003019378 埼玉県 岐阜県 三重県 福岡県 大分県

三菱HCキャピタル株式会社 4010001049866 福島県

東京センチュリー株式会社 6010401015821 宮城県 栃木県 千葉県 愛知県 和歌山県 愛媛県 高知県

アーバンエナジー株式会社 1020001103550 宮城県 千葉県 静岡県 三重県

東京センチュリー株式会社 6010401015821 千葉県

全農エネルギー株式会社 9010001020608 群馬県 長野県

株式会社コープ環境サービス 5140001001466 兵庫県

一般社団法人グリーンコープでんき 2290005014048 福岡県

株式会社モデル・ティ 1010001209613 静岡県

その他のPPAモデルでの申請

リースモデルでの申請


