
再生可能エネルギー事業計画認定情報より、宮城県内の発電出力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

株式会社サン・エナジー石巻 半澤　成和 宮城県石巻市蛇田字北経塚１１番９号太陽光 9,500.0 宮城県石巻市大字泊浜字岸下山地内 2012年8月6日 開示不同意
楽天信託株式会社 杉谷　孝治 中央区日本橋本町四丁目８番１６号太陽光 1,999.0 宮城県東松島市野蒜字洲崎７１－９３ 2012年9月28日 0-20%
ＥＮＥＯＳ株式会社 大田　勝幸 東京都千代田区大手町一丁目１番２号太陽光 1,015.0 宮城県多賀城市栄４－１２５－１ 2012年10月23日 開示不同意
中部自動車販売株式会社 皆川　純一 東京都東村山市美住町１－１５ 太陽光 1,998.0 宮城県刈田郡蔵王町円田字大林山１５ 2012年11月6日 開示不同意
株式会社橋本店 佐々木　宏明 仙台市青葉区立町２７－２１ 太陽光 1,500.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字下野２８－１他 2012年11月19日 開示不同意
株式会社太田組 太田　陽平 登米市迫町佐沼字南佐沼１－３－１２太陽光 1,250.0 宮城県登米市迫町新田刈叉沢１－３８ 2012年12月14日 0-20%
カメイ株式会社 亀井　文行 仙台市青葉区国分町３－１－１８太陽光 1,990.0 宮城県刈田郡蔵王町宮南川添１－１ 2013年1月17日 開示不同意
合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 片桐　孝憲 東京都港区六本木三丁目２番１号太陽光 1,500.0 宮城県仙台市青葉区大倉一本木１３－４ 2013年1月21日 0-20%
ＪＦＥソーラーパワー株式会社 西村　賢 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１太陽光 1,996.0 宮城県多賀城市栄２－１－２ 2013年1月31日 0-20%
株式会社菅原工務店 菅原　順一 宮城県大崎市古川旭１－１０－２４太陽光 1,375.5 宮城県大崎市三本木桑折字推路山１－４０ 2013年2月4日 開示不同意
株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 代表取締役社長　方　永義東京都品川区大井１－４７－１　ＮＴビル１２Ｆ太陽光 1,200.0 宮城県大崎市三本木音無字山崎２６－２ 2013年2月7日 開示不同意
株式会社レインボー 代表取締役社長　高城　圭一遠田郡美里町北浦字蓮沼浦１１１太陽光 1,500.0 宮城県大崎市三本木桑折字推路山１－３５ 2013年2月12日 開示不同意
株式会社和光住建 代表取締役　森　弘和 大阪市北区東天満１－６－１２ 太陽光 1,750.0 宮城県黒川郡大衡村駒場字上原川６ 2013年2月13日 開示不同意
株式会社センコンエンタープライズ 小島　哲夫 名取市増田５－１０－１７ 太陽光 1,500.0 宮城県黒川郡大衡村大衡字中山１１－１ 2013年2月28日 -
株式会社成田鋼業 成田　春樹 宮城県仙台市若林区中倉２－２４－５太陽光 1,500.0 宮城県名取市下増田字広浦３５ 2013年3月1日 0-20%
生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合宮本　弘 仙台市泉区八乙女４－２－２ 太陽光 1,000.0 宮城県富谷市成田９－７－８ 2013年3月1日 開示不同意
合同会社ＪＲＥ大郷 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 1,000.0 宮城県黒川郡大郷町東成田字長松沢山２－１５ 2013年3月1日 0-20%
いわぬま臨空メガソーラー株式会社 根本　雄策 宮城県岩沼市中央１－２－２村上ビル２階３号室太陽光 21,000.0 宮城県岩沼市下野郷字新菱沼７－１他３６１筆 2013年3月6日 開示不同意
ＥＧＧパワー第七株式会社 秋元　之浩 富山県高岡市福岡町福岡新１８１太陽光 1,990.0 宮城県加美郡色麻町黒沢字切付７－４５ 2013年3月6日 0-20%
ＩＳＥパワー株式会社 秋元　之浩 港区北青山２－１２－１６北青山吉川ビル９階太陽光 1,990.0 宮城県栗原市瀬峰小深沢９１‐２ 2013年3月6日 開示不同意
奥洲物産運輸株式会社 菅井　武英 宮城県東松島市東松島市小松字上二間堀１７６太陽光 1,491.2 宮城県東松島市大塩字山崎９－２ 2013年3月6日 開示不同意
日本太陽光発電２０１３合同会社 本郷　雅和 千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 1,999.0 宮城県名取市下増田字前干場４－８ 2013年3月7日 20-40%
菱電商事株式会社 正垣　信雄 東京都豊島区東池袋３－１５－１５太陽光 1,990.0 宮城県栗原市金成大平１３－５８ 2013年3月7日 0-20%
Ｃｌｅａｎ　Ｇｒｅｅｎ　Ｊａｐａｎ　ＦＩＴ１有限責任組合 組合員　佐護　勝紀 港区南青山２－２－１５ 太陽光 1,110.0 宮城県角田市笠島字雁坊１２－１６ 2013年3月7日 -
エネワンソーラーパーク松島共同事業体 森田　政敏 千代田区平河町２－４－１３ノーブルコート平河町２０５太陽光 1,500.0 宮城県宮城郡松島町北小泉字朴沢１－２ 2013年3月11日 開示不同意
株式会社一条メガソーラー 代表取締役　天野　隆夫伊賀市治田３１９７－３５ 太陽光 29,476.0 宮城県栗原市栗駒鳥沢油畑沢９９－１ 2013年3月12日 運転開始前
株式会社ユーラス天明太陽光 代表取締役　山本　勝公伊具郡丸森町大内字青葉南２１２－１太陽光 14,000.0 宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南２１２－１８９他 2013年3月12日 0-20%
石川建設株式会社 石川　宏志 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 太陽光 1,995.0 宮城県角田市小田字大原１－１４ 2013年3月12日 0-20%
東日本高速道路株式会社 小畠　徹 東京都千代田区霞が関３－３－２　新霞が関ビルディング太陽光 1,000.0 宮城県仙台市泉区野村明神前１－７ 2013年3月13日 開示不同意
大和エネルギー株式会社 松嶋　秀和 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３太陽光 1,980.0 宮城県大崎市古川小野字上蝦沢８７ 2013年3月14日 -
日本未来エナジー株式会社 代表取締役　西尾　章 仙台市泉区八乙女中央２－５－７太陽光 1,961.0 宮城県柴田郡川崎町川内字内木戸２５５－１他 2013年3月14日 開示不同意
エルエムサンパワー株式会社 代表取締役　中井　健夫千代田区丸の内１－５－１ 太陽光 6,930.0 宮城県栗原市鶯沢南郷四ツ石１－２ 2013年3月15日 開示不同意
吉野石膏株式会社 代表取締役　須藤永作千代田区丸の内三丁目３番１号　新東京ビル内太陽光 1,947.3 宮城県岩沼市押分字須加原９２ 2013年3月15日 開示不同意
合同会社ＪＲＥ岩出山 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 1,500.0 宮城県大崎市岩出山南沢字大久保１１８－２他 2013年3月15日 0-20%
日本太陽光発電２０１３合同会社 本郷　雅和 千代田区丸の内１－１－１東京共同会計事務所内太陽光 1,400.0 宮城県名取市下増田字前干揚４－５ 2013年3月18日 20-40%
株式会社ユアソーラー富谷 千葉　幸市 宮城県富谷市石積字三合田沢４４－１太陽光 1,000.0 宮城県富谷市石積三合田沢４４－１ 2013年3月18日 開示不同意
日立キャピタル信託株式会社 木村　良平 東京都港区西新橋１－３－１ 太陽光 1,996.0 宮城県遠田郡涌谷町字薔薇島地内 2013年3月19日 80-100%
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町住吉宮町３－７－１４太陽光 1,991.0 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字上原７４－１ 2013年3月21日 開示不同意
株式会社那須ホリネスエコ 斎藤　嘉邦 栃木県大田原市南金丸１５０４番地２太陽光 1,980.0 宮城県伊具郡丸森町耕野字獄１２４ 2013年3月21日 -
中部自動車販売株式会社 皆川　純一 東京都東村山市美住町１－１５ 太陽光 1,950.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字井戸神沢２８ 2013年3月21日 開示不同意
くりはら新エネルギー開発株式会社 代表取締役　小野寺　良隆栗原市金成沢辺町沖２２４ 太陽光 1,500.0 宮城県栗原市築館木戸６－１ 2013年3月21日 -
藤田光学株式会社 藤田　徳之 福井県鯖江市神中町１－５－２２太陽光 1,000.0 宮城県伊具郡丸森町耕野字獄１３７－１ 2013年3月21日 -
ＡＥ　Ｐｏｗｅｒ合同会社 山田　博 神奈川県横浜市中区山下町１シルクセンター内太陽光 9,520.0 宮城県栗原市築館字照越狼ノ穴沢８４－２ 2013年3月26日 開示不同意
株式会社おおぞら発電所 後藤　由起子 宮城県仙台市宮城野区扇町４－６－４太陽光 1,500.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字向寺西３ 2013年3月26日 -
野口建設株式会社 野口　典秀 栗原市築館源光１２－２４ 太陽光 1,250.0 宮城県栗原市築館字照越松長根４２ 2013年3月26日 0-20%
ソーラーパワー白石株式会社 取締役社長　高階　和彦白石市福岡長袋字新河原１－１ 太陽光 1,000.0 宮城県白石市福岡長袋字新河原１－１地内 2013年3月26日 20-40%
株式会社阿之國屋文左衛門商店 代表取締役　阿部　文雄仙台市宮城野区中野字神明１８１－１太陽光 1,500.0 宮城県亘理郡山元町大平字舘の内７８－３ 2013年3月27日 -
株式会社気仙沼市民の森風力発電所 関口　温 気仙沼市所沢２７０ 風力 7,480.0 宮城県気仙沼市川上地内 2013年3月29日 開示不同意
ＳＳＪメガソーラー３７合同会社 星野　正法 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９階太陽光 1,995.0 宮城県遠田郡涌谷町成沢字耳取１－１ 2013年3月29日 0-20%
豊島硝子株式会社 代表取締役　菅沢　和隆豊島区上池袋一丁目３９番１５号太陽光 1,890.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢２－２５－１ 2013年3月29日 0-20%
名取メガソーラー九電工・グリーン企画有限責任事業組合川連　慎也 宮城県仙台市青葉区五橋１－１－１７太陽光 1,969.0 宮城県名取市愛島台８地内 2013年6月6日 100%-
パシフィコ・エナジー大崎合同会社 小川　聡 東京都港区六本木３－２－１六本木グランドタワー太陽光 40,320.0 宮城県大崎市岩出南沢字鳥屋山１－２他３４筆 2013年6月11日 開示不同意
株式会社サカイホールディングス 肥田　貴將 愛知県名古屋市中区千代田５－２１－２０太陽光 1,500.0 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘５－１０３－１ 2013年7月4日 -
株式会社きしろ 代表取締役社長　松本　好隆明石市天文町２－３－２０ 太陽光 1,998.7 宮城県岩沼市寺島川向４４－１１ 2013年7月26日 開示不同意
株式会社旗山マリン 野口　正國 徳島県小松島市坂野町字種井４４－１太陽光 1,500.0 宮城県大崎市岩出山上野目字曲坂３４ 2013年8月22日 20-40%
星造園土木株式会社 星　直弥 仙台市宮城野区二の森７－３３ 太陽光 1,999.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣山田字樟平４７－１ 2013年9月10日 開示不同意
株式会社エジソンパワー 代表取締役　山田　敏雅木更津市かずさ鎌足１－８－１ 太陽光 1,500.0 宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋１５８－１ 2013年10月21日 0-20%
有限会社旭コーポレーション 代表取締役　斉藤　充 気仙沼市田中前３－１－１２ 太陽光 1,000.0 宮城県気仙沼市本吉町猪ノ鼻１０７−１ 2013年10月21日 -
ＰｕｒｐｌｅＳｏｌ合同会社 ソンポップ・プロンパナピタック宮城県大崎市鳴子温泉鬼首禿岳１５番地１太陽光 133,625.0 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字禿岳１５－１ 2013年10月23日 運転開始前
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株式会社タカラレーベン 代表取締役　島田　和一東京都千代田区丸の内１丁目８番２号太陽光 1,951.2 宮城県黒川郡大郷町東成田字板谷東山１－５ 2013年11月1日 開示不同意
錦エステート株式会社 嶋田　哲夫 仙台市青葉区錦ケ丘７－１－３ 太陽光 1,425.6 宮城県仙台市青葉区下愛子字西風蕃山８０－２ 2013年11月14日 開示不同意
株式会社大崎グリーンエナジー 我妻　孝 大崎市古川小野字馬場２５番地３太陽光 1,990.0 宮城県大崎市古川北宮沢字上前田西５－１ 2013年11月25日 開示不同意
ＰｅｔａＳｏｌ合同会社 ペーテル・ゲルストマン千代田区内幸町２－２－２富国生命ビル１２階渥美坂井法律事務所内太陽光 41,360.0 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字葭沢山１－３４ 2013年11月29日 運転開始前
イシイ株式会社 石井　吉雄 仙台市若林区卸町２－７－６ 太陽光 1,000.0 宮城県本吉郡南三陸町歌津字樋の口２１－１２ 2013年12月9日 開示不同意
おひさま株式会社 代表取締役　齋藤　祐司石巻市中央２－７－３８ 太陽光 1,000.0 宮城県栗原市高清水中の沢３３－２他１２筆 2013年12月9日 0-20%
山佐産業株式会社 佐野　慎一 新見市高尾３６２－１ 太陽光 1,990.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田６７－１ 2013年12月20日 0-20%
ベスト株式会社 石井　吉雄 仙台市若林区文化町１７－３ 太陽光 1,000.0 宮城県角田市角田字裏林２６－１９、３３－２、－３、－８、－５９、－７４、－１０２、３６－１、３７－１、５１、５２、字無笹木１１３－１、１１６－１、１２０－１、１２２－１、１２９、１８０、１８５、１８６他４筆2013年12月20日 開示不同意
おおさき未来エネルギー株式会社 高橋　勝行 大崎市古川休塚新西田３８－１ 太陽光 1,000.0 宮城県大崎市田尻小塩字伝々山４０－１ 2013年12月20日 0-20%
フォームデータバンク株式会社 近藤　昌行 世田谷区深沢６－４－７ 太陽光 1,000.0 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字湯野上下４６ 2013年12月20日 開示不同意
ＳＧＥＴ栗原メガソーラー合同会社 北川　久芳 栗原市高清水大沢２２ 太陽光 10,500.0 宮城県栗原市高清水大沢２１‐１他２２筆 2013年12月25日 開示不同意
株式会社セキネエナジー 関根　弘之 埼玉県深谷市田所町１５－１ 太陽光 1,996.1 宮城県大崎市岩出山上真山袖山２３－１０ 2013年12月25日 -
株式会社ワールドカップ 代表取締役　松田　鐘文鳥取市扇町７５番地２ 太陽光 1,200.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木２６９－１ 2013年12月25日 開示不同意
ナカリ株式会社 中村　信一郎 加美郡加美町羽場字山鳥川原９－２８－４太陽光 1,250.0 宮城県加美郡加美町鳥屋ケ崎泥坂屋敷２０－１ 2013年12月26日 -
Ｊ．ＭＩＲＡＩ株式会社 木村　勝弘 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目７－１　電力ビル１階太陽光 1,750.0 宮城県大崎市古川小野字姥沢４１－１ 2014年1月14日 開示不同意
株式会社東京エネシス 熊谷　努 東京都中央区日本橋茅場町１－３－１太陽光 1,990.0 宮城県登米市豊里町白鳥山１１０－２ 2014年1月16日 開示不同意
合同会社石撫太陽光発電所 楠田　喜彦 中央区八重洲一丁目７－２０ 太陽光 1,990.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字石撫６－６ 2014年1月23日 100%-
Ｊ．ＭＩＲＡＩ株式会社 木村　勝宏 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目７－１　電力ビル１階太陽光 1,600.0 宮城県角田市坂津田字池田１２ 2014年1月23日 運転開始前
日本未来エナジー株式会社 代表取締役　西尾　章 仙台市泉区八乙女中央２－５－７太陽光 1,500.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字田尻６６－１ 2014年1月23日 開示不同意
有限会社ダブルストーン 石井　吉雄 仙台市太白区砂押南町２－１０ 太陽光 1,000.0 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字黒岩山３ 2014年1月23日 開示不同意
Ｊ．ＭＩＲＡＩ株式会社 木村　勝宏 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目７－１　電力ビル１階太陽光 1,000.0 宮城県亘理郡亘理町長瀞字南原１９３－８９外５筆 2014年1月23日 -
株式会社東武 代表取締役　中島　照夫仙台市青葉区中央２丁目８－１３　大和証券仙台ビル１１階太陽光 1,009.9 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字鹿野前３１他７筆 2014年1月30日 -
株式会社アシストＵ 高橋　良典 宮城県仙台市太白区長町南３－１５－１１－２０１太陽光 1,000.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木７３－１０ 2014年1月30日 -
大沼電建株式会社 大沼　健一 湯沢市柳町２－３－２８ 太陽光 1,243.8 宮城県柴田郡村田町大字小泉字愛宕山２７ 2014年2月5日 開示不同意
国際航業株式会社 土方　聡 東京都千代田区六番町２番地 太陽光 1,992.1 宮城県伊具郡丸森町大内字砂田１３２ 2014年2月6日 -
石巻きずな合同会社 本郷　雅和 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 10,000.0 宮城県石巻市沼津字大林山１－３ 2014年2月17日 開示不同意
株式会社タカラレーベン 島田　和一 東京都千代田区丸の内１－８－２太陽光 1,999.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢上泥畑東沢１０－２ 2014年2月26日 -
株式会社今野建設 代表取締役　今野　幸衛柴田郡村田町大字小泉字西浦１０８太陽光 1,247.4 宮城県仙台市青葉区上愛子字芦見２０－５８ 2014年2月26日 -
京セラＴＣＬソーラー合同会社　代表社員　東京センチュリーリース株式会社職務執行者　荻野　広明千代田区神田練塀町３番地 太陽光 26,250.0 宮城県黒川郡大和町小野字長岫１４－２ 2014年2月28日 開示不同意
ウッドレイク合同会社 海老原　英征 東京都港区六本木１－６－１泉ガーデンタワー１２階太陽光 18,900.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字一ノ沢宅地６－１ 2014年2月28日 -
栗原合同会社 山田　博 神奈川県横浜市中区横浜市中区山下町１シルクセンター内太陽光 12,240.0 宮城県栗原市築館字照越狼ノ穴沢８４－５ 2014年2月28日 -
合同会社くりこま高原太陽光発電所 設樂　厚夫 栃木県宇都宮市中戸祭１－９－１２太陽光 1,990.0 宮城県栗原市金成大平４７－４３ 2014年2月28日 -
株式会社ブイハウス 代表取締役　田中　雅顕北九州市小倉北区古船場町５－３３太陽光 1,990.0 宮城県大崎市岩出山字磯田川戸沢９－１ 2014年2月28日 0-20%
ティーダ・パワー０１合同会社 中村　武 東京都新宿区西新宿２－１－１　新宿三井ビル５０階太陽光 1,990.0 宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山８－１ 2014年2月28日 開示不同意
株式会社栄輝商事 代表取締役　冨士　靖史品川区大井１－２３－１カクタビル７Ｆ太陽光 1,990.0 宮城県大崎市三本木桑折字推路山２－４４ 2014年2月28日 運転開始前
株式会社レインボー 髙城　圭一 宮城県遠田郡美里町北浦字蓮沼浦１１１太陽光 1,990.0 宮城県大崎市古川北宮沢木杭西６－１ 2014年2月28日 0-20%
株式会社大崎グリーンエナジー 代表取締役　我妻　孝 大崎市古川小野字馬場２５－３ 太陽光 1,990.0 宮城県大崎市古川北宮沢木杭西６－１ 2014年2月28日 0-20%
オリックス株式会社 井上　亮 港区浜松町２－４－１ 太陽光 1,750.0 宮城県仙台市宮城野区港２－１－９ 2014年2月28日 開示不同意
有限会社インテム 代表取締役　高橋　光 仙台市青葉区花京院１－１－５ 太陽光 1,630.0 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字堤ノ内５６ 2014年2月28日 開示不同意
株式会社山善 代表取締役　山本　善一盛岡市黒石野２－４４－４５ 太陽光 1,500.0 宮城県仙台市青葉区上愛子字遠野原２９－５ 2014年2月28日 -
松島産業株式会社 八木　秀一 宮城郡松島町松島小梨屋２－１４太陽光 1,000.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木３９３－４ 2014年2月28日 0-20%
株式会社フジ発電 門脇　基 宮城県仙台市青葉区本町２－６－２９－９０３太陽光 1,000.0 宮城県大崎市岩出山下一栗字岩ノ沢１－１ 2014年2月28日 開示不同意
株式会社サン・コーポレーション 佐々木　邦夫 東京都千代田区六番町５番地３ 太陽光 1,250.0 宮城県石巻市湊字御所入山６ 2014年3月4日 開示不同意
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号リニューアブル・ジャパン株式会社内太陽光 1,980.0 宮城県亘理郡山元町浅生原字下宮前１１４ 2014年3月6日 開示不同意
扇屋商事株式会社 石田　道人 宮城県仙台市青葉区二日町２－２２太陽光 1,980.0 宮城県亘理郡山元町浅生原字下宮前１１８－４ 2014年3月6日 開示不同意
株式会社村田サンファーム 代表取締役　針生　幸子仙台市若林区日辺字宅地２０番地太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字一ノ沢橋本３２－２ 2014年3月6日 -
株式会社バイテックエネスタ 今野　宏晃 東京都品川区東品川３－６－５ 太陽光 1,990.0 宮城県登米市南方町沢田前１４－１ 2014年3月10日 開示不同意
ＡＫ有限責任事業組合 青野　浩司 神奈川県横浜市中区錦町１７ 太陽光 1,500.0 宮城県仙台市太白区茂庭馬越石１１－２ 2014年3月12日 -
合同会社角田電燃開発 森田　威 東京都新宿区四谷二丁目９番地１５　東京ユナイテッド総合事務所内太陽光 16,000.0 宮城県角田市小田字台１３３他１２４筆 2014年3月13日 運転開始前
七ヶ宿・ソーラー・エナジー合同会社 海老原　英征 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル５０階太陽光 7,000.0 宮城県刈田郡七ヶ宿町字鳥川岳３２－１１他 2014年3月13日 -
有限会社中村商事 中村　茂美 群馬県館林市下早川田町７０８－２太陽光 7,000.0 宮城県大崎市三本木桑折字芦ノ口山４－７ 2014年3月13日 運転開始前
ＲＳリニューアブルズ株式会社 渡辺　拓郎 東京都港区台場二丁目３番２号 太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大衡村松の平２－２１ 2014年3月13日 0-20%
岩水商事株式会社 松浦　広幸 岡山県岡山市南区福吉町１８－１８太陽光 1,500.0 宮城県角田市小田字荒井４５－３他１７筆 2014年3月14日 開示不同意
株式会社グリーンスター 星　直明 仙台市青葉区北根１－１３－１－２９０４太陽光 1,500.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字宮田４４－８ 2014年3月14日 開示不同意
ＲｉｃｈＳｏｌａｒＥｎｅｒｇｙ合同会社 職務執行者　福岡　武彦港区麻布台二丁目１番２－１４０６号太陽光 16,000.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字横向山３６－１ 2014年3月17日 開示不同意
ＯＲソーラー・テン合同会社 髙山　知也 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 1,500.0 宮城県石巻市須江字茄子川１１３－１ 2014年3月17日 0-20%
株式会社みやぎソーラー発電所 代表取締役　佐藤　みのる宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号　仙台トラストタワー１０階太陽光 1,500.0 宮城県登米市豊里町東待井下８７ 2014年3月17日 開示不同意
日立キャピタル信託株式会社 木村　良平 東京都港区西新橋１－３－１ 太陽光 1,000.0 宮城県亘理郡山元町大平字舘ノ内７３－１ 2014年3月18日 80-100%
東部エナジー株式会社 代表取締役　千葉　みつ子石巻市新境町１－１－７ 太陽光 1,000.0 宮城県東松島市大塩字表沢１２９－２ 2014年3月19日 開示不同意
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、宮城県内の発電出力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

仙台大倉ＧＤ第一合同会社 宇佐美　薫 宮城県仙台市青葉区中央４－８－１７小林ビル１Ｆ太陽光 31,750.0 宮城県仙台市青葉区大倉字向大倉山６７－１ 2014年3月20日 -
東急不動産株式会社 大隈　郁仁 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１太陽光 6,000.0 宮城県白石市小原字塩花１８ 2014年3月20日 -
アマテラス・ソーラー合同会社 長谷部　剛 東京都中央区東日本橋２－２８－４日本橋ＣＥＴビル２階太陽光 135,400.0 宮城県白石市福岡深谷字下駄小屋沢１－１ 2014年3月24日 運転開始前
新川メガソーラー発電合同会社 石本　忠次 東京都千代田区内幸町２－１－６太陽光 38,000.0 宮城県仙台市太白区秋保町馬場字北山西３３ 2014年3月24日 -
株式会社神戸物産 代表取締役　沼田　博和兵庫県加古郡稲美町中一色８８３番地太陽光 36,000.0 宮城県仙台市太白区坪沼字稲塚山１－５ 2014年3月24日 運転開始前
ディー・ティーエナジー合同会社 髙山　知也 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 36,000.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字勝負沢３９－１ 2014年3月24日 開示不同意
宮床メガソーラー発電合同会社 岩村　稔 大阪市浪速区元町２－３－８ 太陽光 36,000.0 宮城県黒川郡大和町小野字芳ノ沢４０－１ 2014年3月24日 運転開始前
ディ－・ティ－エナジー合同会社 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 22,000.0 宮城県白石市福岡深谷字芳ケ沢山１－１ 2014年3月24日 開示不同意
名取ソーラーウェイ合同会社 野坂　照光 宮城県仙台市若林区新寺一丁目３番４５号太陽光 19,000.0 宮城県名取市下増田字前干揚４－７ 2014年3月24日 開示不同意
大崎三本木太陽光発電合同会社 本郷　雅和 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 5,000.0 宮城県大崎市三本木伊賀字長久良辺８－７ 2014年3月24日 -
株式会社ＮＳエナジー 日野　修一郎 宮城県仙台市宮城野区岩切２丁目３番３６号太陽光 1,995.0 宮城県仙台市泉区福岡字岳山７－４６ 2014年3月24日 運転開始前
エステック・ソーラー合同会社 仲田　和弘 東京都千代田区一ツ橋２丁目１番１号太陽光 1,995.0 宮城県大崎市古川清滝字清水側６０ 2014年3月24日 開示不同意
大和リース株式会社仙台支店 柴崎　晃 仙台市太白区大野田字観音堂４８－１太陽光 1,990.0 宮城県仙台市泉区福岡字延寿１－１５ 2014年3月24日 20-40%
株式会社エネテックスひまわり 土門　隆三 宮城県仙台市青葉区川平二丁目１４番２号太陽光 1,749.4 宮城県黒川郡大郷町大松沢狸沢５－３４ 2014年3月24日 開示不同意
株式会社バイテックエネスタ 今野　宏晃 東京都品川区東品川３－６－５ 太陽光 1,500.0 宮城県大崎市鳴子温泉字上ノ原２－１ 2014年3月24日 開示不同意
株式会社バイテックエネスタ 今野　宏晃 東京都品川区東品川３－６－５ 太陽光 1,395.0 宮城県大崎市鳴子温泉字入沢１２３－２ 2014年3月24日 開示不同意
株式会社丹勝 代表取締役　丹野　勝治仙台市宮城野区日の出町３－３－３２太陽光 1,320.0 宮城県黒川郡大郷町味明字蓮沼畑２－１ 2014年3月24日 -
株式会社はまかぜ地所 四方　祥樹 東京都中央区京橋２－２－１ 太陽光 1,000.0 宮城県刈田郡蔵王町大字平沢字町尻５６－１ 2014年3月24日 -
ＪＲ東日本エネルギー開発株式会社 中島　等 東京都港区新橋３－３－１４ 太陽光 1,000.0 宮城県大崎市鹿島台深谷字新田２－１ 2014年3月24日 0-20%
加美八幡堂ソーラー株式会社 三木　浩 加美郡加美町原八幡堂西一番７７－１太陽光 1,365.3 宮城県加美郡加美町原八幡堂西一番７５－１他５筆 2014年3月27日 -
松月産業株式会社 代表取締役　今中　美恵仙台市青葉区中央２－６－８ 太陽光 1,250.0 宮城県栗原市志波姫沼崎淀７４－２、７９、８０－２～６、－８、８１－１、－２、８２－１、８３－１、８４－１、８５、８６－１、－２、８７、８８－１、－２、８９－１～４、９０－１、－２、９１－１、９２－１2014年3月27日 0-20%
仙台太陽光センター合同会社 余根田　義幸 大阪市中央区淡路町２－６－１１淡路町パークビル４階太陽光 50,000.0 宮城県仙台市青葉区上愛子字太平１４他１９筆 2014年3月28日 運転開始前
山佐株式会社 代表取締役　佐野　慎一新見市高尾３６２－１ 太陽光 49,300.0 宮城県亘理郡亘理町吉田字村８８－１ 2014年3月28日 0-20%
松島太陽光発電合同会社 髙山　知也 東京都千代田区丸の内３－１－１　東京共同会計事務所内太陽光 40,032.0 宮城県宮城郡松島町初原字宮ノ入２９－１ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社タイガー 藤井　豊久 神奈川県横浜市青葉区鉄町４５０番１太陽光 40,000.0 宮城県仙台市太白区茂庭字鍋田２５－１他４１筆 2014年3月28日 運転開始前
合同会社丸森発電所 ビュフォード・ジェームス・エベレット宮城県伊具郡丸森町筆甫字川平一４８－５太陽光 40,000.0 宮城県伊具郡丸森町筆甫字川平一４８－５ 2014年3月28日 運転開始前
ＥＳ　ＮＰＶ２合同会社 粟国　正樹 港区虎ノ門３－２２－１０－２０１ 太陽光 30,240.0 宮城県大崎市三本木桑折字芦ノ口１３ 2014年3月28日 -
山佐株式会社 佐野　慎一 岡山県新見市高尾３６２番地の１太陽光 30,000.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字畑前北８－１ 2014年3月28日 -
スズデンエナジー株式会社 鈴木　達ノ助 山形県米沢市城西三丁目５番２１号太陽光 27,000.0 宮城県白石市福岡深谷字瘤岩３他３１筆、字白萩山３他２２筆、字大日向６３－２他４筆2014年3月28日 -
合同会社開発６５号 戸谷　英之 東京都千代田区飯田橋１－３－２曙杉館４Ｆ清和コンサルティング株式会社内太陽光 23,965.2 宮城県伊具郡丸森町耕野字嶽１３２ 2014年3月28日 運転開始前
合同会社地方創生太陽光発電所２号 東海林　秀樹 東京都墨田区緑２－１８－８－６０２号太陽光 23,965.2 宮城県伊具郡丸森町耕野字嶽２２ 2014年3月28日 運転開始前
合同会社ＮＲＥ－２０インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門四丁目１－２８　虎ノ門タワーズオフィス１４階太陽光 21,000.0 宮城県遠田郡涌谷町成沢字大平１９ 2014年3月28日 運転開始前
山佐株式会社 佐野　慎一 岡山県新見市高尾３６２番地の１太陽光 19,800.0 宮城県柴田郡川崎町大字支倉字若張６－２ 2014年3月28日 運転開始前
黒川発電所合同会社 井出　清彦 港区虎ノ門３－２２－１０－２０１ 太陽光 16,380.0 宮城県大崎市三本木町桑折字芦ノ口山４－９ 2014年3月28日 -
合同会社クリスタル・クリア・エナジー 北川　久芳 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 11,000.0 宮城県刈田郡七ヶ宿町字柏木山５９－５８　他２筆 2014年3月28日 開示不同意
楽天信託株式会社 代表取締役　柴垣　宏行世田谷区玉川１－１４－１ 太陽光 9,975.0 宮城県栗原市栗駒猿飛来大長根２－２２ 2014年3月28日 0-20%
株式会社ブルーキャピタルマネジメント 原田　秀雄 東京都港区赤坂二丁目１６番８号太陽光 7,920.0 宮城県仙台市青葉区大倉字長窪１１ 2014年3月28日 運転開始前
塩釜ソーラーエナジー合同会社 北川　久芳 千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所太陽光 7,500.0 宮城県塩竈市伊保石９５－３７ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社仙台青葉会 石月　正美 宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡下４９－１２　広瀬の杜１－１０１太陽光 7,500.0 宮城県大崎市岩出山磯田菅刈場１８－８ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社齋喜ビル 齋藤　喜平 仙台市若林区六丁の目中町１３－３５太陽光 1,999.8 宮城県仙台市若林区荒浜一本杉南２１－１他 2014年3月28日 -
イセファーム東北株式会社 代表取締役　伊勢　彦信加美郡色麻町黒澤字切付７－１０太陽光 1,999.0 宮城県加美郡色麻町黒澤字切付７－１２ 2014年3月28日 開示不同意
ＥＧＧパワー第五株式会社 伊勢　彦信 富山県高岡市福岡町福岡新１８１番地太陽光 1,999.0 宮城県加美郡色麻町黒沢字切付７－２０ 2014年3月28日 -
株式会社メデア 山本　一哉 埼玉県さいたま市見沼区深作３－３－２太陽光 1,999.0 宮城県黒川郡大郷町東成田板谷山２０－１ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社バイテックエネスタ 今野　宏晃 東京都品川区東品川３－６－５ 太陽光 1,999.0 宮城県黒川郡大和町落合松坂字北沢１３－１ 2014年3月28日 開示不同意
石川建設株式会社 石川　広志 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 太陽光 1,999.0 宮城県角田市小田字大原１－３、７０－３、７０－４、７０－７、７０－８、７０－１５、７４、７５他９筆、舟沼７５、７６、角田字裏林２７－１７、字摺鉢１－１２９、角田市の市道（大原１４－１地先）2014年3月28日 0-20%
平沢パワーウエスト合同会社 岡田　祐介 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号太陽光 1,997.1 宮城県仙台市青葉区芋沢字平沢１－７ 2014年3月28日 開示不同意
平沢パワーウエスト合同会社 岡田　祐介 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号太陽光 1,997.1 宮城県仙台市青葉区芋沢字平沢１－７ 2014年3月28日 開示不同意
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町住吉宮町３－７－１４太陽光 1,995.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字関場６２－１ 2014年3月28日 開示不同意
アツギ株式会社 代表取締役　工藤　洋志海老名市大谷北１－９－１ 太陽光 1,995.0 宮城県白石市郡山字西堀３５－１２ 2014年3月28日 開示不同意
ＫＴＣ洸陽合同会社 荻野　広明 東京都千代田区神田練塀町３番地太陽光 1,995.0 宮城県遠田郡涌谷町下郡字大平３１－１９ 2014年3月28日 開示不同意
日本ヒューム株式会社 大川内　稔 東京都港区新橋５－３３－１１ 太陽光 1,990.0 宮城県柴田郡柴田町下名生字旭川９０－１ 2014年3月28日 -
Ｊ．ＭＩＲＡＩ株式会社 木村　勝宏 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目７－１　電力ビル１階太陽光 1,990.0 宮城県亘理郡山元町小平字北柳沢１３－１ 2014年3月28日 開示不同意
合同会社メガソーラー大郷１号 加藤　宏 宮城県東松島市小野字中央３－９太陽光 1,990.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字欠下１８－１１ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社橋本ホールディングス 橋本　百合子 宮城県東松島市小野字鍛冶沢１－１太陽光 1,990.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字欠下１７－１５ 2014年3月28日 0-20%
株式会社マルサンホーム 丸山　元 埼玉県八潮市二丁目４１７－１ 太陽光 1,990.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字台の沢４－２ 2014年3月28日 -
合同会社とめ自然エネルギー 濱田　総一郎 登米市登米町日野渡内の目２８９－３太陽光 1,990.0 宮城県登米市東和町米川字南上沢１９３－１ 2014年3月28日 -
ＨＷソーラーパワー２合同会社 朴　聖龍 東京都港区芝四丁目１０番１号 太陽光 1,990.0 宮城県亘理郡山元町坂元手代岫６－１ 2014年3月28日 0-20%
ＨＷソーラーパワー２合同会社 朴　聖龍 東京都港区芝四丁目１０番１号 太陽光 1,990.0 宮城県亘理郡山元町坂元字渋沢３他１５筆 2014年3月28日 -
ＨＷソーラーパワー２合同会社 朴　聖龍 東京都港区芝四丁目１０番１号 太陽光 1,990.0 宮城県亘理郡山元町坂元字渋沢３他１５筆 2014年3月28日 -
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、宮城県内の発電出力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

大英ソーラー株式会社 大園　英彦 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－１－７アースコート黒崎駅前ＢＬＤＧ．２Ｆ－Ｆ号太陽光 1,990.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字宮田６１－１ 2014年3月28日 0-20%
太陽光パーク２合同会社 横溝　透修 東京都千代田区鍛冶町二丁目２番２号太陽光 1,990.0 宮城県角田市尾山字引田１２２－１他１８筆 2014年3月28日 0-20%
株式会社ユー・エス 代表取締役　臼井　正人千葉市中央区登戸２－５－１８ 太陽光 1,990.0 宮城県白石市大鷹沢鷹巣字砂押堀西２９－３２ 2014年3月28日 開示不同意
千葉興行株式会社 代表取締役　臼井　正人千葉市中央区中央３－８－８中央ＣＩＢ８階太陽光 1,990.0 宮城県白石市大鷹沢鷹巣字砂押堀西２９－３４ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社ジースリー 代表取締役　金子　史朗伊勢崎市下植木町５３５－３ 太陽光 1,990.0 宮城県白石市大鷹沢鷹巣字砂押堀西２９－１７ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社ジースリー 代表取締役　金子　史朗伊勢崎市下植木町５３５－３ 太陽光 1,990.0 宮城県白石市大鷹沢鷹巣字砂押堀西２９－１７ 2014年3月28日 開示不同意
太陽光パーク２合同会社 横溝　透修 東京都千代田区鍛冶町二丁目２番２号太陽光 1,990.0 宮城県角田市横倉字杉ノ堂５－１、５－２、字金谷１１他２７筆2014年3月28日 0-20%
株式会社ゆのあ 堀内　愛 宮城県仙台市宮城野区１－２－３３ＴｈｅＰａｒｋＧｒａｎｄｅ榴ヶ岡３Ｆ太陽光 1,982.2 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢二番２５－５ 2014年3月28日 -
日立キャピタル信託株式会社 木村　良平 東京都港区西新橋１－３－１ 太陽光 1,980.0 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字神明堂１０５－１ 2014年3月28日 80-100%
株式会社ユアソーラー蔵王 千葉　幸市 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字大林山１－１太陽光 1,980.0 宮城県刈田郡蔵王町円田字土橋６６－２ 2014年3月28日 開示不同意
Ｌ＆Ｄｃｏｍｐａｎｙ 代表取締役　平間　晋 太陽光 1,980.0 宮城県仙台市泉区福岡字小家下１７－１他７筆 2014年3月28日 -
清水建設株式会社 井上　和幸 東京都中央区京橋二丁目１６番１号太陽光 1,980.0 宮城県登米市豊里町蕪木１５５ 2014年3月28日 0-20%
合同会社仙台荒浜発電所 佐野　浩一 岩手県花巻市西宮野目第１１地割１番地太陽光 1,980.0 宮城県仙台市若林区荒浜字北今切３ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社日昇工業 代表取締役　日野　修一郎仙台市宮城野区岩切２－３－３６太陽光 1,931.4 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢二番１８－５５ 2014年3月28日 0-20%
株式会社武山興業 武山　隼人 宮城県石巻市小船越字二子北上１１１太陽光 1,890.0 宮城県石巻市北上町女川字峯２７－２ 2014年3月28日 -
合同会社加美青木原太陽光発電 大内　正紀 東京都港区神田錦町３－１１ 太陽光 1,864.0 宮城県加美郡加美町下多田川字道２６－１他８筆 2014年3月28日 100%-
シン・エナジー株式会社 乾　正博 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町住吉宮町３－７－１４太陽光 1,800.0 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字上原７９－１ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社ヒラノイズム 平野井　景一 秋田県秋田市南通築地１番９号グランフォート南通１－Ｃ太陽光 1,787.5 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字柳沢５ 2014年3月28日 開示不同意
みずほ信託銀行株式会社 支配人　宮本　雅弘 中央区八重洲１－２－１ 太陽光 1,750.0 宮城県遠田郡涌谷町小里字舘ヶ森１９－４ 2014年3月28日 -
未来テクノス株式会社 代表取締役社長　堀内　周光仙台市宮城野区日の出町１－１－２１　ＭＴビル太陽光 1,738.8 宮城県黒川郡大和町小野字山岸４１－４ 2014年3月28日 -
大槻商事株式会社 大槻　博太 福島市新浜町７－３６ 太陽光 1,731.6 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田６９－５他３筆 2014年3月28日 -
大槻電設工業株式会社 大槻　博太 福島市鎌田字卸町１３－７ 太陽光 1,731.6 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字勝負沢５－１１他９筆 2014年3月28日 -
登米ソーラー株式会社 代表取締役　三木　浩 登米市米山町字善王寺永沢１１４－１太陽光 1,631.7 宮城県登米市米山町字善王寺永沢１１４－１ 2014年3月28日 -
大翔株式会社 代表取締役　下山　　勉仙台市若林区伊在字東通５番地太陽光 1,613.0 宮城県石巻市桃生町神取字西八反崎３１４－８他５５筆 2014年3月28日 0-20%
合同会社とめ自然エネルギー 濱田　総一郎 登米市登米町日野渡内の目２８９－３太陽光 1,600.0 宮城県登米市中田町浅水字浅部玉山３２－１ 2014年3月28日 -
合同会社にっこり地域ソーラー 信夫　弘司 仙台市青葉区八幡１－４ー１６ 太陽光 1,500.0 宮城県石巻市北上町十三浜字追場１０４－３ 2014年3月28日 0-20%
株式会社ヒルトップソーラー 髙橋　秀幸 宮城県石巻市北上町女川字峯２７－１太陽光 1,500.0 宮城県石巻市北上町女川字峯２０－１ 2014年3月28日 -
エステック・ソーラー合同会社 仲田　和弘 東京都千代田区一ツ橋２丁目１番１号太陽光 1,500.0 宮城県黒川郡大郷町石原字一本木１３－１ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社バイテックエネスタ 今野　宏晃 東京都品川区東品川３－６－５ 太陽光 1,500.0 宮城県大崎市三本木新町２－８－２ 2014年3月28日 開示不同意
関西ガス株式会社 代表取締役　浅井　哲也神戸市西区森友４－３０－１ 太陽光 1,500.0 宮城県加美郡加美町宮崎字南１０４－２他４筆 2014年3月28日 0-20%
株式会社永輝商事 代表取締役　冨士　靖史品川区大井１－２３－１ 太陽光 1,500.0 宮城県黒川郡大衡村駒場字沢田４０ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社菅原工務店 菅原　順一 宮城県大崎市古川旭１－１０－２４太陽光 1,500.0 宮城県大崎市古川小野字華島３５－４ 2014年3月28日 -
有限会社名取ファーム 代表取締役　高橋　通義栗原市栗駒八幡館山３－５１ 太陽光 1,424.3 宮城県名取市下増田字北原東１５９ 2014年3月28日 -
イシイ株式会社 代表取締役　石井　吉雄仙台市若林区卸町二丁目７－６ 太陽光 1,330.0 宮城県白石市越河五賀字谷地１６ 2014年3月28日 開示不同意
合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 片桐　孝憲 東京都港区六本木３－２－１　住友不動産六本木グランドタワー２４階太陽光 1,260.0 宮城県黒川郡大衡村駒場字上深沢６４－１ 2014年3月28日 運転開始前
扇屋商事株式会社 石田　道人 宮城県仙台市青葉区二日町２－２２太陽光 1,260.0 宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺字竹ノ花３１、５８、６６、６８、７１、７２、７３、８５、８７、９２、９５、９８－１、－２、９９－１、１１０、１１１、１１２、１１３、１１７、１１８、１２０、１２１、１２２他１７筆2014年3月28日 開示不同意
合同会社運用９号 戸谷　英之 東京都千代田区飯田橋１－３－２　曙杉館４階　清和コンサルティング株式会社内太陽光 1,203.1 宮城県加美郡加美町下多田川字中野１３２ 2014年3月28日 開示不同意
有限会社益野製菓 代表取締役　益野　英昭石巻市南光町２－１－１２ 太陽光 1,000.0 宮城県加美郡加美町下多田川野寺川久根７９－１ 2014年3月28日 0-20%
おひさま株式会社 齋藤　祐司 石巻市中央２－７－３８ 太陽光 1,000.0 宮城県大崎市古川清滝字後沢３８ 2014年3月28日 0-20%
株式会社アメニティープラネット 上岡　太一 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町３－１６　ＡＳ本社ビル太陽光 1,000.0 宮城県栗原市高清水北原６９－１　他４筆 2014年3月28日 開示不同意
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 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 1,000.0 宮城県気仙沼市本吉町寺谷１４１－９ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社ティエムエフ 代表取締役　冨田　行雄福井県福井市大手３－１２－２０ 太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字山崎木戸脇４０－４ 2014年3月28日 開示不同意
日本未来エナジー株式会社 代表取締役　西尾　章 仙台市泉区八乙女中央２－５－７太陽光 1,000.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木３０８－２ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社東部環境 代表取締役　工藤　豊和東松島市大曲字南浜１－４ 太陽光 1,000.0 宮城県石巻市針岡字昭和２１６ 2014年3月28日 0-20%
アツギ株式会社 代表取締役　工藤　洋志海老名市大谷北１－９－１ 太陽光 1,000.0 宮城県白石市郡山字西堀３５－１２ 2014年3月28日 開示不同意
ブルームビルド株式会社 小関　朋宏 黒川郡大和町杜の丘３－２－６ 太陽光 1,000.0 宮城県栗原市高清水手取４０－１ 2014年3月28日 開示不同意
ブルームビルド株式会社 小関　朋宏 黒川郡大和町杜の丘３－２－６ 太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾無１０－３ 2014年3月28日 -
株式会社日昇工業 日野　修一郎 仙台市宮城野区岩切２－３－３６太陽光 1,000.0 宮城県遠田郡涌谷町成沢字藤原２７他７筆 2014年3月28日 -
山形プロテクション株式会社 代表取締役　梅津　賢一長井市九野本１１１９－５ 太陽光 1,000.0 宮城県栗原市高清水影の沢３８－９０ 2014年3月28日 -
合同会社栗原栗駒 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１　東京共同会計事務所内太陽光 5,661.0 宮城県栗原市栗駒八幡館山３ 2014年4月17日 -
株式会社エプセム 代表取締役　東　日出市埼玉県川口市南前川２－２５－１６太陽光 1,980.0 宮城県栗原市金成末野観音堂沢１７－１ 2014年5月26日 -
株式会社神戸物産 代表取締役　沼田　博和兵庫県加古郡稲美町中一色８８３番地太陽光 24,000.0 宮城県東松島市上下堤字宮田沢２０－１ 2014年6月18日 運転開始前
湯浅商事株式会社 代表取締役　湯浅　健右名古屋市中村区名駅５－２５－３太陽光 1,990.0 宮城県仙台市泉区福岡字上屋敷１ 2014年8月21日 -
株式会社バイテックエネスタ 今野　宏晃 東京都品川区東品川３－６－５ 太陽光 1,000.0 宮城県栗原市高清水中の沢３３－４ 2014年8月21日 開示不同意
高島　秀行 職務 太陽光 1,500.0 宮城県刈田郡蔵王町宮字山王山３－６ 2014年9月3日 0-20%
バードビュー合同会社 黄　新明 千代田区丸の内２－５－２　三菱ビル９階９６０太陽光 1,250.0 宮城県大崎市岩出山字轟８３－１１５ 2014年10月1日 0-20%
くりはら新エネルギー開発株式会社 小野寺　良隆 栗原市金成沢辺町沖２２４ 太陽光 1,995.0 宮城県栗原市栗駒深谷字南沢３５、３９、４０、４４－１、－２、４６、馬場前２５－１、－２、２６、２７、２８、２９－３、３１－１、３２、本桐９９－１、１００、１０１、１０３、１０５、１０６、１０８－１、－４他２筆2014年10月6日 -
株式会社センコーコーポレーション 代表取締役　太田　和人三重県四日市市北浜町８－１６ 太陽光 1,990.0 宮城県大崎市三本木伊賀字鳥屋ケ森３ 2014年10月6日 0-20%
株式会社ダイサンエネルギー２ 峠元　幹也 東京都港区浜松町一丁目２番１２号太陽光 1,040.0 宮城県東松島市大塩字角柄４－１ 2014年11月5日 開示不同意
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、宮城県内の発電出力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

有限会社リスク・マネジメント・コンサルティング取締役　松田　賢一郎 千葉市美浜区真砂３－１３－１２ 太陽光 1,950.0 宮城県大崎市三本木斉田字伊勢堂４－１ 2014年11月10日 -
仙台上愛子太陽光発電合同会社 朝倉　謙治 東京都港区赤坂６－１０－８ 太陽光 48,000.0 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字摩賀院山７５－３ 2014年11月13日 運転開始前
日立キャピタル信託株式会社 木村　良平 東京都港区西新橋１－３－１ 太陽光 3,796.2 宮城県刈田郡蔵王町宮字臼久保山１２８－２ 2014年11月19日 -
三本木さくらソーラー発電合同会社 田中　秀憲 東京都千代田区神田神保町１－１０５神保町三井ビルディング太陽光 9,997.4 宮城県大崎市三本木伊賀字長久良辺１－１ 2014年11月27日 運転開始前
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 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 1,990.0 宮城県仙台市泉区実沢字小豆嶋前１ 2014年11月27日 開示不同意
株式会社日昇テクノ 日野　修一郎 宮城県仙台市宮城野区岩切２丁目３番３６号太陽光 1,964.7 宮城県大崎市古川雨生沢字甲大谷川４４－１ 2014年11月28日 -
国際航業株式会社 土方　聡 東京都千代田区六番町２番地 太陽光 1,000.0 宮城県栗原市築館字上高森６１－２ 2014年12月3日 -
有限会社フェニックス 代表取締役　徳山　明 八尾市上尾町４－１－１１ 太陽光 1,597.1 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字吉子６１－１ 2014年12月4日 -
合同会社ＢＩＯ　ＰＯＷＥＲ　ＪＡＰＡＮ２ リー・チー・キーン 東京都千代田区紀尾井町４－１ニューオータニガーデンコート太陽光 1,995.0 宮城県登米市迫町新田字小待井１４－１ 2014年12月17日 -
株式会社マルモ 藤井　隆 三重県鈴鹿市神戸一丁目１２番３０号太陽光 1,793.6 宮城県気仙沼市最知南最知３０４－８ 2014年12月24日 -
国際航業株式会社 土方　聡 東京都千代田区六番町２番地 太陽光 1,000.0 宮城県大崎市田尻大貫字境９－３ 2015年1月23日 0-20%
株式会社コスモテック 虎野　吉彦 千代田区岩本町２－４－３太陽生命神田ビル４階太陽光 1,000.0 宮城県角田市君萱字小金沢下１－１ 2015年2月2日 開示不同意
株式会社神戸物産 沼田　博和 兵庫県加古郡稲美町中一色８８３番地太陽光 1,000.0 宮城県仙台市太白区秋保町境野字七森西１ 2015年2月4日 -
ティーダ・パワー４５合同会社 中村　武 東京都新宿区西新宿二丁目１－１新宿三井ビル５０階太陽光 7,500.0 宮城県柴田郡大河原町堤字北岸５４－１ 2015年2月9日 -
シリウス・ソーラー・ジャパン１７合同会社 住江　眞 東京都港区港南二丁目１５－３ 太陽光 1,247.4 宮城県栗原市一迫北沢椙の沢４９－４ 2015年2月9日 0-20%
ＲＳリニューアブルズ株式会社 渡辺　拓郎 東京都港区台場二丁目３番２号 太陽光 1,995.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢５－１ 2015年2月12日 0-20%
シリウス・ソーラー・ジャパン１１合同会社 本郷　雅和 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 20,000.0 宮城県気仙沼市本吉町下要害１ 2015年2月13日 運転開始前
ワタナベクリエイト株式会社 渡邊　一雄 宮城県仙台市宮城野区中野字神明１６６－３太陽光 1,500.0 宮城県東松島市大塩字寺沢４７－１ 2015年2月13日 運転開始前
株式会社はやぶさ未来エナジー 代表取締役　三浦　洋之東京都千代田区三崎町二丁目２番１４号　ＢＲＩＣＫＧＡＴＥ水道橋４階太陽光 1,250.0 宮城県加美郡加美町上多田川字滝原２４－４ 2015年2月13日 -
株式会社Ｌｏｏｏｐ 代表取締役　中村　創一郎文京区本郷４－１－４ 太陽光 1,250.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木５８４－１ 2015年2月13日 0-20%
有限会社マルセイ遠藤材木店 遠藤　晃 石巻市馬鞍字新島越３９－１ 太陽光 1,000.0 宮城県石巻市北村字金洗沢一１７－１ 2015年2月13日 -
プロロジス・グリーン有限会社 稲田　秀 千代田区丸の内２－７－３ 太陽光 1,000.0 宮城県仙台市泉区明通３－３－１ 2015年2月13日 開示不同意
仙台メガソーラー発電合同会社 石本　忠次 東京都千代田区内幸町２－１－６太陽光 39,000.0 宮城県仙台市青葉区新川字早坂１１　他６筆 2015年2月27日 -
コムシスクリエイト株式会社 山﨑　喜道 東京都品川区東五反田２－１７－１太陽光 9,000.0 宮城県宮城郡利府町森郷字内ノ目北６－１ 2015年2月27日 0-20%
ＳＳＪメガソーラー８６合同会社 陳　鋭 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ⅰビル９Ｆ太陽光 1,955.2 宮城県栗原市金成姉歯滝ノ沢１０１－１ 2015年2月27日 運転開始前
ＪＰＳ第２０号株式会社 楠田　喜彦 東京都中央区八重洲一丁目７番２０号太陽光 11,880.0 宮城県大崎市三本木桑折字芦ノ口山４－４ 2015年3月2日 -
株式会社橋本道路 代表取締役　橋本　孝一東松島市大曲字寺沼３番地５ 太陽光 1,500.0 宮城県東松島市大曲字下台６５－３ 2015年3月2日 0-20%
株式会社ＪＰパワー 代表取締役　吉田　雅年大田区西蒲田７－３５－１　宝栄ビル太陽光 1,000.0 宮城県仙台市太白区坪沼字塩ノ瀬５５－１ 2015年3月2日 -
宮城大郷ソーラーパーク合同会社 榊田　剛 東京都港区東新橋一丁目９番１号　東京汐留ビルディング２０階太陽光 37,500.0 宮城県黒川郡大郷町大松沢字薬研沢堤下１１－１ 2015年3月3日 運転開始前
合同会社気仙沼漆原 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 24,420.0 宮城県気仙沼市本吉町漆原２４－４ 2015年3月3日 -
合同会社気仙沼泉沢 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 16,500.0 宮城県気仙沼市本吉町泉沢１２４－２ 2015年3月3日 -
栗駒菱沼メガソーラー発電所合同会社 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 7,500.0 宮城県栗原市栗駒菱沼浦山８４－２１５ 2015年3月3日 運転開始前
株式会社ＮＳエナジー 日野　修一郎 宮城県仙台市宮城野区岩切２丁目３番３６号太陽光 1,995.0 宮城県黒川郡大衡村大森字下薬師２９ 2015年3月3日 -
ＪＰＳ第２８号株式会社 楠田　喜彦 東京都中央区八重洲１－７－２０太陽光 1,798.2 宮城県黒川郡大郷町川内字長福寺山１９－１ 2015年3月3日 0-20%
エコ・センチュリー２１株式会社 代表取締役　田中　直継筑紫野市大字山家２０６０番地７ 太陽光 1,500.0 宮城県仙台市宮城野区蒲生字細川６－１ 2015年3月3日 -
アイ・エム株式会社 代表取締役　高橋　淳 仙台市青葉区八幡２－１０－１４ 太陽光 1,995.0 宮城県黒川郡大和町小野字荒井１１１－１ 2015年3月4日 開示不同意
大和エネルギー株式会社 代表取締役　濱　隆 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１番４３号太陽光 1,975.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢５－１ 2015年3月4日 -
成豊商事株式会社 代表取締役　木村　陽子山形市嶋北２丁目４－１８ 太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡４－１ 2015年3月4日 -
株式会社久保田本店 代表取締役　久保田　定仙台市青葉区一番町４丁目４－３３　トレンドビル５階太陽光 1,990.0 宮城県栗原市栗駒猿飛来中長楽沢１他２２筆 2015年3月5日 0-20%
ＣＬＥＡＮ　ＥＡＲＴＨ株式会社 カルロス・ガルシア・ガルシア東京都港区浜松町二丁目４番１号　世界貿易センタービル２１階太陽光 26,000.0 宮城県仙台市青葉区芋沢字荒屋敷西２４ 2015年3月6日 運転開始前
株式会社ウエストエネルギーソリューション 江頭　栄一郎 広島県広島市西区楠木町１－１５－２４太陽光 1,980.0 宮城県宮城郡松島町櫻渡戸字蒲ヶ沢９－１ 2015年3月6日 -
日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社北川　久芳 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 1,912.2 宮城県栗原市鶯沢南郷町田前１－１ 2015年3月6日 開示不同意
泉太陽光発電合同会社 代表社員　文屋　妃美 仙台市泉区加茂５丁目３３－１ 太陽光 1,496.0 宮城県仙台市泉区実沢字飛鳥原５０ 2015年3月6日 運転開始前
コープ丸森太陽光発電合同会社 大越　健治 宮城県伊具郡丸森町千刈場５－２太陽光 9,750.0 宮城県伊具郡丸森町字手掛橋東２３－１ 2015年3月17日 運転開始前
ＳＳスチール開発株式会社 代表取締役　中里　浩晴亘理郡亘理町字堀ノ内４１番１ 太陽光 1,980.0 宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺字袖ケ沢２０５ 2015年3月17日 -
宮城県 宮城県知事　村井　嘉浩仙台市青葉区本町３丁目８番１号太陽光 1,900.0 宮城県岩沼市下野郷字藤曽根１０‐１ 2015年3月23日 開示不同意
宮城県 宮城県知事　村井　嘉浩仙台市青葉区本町３丁目８番１号太陽光 1,455.0 宮城県亘理郡亘理町吉田字南下１００ 2015年3月23日 開示不同意
株式会社ジェイワンホールディングス 小森　唯永 北海道帯広市昭和町東五線１１３太陽光 1,498.5 宮城県加美郡加美町谷地森字赤沼１１１－１ 2015年3月25日 開示不同意
富士興産株式会社 保谷　尚登 東京都千代田区神田東松下町１３太陽光 1,996.0 宮城県刈田郡蔵王町宮字新大除１０８ 2015年3月26日 開示不同意
テーイーパワー有限責任事業組合 土門　高大 岩手県盛岡市月が丘２－８－１２太陽光 1,987.9 宮城県栗原市栗駒深谷大日向７４－１ 2015年6月23日 -
大和エネルギー株式会社 代表取締役　濱　隆 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３太陽光 1,990.0 宮城県仙台市宮城野区港４－１５５－７ 2015年6月24日 -
株式会社スズデン 代表取締役　鈴木　達ノ助山形市釈迦堂１４７９番地 太陽光 1,990.0 宮城県名取市下増田字前干揚１０６－５ 2015年8月3日 0-20%
イー・パワーＡ株式会社 飯塚　昌吾 東京都千代田区三番町７－１４　三番町デュープレックスＢ’ｓ４階太陽光 1,480.0 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字綱木沢７２－１ 2015年8月6日 -
ＳＳＪメガソーラー７０合同会社 陳　鋭 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 22,000.0 宮城県伊具郡丸森町石羽５１－１ 2015年8月7日 運転開始前
丸喜株式会社齋藤組 代表取締役　齋藤　義則青森市中央二丁目２－１２ 太陽光 1,750.0 宮城県岩沼市押分字須加原１８他１８筆 2015年9月11日 -
ニイヌマ株式会社 代表取締役　新沼　利英石巻市門脇字元浦屋敷２－２０ 太陽光 1,838.0 宮城県塩竈市舟入２‐２０‐５５ 2016年1月13日 -
株式会社柿ざき工務所 代表取締役　柿ざき　力治朗新庄市若葉町５－５ 太陽光 1,980.0 宮城県黒川郡大郷町東成田字長松沢山１－５３ 2016年1月21日 開示不同意
株式会社ユーラス石巻風力 林　勝 宮城県石巻市北境字下待井８８－１２風力 20,400.0 宮城県石巻市東福田字高森１９６－１ 2016年1月25日 -
ＳＰＩソーラージャパン合同会社 浅井　章 東京都港区新橋３－１１－８　オーイズミ新橋第二ビル５Ｆ太陽光 30,000.0 宮城県柴田郡川崎町大字川内字百尋山２－１ 2016年6月17日 運転開始前
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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

株式会社サンライフコーポレーション 工藤　育男 茨城県水戸市笠原町９７８－２５　茨城県開発公社ビル２階太陽光 20,000.0 宮城県柴田郡川崎町川内字百尋山２－４ 2016年6月17日 運転開始前
株式会社福重企画 福重　剛 宮城県仙台市太白区柳生一丁目１０－１３太陽光 1,991.1 宮城県加美郡加美町北川内字藁野５－１ 2016年6月24日 -
株式会社福重企画 福重　剛 宮城県仙台市太白区柳生一丁目１０番１３号太陽光 1,000.0 宮城県大崎市三本木伊賀字若瀬１－８ 2016年6月28日 -
グリーンメガソーラー合同会社 塩月　雄二 東京都千代田区丸の内１－８－２太陽光 12,000.0 宮城県宮城郡松島町根廻字前沢上１２他１０筆 2016年6月29日 -
合同会社ＪＳアポロン丸森 神永　信吾 東京都新宿区下宮比町１番４号 太陽光 1,600.0 宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南２１２－２２４ 2016年11月16日 開示不同意
合同会社ＪＳアポロン丸森 神永　信吾 東京都新宿区下宮比町１番４号 太陽光 1,600.0 宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南２１２－２１７ 2016年11月16日 開示不同意
株式会社太陽設備 代表取締役　板東　慶憲大阪市中央区島之内１－２１－２３大起興産長堀橋ビル５０５太陽光 1,999.0 宮城県富谷市明石下折元６９－１ 2016年12月20日 0-20%
加美町エナジー合同会社 西村　修 山形県酒田市こがね町１－２２－１２太陽光 1,440.0 宮城県加美郡加美町下多田川字東向１９－３ 2017年1月4日 -
テス・エンジニアリング株式会社 髙崎　敏宏 大阪府大阪市淀川区西中島６－１－１太陽光 1,600.0 宮城県気仙沼市赤岩四十二８ 2017年1月27日 0-20%
株式会社エコ革 代表取締役　伊藤　繁三佐野市石塚町２４５９－１ 太陽光 13,800.0 宮城県黒川郡大和町学苑４－１ 2017年1月30日 運転開始前
株式会社レオ・コーポレーション 吉村　太佑 千葉県船橋市山野町１１８－１ 太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大衡村駒場字岩堰１３番５ 2017年2月9日 開示不同意
大衡村太陽光発電所合同会社 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 8,400.0 宮城県黒川郡大衡村大森字湯ノ沢７ 2017年2月16日 運転開始前
大和町太陽光発電所合同会社 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 8,400.0 宮城県黒川郡大和町落合松坂字前田１６‐２２ 2017年2月16日 運転開始前
株式会社　シリウスＥＨＣ 佐藤　幸夫 岩手県盛岡市東安庭２－１２－１５太陽光 1,999.9 宮城県仙台市太白区茂庭字生出前５０－１ 2018年3月27日 運転開始前
ＳＳスチール開発株式会社 中里浩晴 宮城県亘理郡亘理町字堀の内４１番の１太陽光 1,998.0 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字青木４１－１、４１－９ 2018年3月27日 運転開始前
ＳＳスチール開発株式会社 中里浩晴 宮城県亘理郡亘理町字堀の内４１番１太陽光 1,998.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字宮田７－１ 2018年3月27日 -
宮城県 村井嘉浩 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号太陽光 1,990.0 宮城県仙台市若林区藤塚字屋敷５ 2018年3月27日 -
株式会社コアフィールズ 中田　純一 埼玉県桶川市大字下日出谷８４９－７太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大和町落合松坂字内蔵之助２０－１ 2018年3月27日 -
大和ハウス工業株式会社 伊藤　光博 宮城県仙台市泉区泉中央３－８－１太陽光 1,998.0 宮城県黒川郡大和町小野字上田３０－３ 2018年3月29日 -
株式会社　コデンパワーサプライ 恒石　隆顕 埼玉県北足立郡伊奈町西小針６－１０８太陽光 1,000.0 宮城県黒川郡大郷町羽生字天王前２－２ 2018年3月29日 運転開始前
株式会社　コデンパワーサプライ 恒石　隆顕 埼玉県北足立郡伊奈町西小針６－１０８太陽光 1,500.0 宮城県大崎市鹿島台大迫字岩渕山１－２ 2018年3月30日 運転開始前
合同会社ＪＲＥ宮城加美 赤津　忠祐 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 44,800.0 宮城県加美郡加美町漆沢大野１－１６ 2018年5月28日 運転開始前
合同会社東日本メガソーラー３ 山田　博 神奈川県横浜市中区山下町１　シルクセンター内太陽光 1,980.0 宮城県刈田郡七ヶ宿町字上烏川２－１ 2018年7月20日 -
合同会社東日本メガソーラー３ 山田　博 神奈川県横浜市中区山下町１シルクセンター内太陽光 1,485.0 宮城県刈田郡七ヶ宿町字東谷地山１０－１０２ 2018年7月20日 運転開始前
ワイズ不動産株式会社 梶山　雄太 愛知県名古屋市中区栄１－２－３太陽光 1,999.9 宮城県黒川郡大衡村大瓜字下南沢１７７ 2018年7月24日 運転開始前
株式会社橋本道路 橋本　孝一 宮城県東松島市大曲字寺沼３番地５太陽光 1,584.0 宮城県東松島市大曲字道下南７３－１４他６９筆 2018年7月24日 0-20%
株式会社アドヴァンス 佐藤　弘見 岩手県盛岡市向中野２－２２－４０太陽光 1,287.0 宮城県東松島市矢本字弘法１０他８筆 2018年7月24日 -
合同会社ＰＤＳコーポレーション 司馬　駿一 神奈川県横浜市中区長者町２－５－１８　ピアセントラル４０２号太陽光 1,287.0 宮城県東松島市赤井字南一６－１他１９筆 2018年8月8日 -
株式会社橋本道路 橋本　孝一 宮城県東松島市大曲字寺沼３－５太陽光 1,990.0 宮城県柴田郡村田町大字小泉字山入１２－１ 2018年10月1日 -
株式会社コデンパワーサプライ 恒石　隆顕 埼玉県北足立郡伊奈町西小針６－１０８太陽光 1,200.0 宮城県大崎市鹿島台大迫字二反平７ 2018年10月15日 運転開始前
日本コムシス株式会社 加賀谷　卓 東京都品川区東五反田２－１７－１太陽光 1,999.0 宮城県仙台市泉区福岡字金畑６ 2018年11月2日 運転開始前
ＰＶ－Ｎｉｐｐｏｎ２株式会社 福岡　武彦 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１渋谷マークシティＷ２２階太陽光 1,980.0 宮城県仙台市青葉区八幡７－８２－１８ 2019年1月11日 運転開始前
有限会社中村商事 中村　茂美 群馬県館林市下早川田町７０８－２太陽光 1,990.0 宮城県東松島市新田字山田４７－１ 2019年1月31日 運転開始前
シリウス・ソーラー・ジャパン５０合同会社 カルロス・ガルシア・ガルシア東京都港区浜松町２－４－１　世界貿易センタービル２１階太陽光 1,715.5 宮城県登米市迫町北方字富永５０－１ 2019年1月31日 運転開始前
合同会社ノーバル・ウインド 平文　俊全 茨城県つくば市島名４３７２ 風力 7,490.0 宮城県白石市小原字馬頭山１－６３ 2019年2月18日 運転開始前
ＧＰＳＳ７合同会社 松澤　公貴 東京都港区芝２－５－１０　芝公園ＮＤビル６階太陽光 1,975.0 宮城県石巻市大森字内田１－２３ 2019年2月18日 運転開始前
ＮＳソーラー合同会社 司馬　理英子 神奈川県横浜市中区長者町２－５－１８ピアセントラル４０２太陽光 1,198.8 宮城県石巻市桃生町給人町上侭田１７－１ 2019年3月1日 -
国際航業株式会社 土方　聡 東京都千代田区六番町２ 太陽光 1,998.0 宮城県岩沼市下野郷字藤曽根１１－１ 2019年3月4日 0-20%
株式会社協和 八木橋　比佐樹 群馬県みどり市笠懸町鹿２１０７－１太陽光 1,165.0 宮城県黒川郡大郷町川内字長福寺山１９－６ 2019年3月4日 運転開始前
株式会社牡鹿観光 阿部　忠昭 宮城県石巻市門脇字二番谷地１３－４７７太陽光 1,000.0 宮城県石巻市北村字駒場７５－２ 2019年3月4日 -
株式会社鈴勇商店 鈴木　勇一 宮城県石巻市吉野町２－２－３０太陽光 1,980.0 宮城県東松島市大曲字道下南６９－１ 2019年3月8日 -
日立サステナブルエナジー株式会社 石田　桂 茨城県日立市幸町３－２－２ 風力 23,000.0 宮城県刈田郡七ヶ宿町大梁川国有林４０８林班ぬ３小班 2019年3月13日 運転開始前
本四海峡バス株式会社 森　幸雄 兵庫県神戸市中央区海岸通２－２－３太陽光 1,525.0 宮城県石巻市北村字鐙上二１２－２ 2019年3月13日 運転開始前
株式会社日本住開発 四方　祥樹 東京都港区赤坂２－１６－６ 太陽光 1,150.0 宮城県石巻市須江小竹２ 2019年3月13日 運転開始前
ＧＰＳＳホールディングス株式会社 目﨑　雅昭 東京都港区芝２－５－１０　芝公園ＮＤビル６階太陽光 1,998.0 宮城県宮城郡松島町北小泉字十文字９９－１ 2019年3月14日 運転開始前
株式会社コアフィールズ 中田　純一 埼玉県桶川市下日出谷８４９－７太陽光 1,998.0 宮城県大崎市鹿島台木間塚字念佛山１５－１ 2019年3月19日 運転開始前
Ｎｅｘｔ　Ｆｕｔｕｒｅ株式会社 大滝　正幸 宮城県仙台市若林区六丁の目西町８－１２太陽光 1,990.0 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字宮田１１０－３０ 2019年3月22日 -
アカシア・リニューアブルズ株式会社 デイヴィッド・ポヴァール東京都中央区築地２－１５－１９ミレニアム築地７階風力 38,400.0 宮城県白石市小原字菖蒲沢１－１１ 2019年3月25日 運転開始前
大和エネルギー株式会社 濱　隆 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３太陽光 1,731.6 宮城県登米市登米町登米字日野渡日野渡３０－１ 2019年3月28日 -
小山商事株式会社 小山　喜一郎 埼玉県行田市大字埼玉３３５１ 太陽光 1,365.3 宮城県石巻市小渕浜大丸山１－１００ 2019年3月28日 -
株式会社ホスピタリティオペレーションズ 田中　章生 東京都千代田区神田錦町２－５－１６太陽光 1,976.6 宮城県亘理郡山元町小平字南５９－１ 2019年9月18日 -
株式会社エネテックスひまわり 土門　隆三 宮城県仙台市青葉区川平２－１４－２太陽光 1,640.0 宮城県仙台市泉区上谷刈字⼋⽊沢３－１ 2019年9月18日 -
ＳＳスチール開発株式会社 中里　浩晴 宮城県亘理郡亘理町字堀ノ内４１番地１太陽光 1,998.0 宮城県亘理郡山元町坂元字北越６番１ 2019年10月4日 運転開始前
大和ハウス工業株式会社 伊藤　光博 宮城県仙台市泉区泉中央３－８－１太陽光 1,998.0 宮城県亘理郡山元町高瀬字柳町９７－１ 2020年1月21日 運転開始前
株式会社ＴＭＣ 小林　智子 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目１番Ａ３－６０１号太陽光 1,990.0 宮城県富谷市富谷根崎沢６６－１ 2020年2月14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 坂木　満 東京都港区赤坂１－１１－４４赤坂インターシティ３階風力（陸上風力リプレースを除く） 60,900.0 宮城県加美郡加美町漆澤嶽山国有林２２４林班は２小班 2020年3月17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 坂木　満 東京都港区赤坂１－１１－４４赤坂インターシティ３階風力（陸上風力リプレースを除く） 71,120.0 宮城県加美郡加美町田代嶽国有林２０３林班へ３小班 2020年12月7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 坂木　満 東京都港区赤坂１－１１－４４赤坂インターシティ３階風力（陸上風力リプレースを除く） 54,120.0 宮城県加美郡加美町漆沢嶽山国有林２１５林班と４小班 2020年12月7日 運転開始前
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