
再生可能エネルギー事業計画認定情報より、青森県内の発電出力1,000kW以上の太陽光発電および風力発電設備を認定されている事業者を抜粋
（経済産業省　資源エネルギー庁の公開しているデータより）

発電事業者名 代表者名 事業者の住所 発電設備区分 発電出力（kW） 発電設備の所在地 新規認定日 廃棄費用の積立状況
代表住所

株式会社ユーラスエナジー野辺地 高瀬　達秀 上北郡野辺地町字向田１１７番地１風力 50,000.0 青森県上北郡野辺地町字向田 2012年8月24日 開示不同意
合同会社ユーラスエナジー小田野沢 林　勝 青森県下北郡東通村岩屋字苦蕨平１－４風力 13,000.0 青森県下北郡東通村大字小田野沢 2012年8月24日 開示不同意
株式会社ユーラスエナジー北野沢クリフ 高瀬　達秀 下北郡東通村大字岩屋字苦蕨平１－４風力 12,000.0 青森県下北郡東通村大字尻労 2012年8月24日 開示不同意
株式会社ユーラスエナジーホールディングス 稲角　秀幸 港区虎ノ門四丁目３番１３号 風力 10,500.0 青森県上北郡横浜町字大豆田 2012年8月24日 開示不同意
日本風力開発ジョイントファンド株式会社 塚脇　正幸 中央区日本橋１－４－１　日本橋一丁目ビルディング風力 32,850.0 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又８０６－２　他 2012年9月5日 20-40%
コスモエコパワー株式会社 野地　雅禎 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 31,500.0 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮７２－１，他 2012年9月5日 開示不同意
コスモエコパワー株式会社 野地　雅禎 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 27,000.0 青森県下北郡東通村大字岩屋字小沢平１－３８、他 2012年9月5日 開示不同意
合同会社ユーラスエナジー岩屋 林　勝 青森県下北郡東通村大字岩屋字苦蕨平１－４風力 32,500.0 青森県下北郡東通村大字岩屋 2012年9月12日 開示不同意
合同会社ユーラスエナジー尻労 林　勝 青森県下北郡東通村大字岩屋字苦蕨平１－４風力 19,250.0 青森県下北郡東通村大字尻労 2012年9月12日 開示不同意
西つがる風力発電株式会社 盛高　健太郎 千代田区内神田２－１５－９ 風力 20,700.0 青森県西津軽郡深浦町大字横磯、舮作及び沢辺地内 2012年9月18日 開示不同意
くろしお風力発電株式会社 石田　桂 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 15,440.0 青森県五所川原市磯松古館１－１　外 2012年11月1日 開示不同意
二又風力開発株式会社 代表取締役　塚脇　正幸上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１－８７風力 51,000.0 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１－８７　他 2012年11月13日 80-100%
株式会社ユーラス六ヶ所太陽光 代表取締役　山本　勝公上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１３０９－５太陽光 115,000.0 青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ上１他 2013年3月12日 0-20%
合同会社ＮＲＥ－０１インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８虎ノ門タワーズオフィス１４階太陽光 24,480.0 青森県青森市大字新城字山田３００－２ 2013年3月22日 開示不同意
睦栄風力発電株式会社 村山　亮 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎３２４－２風力 10,000.0 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎地内 2013年3月22日 開示不同意
未来創電上北六ヶ所株式会社 埴原　正和 東京都千代田区内幸町２－１－１太陽光 51,000.0 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字上弥栄１－３他 2013年3月26日 0-20%
日本風力開発ジョイントファンド株式会社 塚脇　正幸 中央区日本橋１－４－１　日本橋一丁目ビルディング風力 20,000.0 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又６８０他 2013年3月29日 20-40%
青森新城山田発電所合同会社 粟国　正樹 東京都港区虎ノ門３－２２－１０－２０１太陽光 50,000.0 青森県青森市大字新城字山田２３５－１０７ 2013年4月26日 運転開始前
横浜風力開発株式会社 松本　智 東京都千代田区内幸町１－１－６風力 38,000.0 青森県上北郡横浜町字雲雀平６－４６他 2013年11月27日 運転開始前
合同会社ＫＣ－０１インベストメント 松澤　和浩 青森県上北郡七戸町森ノ上１００番地１太陽光 23,120.0 青森県上北郡七戸町卒古沢１２０－１ 2014年3月17日 開示不同意
合同会社ＮＲＥ－０４インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス太陽光 21,760.0 青森県上北郡七戸町字卒古沢５－１、３０他５７筆、道路（字卒古沢３２地先、４４地先、５８地先、６０地先、２５３－４地先、字舟場向川久保５８－３地先の各一部区間）2014年3月19日 開示不同意
合同会社ＮＲＥ－０５インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス太陽光 10,880.0 青森県上北郡七戸町字野崎狐久保１０６－１１１ 2014年3月19日 開示不同意
合同会社ＮＲＥ－０５インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス太陽光 12,240.0 青森県上北郡七戸町字高井名３８－２ 2014年3月20日 開示不同意
合同会社ＮＲＥ－１５インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス太陽光 10,880.0 青森県上北郡野辺地町字松ノ木１１３－１１ 2014年3月20日 開示不同意
合同会社六戸ソーラーパーク 赤津　忠祐 港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワー１５階太陽光 16,500.0 青森県上北郡六戸町犬落瀬字坪毛沢１００－１　他２２筆 2014年3月28日 0-20%
青森七戸メガソーラー発電所合同会社 髙山　知也 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 15,003.0 青森県上北郡七戸町字卒古沢７２ 2014年3月28日 0-20%
合同会社ＮＲＥ－０５インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス太陽光 12,240.0 青森県上北郡七戸町字手代森２５－１ 2014年3月28日 開示不同意
合同会社八戸是川 古田　謙一 東京都港区虎ノ門１－２－８　リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 11,200.0 青森県八戸市大字是川字久保田９－１、９－４、９－５、９－６、字石田１０、１１2014年3月28日 運転開始前
野辺地風力開発株式会社 松本　智 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前１－６０風力 36,000.0 青森県上北郡野辺地町字向田４５１－１ 2014年5月15日 運転開始前
千歳風力開発株式会社 粟国　正樹 東京都港区虎ノ門３－２２－１０－２０１号風力 28,500.0 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１５８６－１ 2014年10月24日 運転開始前
合同会社ＮＲＥ－３７インベストメント ニティン・アプテ 青森県上北郡七戸町虎ノ門４－１－２８虎ノ門タワーオフィス１４階太陽光 16,320.0 青森県青森市浪岡大字大釈迦字山本４５－５１ 2014年11月5日 運転開始前
合同会社ＮＲＥ－２１インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス１４階ビル太陽光 16,320.0 青森県上北郡七戸町字天間舘倉越４４－１ 2014年11月5日 運転開始前
株式会社ジェイウインド 森本　成 東京都中央区銀座六丁目１５－１風力 19,500.0 青森県下北郡大間町大字大間字内山４８－１ 2014年12月11日 開示不同意
津軽風力発電株式会社 見上　伸 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 34,500.0 青森県五所川原市十三土佐４９０－４ 2015年1月28日 開示不同意
よこはま風力発電株式会社 見上　伸 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 32,200.0 青森県上北郡横浜町字雲雀平６－８３ 2015年2月4日 開示不同意
まほろば風力発電株式会社 盛高　健太郎 千代田区内神田２－１５－９ 風力 23,000.0 青森県つがる市木造出来島雉子森平２９６－６ 2015年2月4日 -
合同会社ＮＲＥ－２５インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８虎ノ門タワーオフィス１４階太陽光 12,240.0 青森県三戸郡南部町大字剣吉字栗木山９１－１ 2015年2月9日 運転開始前
合同会社ユーラス新小田野沢風力 林　勝 青森県下北郡東通村大字岩屋字苦蕨平１－４風力 31,500.0 青森県下北郡東通村大字小野田沢字出口２－１、１－３、大平滝国有林５２林班ほ小班、国有林５２林班ぬ小班、国有林５２林班る小班、国有林３８０林班は１小班、国有林３８０林班は７小班、国有林３８０林班に３小班他１３筆2015年2月10日 運転開始前
合同会社ＮＲＥ－３６インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８ 太陽光 13,000.0 青森県十和田市大字洞内字樋口７８－１２５ 2015年2月13日 -
東北町発電所合同会社 生田　尚之 東京都渋谷区渋谷４－５－５ 太陽光 10,000.0 青森県上北郡東北町字塞ノ神１８－２ 2015年2月13日 運転開始前
グリーンパワーつがる合同会社 坂木　満 つがる市木造有楽町４５－１ 風力 121,600.0 青森県つがる市牛潟町鷲野沢４４３－２ 2015年2月16日 -
ＳＧＥＴ新郷ウインドファーム合同会社 北川　久芳 青森県三戸郡新郷村大字戸来字戸来嶽３７－９１風力 18,000.0 青森県三戸郡新郷村大字戸来字戸来嶽３７－９１ 2016年3月31日 -
株式会社ユーラスエナジーホールディングス 代表取締役　稲角　秀幸港区虎ノ門４－３－１３ 風力 31,500.0 青森県むつ市奥内中野沢字川代山国有林４２９林班他８筆2016年7月21日 運転開始前
株式会社グリーンパワーインベストメント 代表取締役社長　堀　俊夫港区赤坂１－１１－４４　赤坂インターシティ３階風力 78,200.0 青森県西津軽郡深浦町北金ケ沢字榊原上野２４４ 2017年1月23日 運転開始前
株式会社グリーンパワーインベストメント 代表取締役社長　堀　俊夫港区赤坂１－１１－４４　赤坂インターシティ３階風力 96,000.0 青森県上北郡横浜町字檜川台山国有林２１１４林班 2017年2月2日 運転開始前
株式会社石油輸送リース森山 代表取締役　森山　義弘青森市新田３－１１－１ 風力 76,000.0 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町深谷町字細ヶ平野山１４１－３他４６筆2017年3月3日 運転開始前
合同会社ＪＲＥ八幡岳 中川　隆久 東京都港区六本木６－２－３１　六本木ヒルズノースタワー１５階風力 30,500.0 青森県上北郡七戸町大字天間館字七戸深山国有林１５１１林班2017年3月3日 運転開始前
くにうみウィンド１号合同会社 ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス１４Ｆ風力 36,000.0 青森県北津軽郡中泊町大字中里国有林２３７林班は１小班2017年3月6日 運転開始前
青森風力開発株式会社 代表取締役　岡山　信広上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１０３１－６風力 32,300.0 青森県上北郡横浜町雲雀平６－１６ 2017年3月7日 運転開始前
青森風力開発株式会社 代表取締役　岡山　信広上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１０３１－６風力 12,920.0 青森県上北郡東北町ガス平１５７２ 2017年3月7日 運転開始前
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