
事業者名 法人番号

リコーリース株式会社 7010601037788 神奈川県

NTT･TCリース株式会社 3010401151289 福島県 茨城県 栃木県 神奈川県 静岡県

東京センチュリー株式会社 6010401015821 群馬県

中部電力ミライズ株式会社 2180001135973 岐阜県 愛知県

MCKBエネルギーサービス株式会社 9010001126314 福岡県

静岡ガス株式会社 4080001002686 埼玉県

第二電力株式会社 5120001174165 埼玉県 東京都 愛知県 山口県

Daigasエナジー株式会社 8120001224165 青森県 埼玉県

株式会社地域電力 6020001108396 宮城県

株式会社ソラリスホープ 9180001122759 愛知県 三重県

株式会社VPP Japan 7010701034339 栃木県 東京都 ⾧野県 静岡県 岐阜県 愛知県 大阪府

東栄電業株式会社 7200001003628 岐阜県 愛知県

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 神奈川県

児玉工業株式会社 3010601002250 千葉県

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

池戸電気株式会社 3080401000407 静岡県

株式会社プロテック 4240001032031 広島県

NECキャピタルソリューション株式会社 8010401021784 栃木県

株式会社中電Looop Solar 6180001143452 埼玉県

ハンファQセルズジャパン株式会社 6010401024335 岐阜県 沖縄県

株式会社アドバリュー 3010001098781 茨城県 埼玉県 静岡県

株式会社グリムスソーラー 4010701024929 福島県 栃木県

株式会社新出光 9290001013666 滋賀県 兵庫県 福岡県

株式会社Looop 7010001141521 岩手県 ⾧崎県

⾧州産業株式会社 3250001003858 岡山県

上野ガス株式会社 4190001008367 三重県

関西電力株式会社 3120001059632 岡山県

たんたんエナジー発電合同会社 8130003007393 京都府

エフビットコミュニケーションズ株式会社 9130001010448 兵庫県

株式会社サイサン 9030001003544 埼玉県

日本ファクター株式会社 7030001067269 埼玉県

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 5010401072079 埼玉県

大和リース株式会社 名古屋支社 4120001077476 三重県

JA三井リース株式会社 8010701022466 宮崎県

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

（二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金）4次公募・採択事業者一覧

オンサイトPPAモデルでの申請

事業実施場所



事業者名 法人番号 事業実施場所

サン電子工業株式会社 4122001016199 島根県

フジオーゼックス株式会社 4080401014950 静岡県

丸進運輸株式会社 5140001078950 大阪府

フクシマガリレイ株式会社 9120001050544 滋賀県 岡山県

株式会社アイザック 8230001006981 富山県

株式会社村上開明堂 3080001005194 静岡県

株式会社エーアンドエー茨城 8050001032179 茨城県

リンテック株式会社 7011401006867 埼玉県 愛媛県

株式会社MARUWA 2180001079691 岐阜県

株式会社フコク東海 3180001040215 愛知県

スーパーサンシ株式会社 5190001015206 三重県

株式会社聖心製作所 3122001003693 滋賀県

エス・エス・ピーフロンティア株式会社 7060001017790 埼玉県

ニプロ医工株式会社 8070001022293 群馬県

エクセルパック・カバヤ株式会社 6260001003301 岡山県

株式会社ヨークベニマル 7380001006893 宮城県 茨城県 栃木県

津根精機株式会社 8230001001751 富山県

株式会社黒坂塗装工業所 1130001037903 京都府

S・S・Pイノベーション株式会社 3060001023792 栃木県

ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社 7260001007565 岡山県

札幌定温運輸株式会社 1430001020077 北海道

三和ニードル・ベアリング株式会社 5011801001643 茨城県

みのる産業株式会社 5260001007261 岡山県

株式会社アコオ機工 1140001040006 兵庫県

株式会社サイテックス 7070001019290 群馬県

岡崎冷蔵株式会社 5180301000395 愛知県

株式会社津根ワグナー・カーバイト 2230001005048 富山県

丸栄運輸機工株式会社 5230001003081 富山県

エスオーシー株式会社 2340001014310 鹿児島県

ニチアスセラテック株式会社 2100001004062 ⾧野県

株式会社イトウ製作所 9080401006588 静岡県

有限会社内藤鋼業 7500002012110 愛媛県

株式会社平和堂 3160001008726 滋賀県

株式会社ヰゲタ 1120001113812 大阪府

エムアンドエム・マルナカマート株式会社 4480001004931 徳島県

島田工業株式会社 7070001013442 群馬県

株式会社稲沢鐵工 5310001010648 ⾧崎県

アスザック株式会社 9100001005780 ⾧野県

スギホールディングス株式会社 9180301013006 愛知県

株式会社サンコー電子 7070001016016 群馬県

周布開発株式会社 1240001048930 島根県

株式会社新井製作所 9100001005450 ⾧野県

株式会社東洋スチール製作所 4470001002952 香川県

自己所有での申請



事業者名 法人番号 事業実施場所

株式会社吉川国工業所 5150001013659 奈良県

株式会社スタン 4480001006341 徳島県

株式会社フードサービストーワ 5080401006609 静岡県

株式会社續橋製作所 1190001012405 三重県

株式会社新出光 9290001013666 熊本県

株式会社エイト 7230001009746 富山県

帯広電子株式会社 9110001025555 北海道

株式会社楽喜 1260001010995 岡山県

株式会社HKG 5200001029757 岐阜県

株式会社秋田スズキ 4410001000342 秋田県

社会福祉法人北晨 8200005005413 岐阜県

株式会社クラウンカントリー 3200001023002 岐阜県

株式会社高島衛生 5200002002795 岐阜県

大栄工業株式会社 7180001079027 愛知県



事業者名 法人番号 事業実施場所

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 5010401072079 富山県

東京センチュリー株式会社 6010401015821 宮城県 愛知県

ファイナンスリース契約での申請


