
事業者名 法人番号

株式会社バイテックエネスタ 9010701030435 茨城県

NECキャピタルソリューション株式会社 8010401021784 茨城県

MCKBエネルギーサービス株式会社 9010001126314 神奈川県 山口県

東京センチュリー株式会社 6010401015821 愛知県

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 1010001146146 佐賀県

株式会社TGパワー 5010001189174 青森県 栃木県 埼玉県 静岡県 宮崎県

ハンファQセルズジャパン株式会社 6010401024335 愛媛県 大分県

株式会社関電エネルギーソリューション 3120001098382 茨城県 栃木県 千葉県 滋賀県 大阪府 兵庫県

クリーンエネルギー研究所合同会社 6013301032151 埼玉県

SMFLみらいパートナーズ株式会社 5010001195354 長野県 静岡県 愛知県 兵庫県

中部電力ミライズ株式会社 2180001135973 長野県 岐阜県 愛知県 三重県

東北エネルギーサービス株式会社 5370001011847 青森県 宮城県 山形県

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

株式会社新出光 9290001013666 長野県 熊本県

岩手県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 山梨県

静岡県 鳥取県 島根県

カジノン株式会社 4260001001793 千葉県 兵庫県

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 茨城県 群馬県 埼玉県

株式会社中電Looop Solar 6180001143452 新潟県

おひさまPPA株式会社 2260001034515 宮城県 山形県 福島県 栃木県 埼玉県 千葉県

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

アーバンエナジー株式会社 1020001103550 埼玉県

新潟スワンエナジー株式会社 5110001034171 新潟県

株式会社アドバリュー 3010001098781 群馬県 埼玉県

大和リース株式会社 4120001077476 宮城県 福島県 山口県 愛媛県

NTT・TCリース株式会社 3010401151289 茨城県 栃木県

エコエンジニアリング株式会社 8150001014885 奈良県

　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））

2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

株式会社シーエナジー 5180001050220



事業者名 法人番号 事業実施場所

株式会社十文字チキンカンパニー 2400001007720 岩手県

株式会社タイネクサス 9140001075663 兵庫県

東洋ビューティ株式会社 5120001013109 佐賀県

日本通信紙株式会社 7010501010507 茨城県

綿半ホールディングス株式会社 4100001022855 長野県

株式会社三和 3010601032438 栃木県

株式会社帝国電機製作所 3140001039376 兵庫県

岩城製薬佐倉工場株式会社 4010001209370 千葉県

株式会社新潟食品運輸 6110001003902 新潟県

株式会社PJ二戸フーズ 1400001013620 岩手県

株式会社オオコーチ 3190001010134 三重県

株式会社エビス 8110001015722 新潟県

第一熱処理工業株式会社 3040001017730 三重県

医療法人社団稲仁会 3430005001757 北海道

生活協同組合コープかごしま 3340005001568 鹿児島県

八熊鍍金工業株式会社 9180001023008 愛知県

株式会社かがせお 4190001020099 三重県

株式会社OPUS 6350001000355 宮崎県 鹿児島県

社会福祉法人鳳雄会 3040005001689 千葉県

株式会社サニクリーン東京 2020001075021 千葉県

メイラ株式会社 1180001031884 岐阜県

日本マテリアル株式会社 1010501010603 千葉県

サトウ産業株式会社 7110001026720 群馬県

株式会社サンエイ海苔 3380001015849 福島県

株式会社タイカ 9010401062175 茨城県

光洋電子工業株式会社 5012701000289 山梨県

株式会社天満屋ストア 5260001004556 岡山県

マルイクレイアンドセラミックス株式会社 2200001021007 岐阜県

エスジーエスエンジニアリング株式会社 3160001000237 滋賀県

株式会社日東物産 3500001016842 愛媛県

株式会社富分 6040001051280 千葉県

株式会社エイディーディー 2080101002423 静岡県

第一硝子株式会社 6011401003659 埼玉県

株式会社ファーネス 7011301006059 新潟県

有限会社アリタサービス 8290802015911 福岡県

株式会社坂本食糧 5330001013855 熊本県

ヨシコン株式会社 1080001010527 静岡県

株式会社塵芥センター 3470001002061 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

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 茨城県 栃木県 千葉県

第九日本ソーラー電力合同会社 2040003017110 山梨県 愛知県 三重県

第十一日本ソーラー電力合同会社 3040003019378 茨城県 三重県

共友リース株式会社 3180001035520 滋賀県

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 5010401072079 石川県 愛知県 広島県

第八日本ソーラー電力合同会社 6040003015952 長野県 福岡県

大和リース株式会社 4120001077476 広島県

長州産業株式会社 3250001003858 熊本県

三菱HCキャピタル株式会社 4010001049866 岐阜県 静岡県

みずほリース株式会社 3010401094447 千葉県

宮城県 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県 岐阜県 愛知県

滋賀県 愛媛県 熊本県

アーバンエナジー株式会社 1020001103550 愛知県

その他のPPAモデルでの申請

リースモデルでの申請

株式会社IBeeT 9010001217674


