
再生可能エネルギー事業計画認定情報より、福島県内の発電出力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滝根小白井 山本　勝公 田村市滝根町神俣字大滝根３番地風力 46,000.0 福島県田村市滝根町神俣字大滝根３ 2012年8月17日 開示不同意
レンゴー株式会社　福島矢吹工場 吉村　成俊 西白河郡矢吹町諏訪の前１１５－１太陽光 1,514.7 福島県西白河郡矢吹町諏訪の前１１５－１ 2012年9月21日 -
株式会社ジェイウインド 森本　成 東京都中央区銀座６－１５－１ 風力 65,980.0 福島県郡山市湖南町赤津字西岐地内 2012年9月28日 開示不同意
株式会社ジェイウインド 森本　成 東京都中央区銀座６－１５－１ 風力 28,000.0 福島県田村市常葉町大字堀田字大平１２１－１他及び福島県双葉郡川内村大字上川内字桧山５０１－１2012年9月28日 開示不同意
株式会社ＧＳユアサ 依田　誠 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１太陽光 1,000.0 福島県いわき市好間工業団地２４－９ 2012年10月12日 -
株式会社紅豆杉 信川　高寛 相模原市緑区西橋本１－２７－１２日本医薬会館５階太陽光 1,175.0 福島県白河市表郷金山字狸山１２－６ 2012年11月7日 0-20%
奥地建産株式会社 奥地　誠 大阪市中央区南本町４丁目１－８アルテビル南本町９Ｆ太陽光 1,412.4 福島県須賀川市虹の台１７－１ 2012年11月19日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県相馬市石上字箒平４９１ 2012年11月20日 開示不同意
岩崎通信機株式会社 代表取締役社長　西戸　徹東京都杉並区杉並区久我山１－７－４１太陽光 1,993.9 福島県西白河郡泉崎村関和久字石名田９１ 2012年11月21日 開示不同意
クリーンエネルギー研究所合同会社 石澤　隆治 東京都豊島区東池袋１－５－６ 太陽光 8,000.0 福島県白河市大字萱根字金ヶ平１－１他 2012年12月7日 0-20%
加藤道路株式会社 代表取締役　加藤　真隆南相馬市鹿島区川子字滝沢１７４太陽光 1,000.0 福島県南相馬市鹿島区川子字滝沢１６８－１、他 2012年12月11日 0-20%
株式会社トーエネック 大野　智彦 愛知県名古屋市中区栄一丁目２０番３１号太陽光 1,990.0 福島県石川郡浅川町大字袖山字五輪堂８８－１ 2012年12月21日 0-20%
株式会社柴田商事Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 柴田　達宏 福井県福井市二の宮４丁目３３番８号太陽光 1,971.2 福島県本宮市青田大作１－１ 2012年12月21日 開示不同意
株式会社レオ・コーポレーション 代表取締役　吉村　太佑船橋市山野町１１８－１レオメインスクエア太陽光 1,990.0 福島県東白川郡塙町那倉字枦沢１８３ 2012年12月27日 開示不同意
株式会社Ｍａｒｕｃｈｏ 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内３－１－１太陽光 1,750.0 福島県二本松市大字七ツ段 2013年1月9日 開示不同意
ＥＳ　ＮＰＶ１合同会社 粟国　正樹 港区虎ノ門３－２２－１０－２０１ 太陽光 24,000.0 福島県白河市小田川石山１－１ 2013年1月10日 -
株式会社ホクエツ 細井　佐一郎 仙台市若林区卸町東１－１－５２太陽光 1,275.0 福島県伊達市月舘町御代田字北窪１ 2013年1月17日 開示不同意
株式会社ＬＩＸＩＬ 代表取締役　瀬戸　欣哉江東区大島２－１－１ 太陽光 5,500.0 福島県須賀川市前田川扇町１ 2013年1月24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 16,000.0 福島県会津若松市東山町大字湯本字背中炙３４９－４他 2013年1月31日 開示不同意
東京インフラ電力合同会社 本郷　雅和 愛媛県西条市港２９３番地の１ 太陽光 11,000.0 福島県西白河郡矢吹町明新原、明新西地内 2013年2月1日 開示不同意
ＳＧソーラー株式会社 代表取締役　橋本　幸江岩瀬郡鏡石町蒲之沢町３４３ 太陽光 1,998.0 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字堂ノ沢１３７－５ 2013年2月12日 20-40%
味覚糖株式会社 山田　泰正 大阪市中央区神崎町４－１２ 太陽光 1,990.0 福島県白河市萱根月の入１－８ 2013年2月12日 開示不同意
リゾートトラスト株式会社 伊藤　勝康 名古屋市中区東桜２－１８－３１ 太陽光 1,987.6 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字下山２２－１他 2013年2月12日 -
林サッシ工業株式会社 林　文和 いわき市平泉崎字辻道６－２ 太陽光 1,990.0 福島県いわき市泉町下川字須賀蛭１１３ 2013年2月13日 開示不同意
林サッシ工業株式会社 代表取締役社長　林　文和いわき市平泉崎字辻道６－２ 太陽光 1,990.0 福島県いわき市小浜町東ノ作１５０ 2013年2月13日 開示不同意
林サッシ工業株式会社 代表取締役社長　林　文和いわき市平泉崎字辻道６－２ 太陽光 1,568.5 福島県いわき市泉町下川字須賀蛭２１－２ 2013年2月13日 開示不同意
天栄村 添田　勝幸 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑７８風力 3,000.0 福島県岩瀬郡天栄村大字湯本字二俣国有林１６０～１６１林班内2013年2月14日 -
株式会社ＦＭＳ 北川　久芳 西白河郡西郷村大字羽太字赤柴２－１８太陽光 17,490.0 福島県西白河郡西郷村大字羽太字赤柴２－１８ 2013年2月15日 開示不同意
小名浜ソーラー合同会社 小平　征則 福島県いわき市小名浜字高山３４太陽光 9,000.0 福島県いわき市小名浜字高山３４ 2013年2月15日 20-40%
Ｃ＆Ｍリニューアブルエナジー合同会社 幾島　渉 東京都中央区日本橋２－７－１　東京日本橋タワー太陽光 1,750.0 福島県いわき市小川町上平字光平６８－１ 2013年2月15日 開示不同意
ＯＲソーラー株式会社 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 福島県いわき市小名浜島字駄古田２ 2013年2月19日 20-40%
合同会社メガソーラーパーク３号 嶋本　泰治 東京都品川区大井１－２３－４　ＯＶＡＬビル７階太陽光 22,680.0 福島県いわき市常磐藤原町一本木１１４－３ 2013年2月20日 開示不同意
東京不動産管理株式会社 輿水　秀一郎 東京都墨田区太平４－１－３　オリナスタワー５階太陽光 1,999.0 福島県いわき市渡辺町上釜戸字子繁１３０－４２ 2013年2月20日 開示不同意
株式会社農協観光 田辺　豊 千代田区外神田１－１６－８ 太陽光 1,238.4 福島県西白河郡泉崎村大字太田川字原山１０ 2013年2月22日 開示不同意
森トラスト株式会社 代表取締役社長　伊達　美和子港区虎ノ門２－３－１７ 太陽光 1,990.0 福島県西白河郡泉崎村大字太田川字大高向１ 2013年2月27日 開示不同意
クリーンエネルギー研究所合同会社 石澤　隆治 東京都豊島区東池袋一丁目５番６号太陽光 28,000.0 福島県白河市大荻ヶ山１－１ 2013年2月28日 0-20%
京セラ株式会社 谷本　秀夫 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６太陽光 1,500.0 福島県郡山市待池台２－１７ 2013年2月28日 -
株式会社糀屋 代表取締役　渡邊　隆 二本松市亀谷１－５３ 太陽光 1,495.0 福島県郡山市三穂田町鍋山字荒池３７他２筆 2013年2月28日 開示不同意
合同会社ＳＪソーラー白河１号 加藤　光生 東京都千代田区一番町９－８　ノザワビルディング６階税理士法人シリウス内太陽光 15,000.0 福島県西白河郡西郷村大字羽太字大沢２－１ 2013年3月1日 運転開始前
エルナー株式会社 望月　明彦 東京都中央区京橋２－７－１９ 太陽光 1,990.0 福島県西白河郡西郷村米字椙山９－３２ 2013年3月1日 -
伯東株式会社 杉本　龍三郎 新宿区新宿１－１－１３ 太陽光 1,750.0 福島県田村郡小野町大字塩庭字向永志田３－６４他 2013年3月1日 0-20%
グンゼ株式会社 廣地　厚 京都府綾部市青野町膳所１ 太陽光 1,675.0 福島県本宮市荒井字恵向８８ 2013年3月1日 0-20%
日本重化学工業株式会社 増田　一樹 中央区新川１－１７－２５ 太陽光 1,590.0 福島県伊達市柏木町２７－１ 2013年3月5日 開示不同意
株式会社グローバルエナジー 姜　敏 東京都港区東新橋２－１－６ 太陽光 1,990.0 福島県双葉郡広野町上浅見川字湯沢７０－１ 2013年3月6日 0-20%
ニューパワー相馬合同会社 藤井　正裕 相馬市中野字寺前４４０－１ 太陽光 1,500.0 福島県相馬市光陽３－３－１ 2013年3月6日 開示不同意
いわき陸運株式会社 代表取締役　高萩　進 いわき市三沢町沼平５９ 太陽光 1,987.3 福島県いわき市三沢町田島２４－２ 2013年3月7日 -
株式会社笠原節夫商事 笠原　節夫 横浜市港南区港南３－５－２１ 太陽光 1,500.0 福島県岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町９２～１０２ 2013年3月7日 -
オリックス株式会社 井上　亮 港区浜松町２－４－１ 太陽光 1,500.0 福島県安達郡大玉村大山字仲江２７１ 2013年3月7日 開示不同意
株式会社ユーラス矢吹中島太陽光 高畠　哲 西白河郡矢吹町中畑南１２０－２太陽光 8,000.0 福島県西白河郡矢吹町中畑南地内 2013年3月12日 0-20%
ソーラーパワー南相馬・鹿島株式会社 平野　貴之 福島県南相馬市原町区旭町一丁目１番地太陽光 47,000.0 福島県南相馬市鹿島区大内字南田３１ 2013年3月13日 0-20%
Ｓｏｍａ　Ｓｏｌａｒ合同会社 影山　友道 福島県相馬市中村字塚ノ町６５－１６　相馬市復興ビル６０８号室太陽光 39,690.0 福島県相馬市坪田字大沢口３８９ 2013年3月13日 運転開始前
ソーラーパワー南相馬・原町株式会社 平野　貴之 福島県南相馬市原町区旭町１－１太陽光 24,000.0 福島県南相馬市原町区下渋佐字南赤沼３５－１ 2013年3月13日 0-20%
吉野石膏株式会社 取締役社長　須藤　永作千代田区丸の内３－３－１ 太陽光 1,990.0 福島県相馬市光陽２－１－１０ 2013年3月14日 開示不同意
小名浜・泉ソーラー合同会社 小平　征則 福島県いわき市泉町下川字大剱１－１太陽光 1,990.0 福島県いわき市泉町下川字大剱１－７４ 2013年3月15日 20-40%
小名浜・泉ソーラー合同会社 小平　征則 福島県いわき市泉町下川字大剱１－１太陽光 1,990.0 福島県いわき市泉町下川字大剱１－１８５ 2013年3月15日 20-40%
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 1,990.0 福島県郡山市逢瀬町多田野字高萱２１－１ 2013年3月15日 -
ＳＳＪメガソーラー１６合同会社 安藤　まこと 東京都千代田区神田三崎町２－４－１　ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ太陽光 1,990.0 福島県白河市小田川牛清水３７－１ 2013年3月15日 0-20%
マルダイフレッシュフーズ株式会社 大曽根　利幸 ひたちなか市海門町１－３－６ 太陽光 1,493.7 福島県耶麻郡猪苗代町集石４３１２－１他 2013年3月15日 開示不同意
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 32,001.0 福島県白河市表郷小松大作山１ 2013年3月18日 開示不同意
信夫山福島電力株式会社 渡邊　和弘 福島県福島市栄町１０－４　エスケー栄町ビルⅢ太陽光 1,972.0 福島県本宮市岩根字みずきが丘２ 2013年3月18日 運転開始前
信夫山福島電力株式会社 渡邊　和弘 福島県福島市栄町１０－４　エスケー栄町ビルⅢ太陽光 1,972.0 福島県本宮市岩根字みずきが丘２ 2013年3月18日 運転開始前
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福島矢吹環境発電株式会社 土屋　昇 広島市西区己斐本町３－８－１０太陽光 1,890.0 福島県西白河郡矢吹町貝ノ久保１７７－１ 2013年3月18日 100%-
株式会社オリエンタルサービス 取締役社長　高橋　良昌台東区小島２－２１－８ 太陽光 1,500.0 福島県相馬市大野台１－１－３ 2013年3月18日 0-20%
株式会社そら’ｐ 章　健 東京都品川区大井１－２３－１　カクタビル７階太陽光 76,500.0 福島県西白河郡西郷村小田倉字馬場坂１９６－８ 2013年3月19日 運転開始前
サニーヘルスホールディングス株式会社 西村　正弘 長野県長野市稲葉１６６１番地 太陽光 21,000.0 福島県須賀川市狸森字長沢１ 2013年3月19日 開示不同意
Ｉｎａｗａｓｈｉｒｏ　Ｓｏｌａｒ合資会社 ミヒャエル・メルツ 東京都港区虎ノ門５－１－５ 太陽光 12,000.0 福島県耶麻郡猪苗代町大字山潟字朴木山１０１５－１ 2013年3月19日 -
福島ソーラーパーク株式会社 大塚　厚子 東京都文京区千駄木五丁目２４番１２号太陽光 1,990.0 福島県岩瀬郡鏡石町桜町１４３－１ 2013年3月19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 1,990.0 福島県郡山市待池台２－１－５ 2013年3月19日 20-40%
株式会社まどか菜園 鈴木　清美 郡山市田村町岩作字古道１３３ 太陽光 1,000.0 福島県郡山市中田町赤沼字西平１２９－１ 2013年3月19日 開示不同意
合同会社ＭＥＲＣＨＡＮＴ　ＥＮＥＴＧＹ第八 大木　智博 東京都港区赤坂８丁目１番２２号太陽光 14,080.0 福島県石川郡浅川町袖山五輪堂８８－１他 2013年3月21日 -
玖暉合同会社 中垣　光博 東京都千代田区内神田２－２－６　５階あすな会計事務所内太陽光 13,500.0 福島県福島市岡島字大戌ヶ森１ 2013年3月21日 開示不同意
株式会社エイブル 佐藤　順英 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字中央台５５１－６太陽光 1,990.0 福島県双葉郡楢葉町大字下繁岡字一丁坪３８－１ 2013年3月21日 0-20%
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県相馬市石上字二ツ池２０６－１ 2013年3月21日 開示不同意
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 太陽光 1,800.0 福島県福島市山田字音坊７４－１ 2013年3月21日 開示不同意
矢田工業株式会社 成田　正樹 郡山市西田町鬼生田字阿広木１太陽光 1,500.0 福島県本宮市和田刑部内１－２ 2013年3月21日 開示不同意
合同会社ＮＲＥ－０３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 10,000.0 福島県伊達郡国見町大字光明寺角力取場１－１ 2013年3月22日 開示不同意
八千代グリーンエナジー株式会社 代表取締役社長　花岡　憲男台東区浅草橋５丁目２０－８　ＣＳタワー太陽光 1,980.0 福島県福島市岡島字笹ノ森１－３ 2013年3月22日 開示不同意
京セラＴＣＬソーラー合同会社 代表者　荻野　広明 千代田区神田練塀町３ 太陽光 21,500.0 福島県いわき市田人町旅人字水呑場１ 2013年3月25日 運転開始前
株式会社勿来技建 金成　通之 いわき市錦町町西５５ 太陽光 1,970.0 福島県いわき市渡辺町上釜戸字堤ノ内６５－１他 2013年3月25日 -
いいたてまでいな再エネ発電株式会社 原　隆之 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字山田５８太陽光 10,000.0 福島県相馬郡飯舘村飯樋字花塚山１－２ 2013年3月26日 0-20%
ＮＯＢＳＰ合同会社 章　健 東京都千代田区丸の内２－４－１　丸の内ビルディング３２階太陽光 79,860.0 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂４１５－２ 2013年3月27日 運転開始前
太陽Ｒｅｓｅｒｖｅ３合同会社 影山　友道 東京都港区芝公園１－３－１留園ビル６階太陽光 42,500.0 福島県郡山市逢瀬町夏出字砂欠山１－７ 2013年3月29日 運転開始前
合同会社ＮＲＥ－４１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 35,000.0 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字大音山２６６８－２１ 2013年3月29日 運転開始前
一般社団法人ＰＰＳ・メガソーラー発電所 代表理事　加藤　賢二町田市原町田５－５－１５ 太陽光 29,700.0 福島県いわき市小川町上小川字中戸渡３２２ 2013年3月29日 運転開始前
株式会社一条工務店 岩田　直樹 東京都江東区木場５－１０－１０ 太陽光 19,976.0 福島県いわき市内郷高坂町おさケ作１２９－１１ 2013年3月29日 運転開始前
合同会社ＳＳ福島広野 大内　正紀 東京都千代田区神田錦町３－１１太陽光 1,980.0 福島県双葉郡広野町大字折木字東下４－１８ 2013年3月29日 -
株式会社三興警備サービス 南　和子 大阪府大阪市天王寺区寺田町２丁目２番８号太陽光 1,000.0 福島県郡山市安積町笹川字南向４３－９ 2013年8月27日 開示不同意
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 1,220.0 福島県東白川郡矢祭町大字宝坂字笹野田輪３５ 2013年9月13日 開示不同意
合同会社相馬伊達太陽光発電所 エドワーズ・ヤノ・ケヴィン・ギャレス東京都港区高輪１－３－１３ＮＢＦ高輪ビル７階太陽光 60,000.0 福島県相馬市玉野字スゲカリ１－１８２ 2013年9月25日 運転開始前
光精工株式会社 西村　憲一 三重県桑名市蛎塚新田８０６番地の２太陽光 1,760.0 福島県いわき市富津町西川原８５ 2013年10月21日 -
広成建設株式会社 小形　慎一郎 福島市宮代字宝田前２－１１ 太陽光 1,350.0 福島県福島市在庭坂字川中７他１２筆 2013年10月21日 0-20%
株式会社日本理化工業所 代表取締役社長　大栗　崇司品川区大井１－２０－６ 太陽光 1,000.0 福島県二本松市渋川字柳下１－１ 2013年10月30日 0-20%
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,801.4 福島県南相馬市鹿島区栃窪字今宮１８、３８－１、４４－２、４５他６筆、上栃窪字原田６６、６７、６８他５筆2013年11月14日 開示不同意
富士グリーンパワー株式会社 代表取締役　穴澤　尚樹日野市富士町１ 太陽光 1,000.0 福島県会津若松市門田町工業団地３７－１（富士通セミコンダクター（株）会津若松工場）2013年11月14日 開示不同意
株式会社トーエネック 大野　智彦 愛知県名古屋市中区栄１丁目２０番３１号太陽光 1,990.0 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字沼平１４４２－１２３ 2013年12月13日 -
株式会社トーエネック 大野　智彦 愛知県名古屋市中区栄１丁目２０番３１号太陽光 1,990.0 福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字石郷２３７０－３１ 2013年12月13日 0-20%
株式会社ログ 金田　彰 太田市西新町１３－３ 太陽光 1,750.0 福島県二本松市米沢字松ノ木内２４４ 2013年12月25日 0-20%
合同会社レナトス相馬ソーラーパーク 髙山　知也 福島県相馬市磯部字大浜２３６ 太陽光 43,500.0 福島県相馬市光陽２－１－１、磯部字芹谷地３－１他４３８筆、字山信田９６６－２他１０４筆、字大浜１－２他５９筆、字狐穴７１９－１他３０筆、字大洲１７－３他８筆　計６４５筆2013年12月26日 20-40%
有限会社アサカサービスセンター 二宮　瑠依子 郡山市安積町笹川字経坦４５ 太陽光 1,494.0 福島県本宮市和田戸ノ内１５８－１ 2014年1月10日 -
クイーンズ・ソーラー・エナジー合同会社 天野　明 東京都港区東新橋一丁目９番１号太陽光 7,000.0 福島県福島市松川町水原字室沢１８ 2014年1月23日 -
株式会社山梅 代表取締役　山田　通明太田市上小林町２２６番地 太陽光 1,900.0 福島県白河市東釜子長峯７１－１ 2014年1月23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 1,470.4 福島県福島市山口字明神４９ 2014年1月23日 開示不同意
合同会社赤城キャピタル 赤津　忠祐 港区六本木６－１０－１六本木ヒルズ森タワー太陽光 38,933.4 福島県石川郡石川町大字中田字山桑２４０－８ 2014年1月30日 -
大槻電設工業株式会社 代表取締役　大槻　博太福島市鎌田字卸町１３－７号 太陽光 1,100.0 福島県福島市上野寺字下河原１－１ 2014年1月30日 0-20%
株式会社ＣＮＣエナジー 三上　明 京都市中京区烏丸通四条上る笋町６８９太陽光 1,000.0 福島県会津若松市大戸町大字大川字樋土ノ下乙１１７２ 2014年1月30日 開示不同意
三穂電機株式会社 代表取締役　吉川　真二中野区中央１－２６－９－２０４ 太陽光 1,000.0 福島県会津若松市大戸町大字大川字森ノ下乙１３７６ 2014年1月30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 福島県二本松市北トロミ６２０－２ 2014年1月30日 80-100%
株式会社ユアソーラー保原 千葉　幸市 福島県伊達市保原町中瀬字日の出１５－１太陽光 1,000.0 福島県伊達市保原町中瀬字日の出１５－１ 2014年2月5日 開示不同意
東北エコパワーステーション合同会社 粟国　正樹 東京都港区虎ノ門３－２２－１０－２０１太陽光 25,000.0 福島県須賀川市狸森字長沢２－１ 2014年2月6日 運転開始前
合同会社ＵＲＳ４号 安田　祐一郎 兵庫県神戸市中央区雲井通１－１－１－２１１太陽光 1,995.4 福島県福島市瀬上町字沼西１－３ 2014年2月6日 開示不同意
株式会社橋本組 代表取締役　橋本　明 双葉郡楢葉町大字井出字木屋１７６太陽光 1,000.0 福島県双葉郡楢葉町大字下繁岡字植松１５ 2014年2月6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 15,000.0 福島県西白河郡西郷村大字羽太字姥ヒ処１ 2014年2月14日 運転開始前
株式会社ナツメ社 代表取締役　田村　正隆千代田区神田神保町一丁目５２ 太陽光 1,250.0 福島県田村郡小野町大字浮金字原２９７－６ 2014年2月14日 -
太陽Ｒｅｓｅｒｖｅ１合同会社 影山　友道 東京都港区芝公園１－３－１留園ビル６階太陽光 20,000.0 福島県相馬市山上字大久原２８ 2014年2月17日 運転開始前
ＢＩＢアセットマネジメント株式会社 笹川　雅幸 渋谷区広尾２－２－２０－５０２ 太陽光 1,000.0 福島県西白河郡中島村大字二子塚浦山３－１他１７筆 2014年2月17日 -
おけい太陽光発電所合同会社 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 福島県会津若松市河東町大字八田字大野原１－１ 2014年2月18日 運転開始前
シリウス・ソーラー・ジャパン８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 福島県白河市大字大信増見字蟹沢６１－１ 2014年2月20日 運転開始前
ＩＰ福島小野町ソーラー発電合同会社 北川　久芳 千代田区丸の内三丁目１－１ 太陽光 29,397.5 福島県田村郡小野町大字小野山神字日向３０１－５５ 2014年2月21日 開示不同意
プライムスマートソーラー大波合同会社 本郷　雅和 中央区日本橋堀留町一丁目１１番地４号　パルサービル４階太陽光 16,050.0 福島県福島市大波字当下山１－ロ 2014年2月21日 運転開始前
合同会社福島猪苗代太陽光発電 代表社員　大内　正紀千代田区神田錦町３－１－１ 太陽光 1,000.0 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字中原向甲３０００－９ 2014年2月21日 開示不同意
合同会社播磨ソーラー 赤津　忠祐 港区六本木６－１０－１ 太陽光 20,000.0 福島県白河市萱根足洗場１１－１ 2014年2月26日 -
株式会社一条工務店 岩田　直樹 東京都江東区木場５－１０－１０ 太陽光 21,476.0 福島県白河市東下野出島字池ノ入４２ 2014年2月28日 運転開始前
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、福島県内の発電出力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

株式会社一条工務店 岩田　直樹 東京都江東区木場５－１０－１０ 太陽光 13,476.0 福島県須賀川市仁井田字与六５ 2014年2月28日 運転開始前
合同会社サン・エナジー１号 宇佐神　慎 東京都港区浜松町二丁目１番１７号　松永ビル太陽光 10,000.0 福島県東白川郡塙町大字東河内権現４４－４ 2014年2月28日 運転開始前
株式会社シーエスデー 田中　耕一郎 東京都大田区田園調布本町３３番１５号太陽光 1,999.0 福島県相馬市立谷字北山３４－６ 2014年2月28日 運転開始前
合同会社クリスタル・クリア・ソーラー 北川　久芳 千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 1,990.0 福島県南相馬市小高区片草字日光塚３７－１ 2014年2月28日 開示不同意
東京不動産管理株式会社 輿水　秀一郎 東京都墨田区太平４丁目１－３　オリナスタワー５階太陽光 1,956.0 福島県東白川郡棚倉町大字堤字ニカキ１８０－１ 2014年2月28日 開示不同意
山佐産業株式会社 代表取締役　佐野　慎一新見市高尾３６２－１ 太陽光 1,890.0 福島県大沼郡会津美里町藤家館字稲岡４０２ 2014年2月28日 0-20%
東北おひさま発電株式会社 後藤　博信 長井市屋城町７－１ 太陽光 1,750.0 福島県いわき市常磐長孫町仁井部１１２ 2014年2月28日 0-20%
株式会社ジェイラップ 代表取締役　伊藤　俊彦須賀川市泉田字作田１８－２ 太陽光 1,750.0 福島県岩瀬郡鏡石町南町３８７ 2014年2月28日 開示不同意
株式会社エイブル 佐藤　順英 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字中央台５５１番地の６太陽光 1,600.0 福島県双葉郡楢葉町大字下繁岡字林東９８－１ 2014年2月28日 -
カンノ合同会社 代表社員　菅野　真記子福島県福島市駒山１８－４ 太陽光 1,500.0 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字原１４８－１ 2014年2月28日 -
株式会社グリーンシステムコーポレーション 阿久津　昌弘 宇都宮市鶴田町１４３５－１ 太陽光 1,500.0 福島県須賀川市北横田字笹山１－８１ 2014年2月28日 -
ＳＧソーラー株式会社 代表取締役　橋本　幸江岩瀬郡鏡石町蒲之沢町３４３ 太陽光 1,500.0 福島県郡山市三穂田町山口字芦ヶ沢１－１ 2014年2月28日 0-20%
株式会社シーエスデー 代表取締役　福田　瑛雄大田区田園調布本町３３－１５ 太陽光 1,350.0 福島県伊達市霊山町下小国字上ノ台２６　他２９筆 2014年2月28日 開示不同意
合同会社東日本メガソーラー２ ステフェン・ラルフ・ダビド東京都千代田区六番町６－２０ 太陽光 1,237.5 福島県二本松市戸沢字南日向４６－６ 2014年2月28日 -
会津電力株式会社 佐藤　彌右衛門 喜多方市天満前８８４５－３ 太陽光 1,000.0 福島県喜多方市熊倉町新合字休石１４０ 2014年2月28日 開示不同意
株式会社スズデン 鈴木　達ノ助 山形市釈迦堂１４７９番地 太陽光 1,000.0 福島県福島市山田字南音坊３０－２ 2014年2月28日 開示不同意
大創株式会社 菅原　良平 宮城県仙台市青葉区中央４－３－４シティハウス仙台中央１２０３号太陽光 1,000.0 福島県本宮市和田字下永作１０２－４ 2014年2月28日 運転開始前
株式会社ハイチエイジェント 鷹野　公弘 札幌市中央区北一条西１９－１－１太陽光 1,000.0 福島県白河市白坂鶴子山８５ 2014年2月28日 -
有限会社ダブルストーン 岩城　剛 仙台市若林区六丁の目北町１－１太陽光 1,000.0 福島県相馬郡新地町大戸浜牛川南２２他３３筆 2014年2月28日 開示不同意
桐井電設工業株式会社 代表取締役　桐井　昭雄江戸川区西瑞江５－４－９ 太陽光 1,000.0 福島県白河市白坂大平２－１ 2014年2月28日 -
株式会社グリーンシステムコーポレーション 阿久津　昌弘 宇都宮市鶴田町１４３５－１ 太陽光 1,000.0 福島県石川郡石川町大字沢井字後原１１８－１ 2014年2月28日 開示不同意
合同会社クリスタル・クリア・ソーラー 北川　久芳 千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 1,890.0 福島県双葉郡川内村大字上川内平伏森４５－１ 2014年3月5日 開示不同意
新彰被服株式会社 代表取締役　新井　博史羽生市北２－３－１ 太陽光 1,995.0 福島県いわき市遠野町滝才ノ神９３－４０ 2014年3月6日 運転開始前
福島さくらソーラー発電合同会社 北川　久芳 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 11,588.4 福島県田村郡小野町大字南田原井字河和久１－１ 2014年3月10日 -
株式会社エナジア 代表取締役　白石　昇央郡山市亀田２－１１－２１ 太陽光 1,990.0 福島県双葉郡川内村下川内字糠塚５１２番地１ 2014年3月14日 0-20%
株式会社　アポロガス 篠木　雄司 太陽光 1,980.0 福島県福島市飯坂町平野字杉田３４他 2014年3月14日 0-20%
古河電池株式会社 徳山　勝敏 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１太陽光 1,413.2 福島県いわき市常磐下船尾町杭出作２３－６ 2014年3月14日 -
出光興産株式会社 木藤　俊一 東京都千代田区丸の内３－１－１太陽光 1,320.0 福島県いわき市泉町下川字大剣１－４６ 2014年3月14日 開示不同意
有限会社トータス 立田　篤實 徳島県阿南市上中町南島７５１－７太陽光 1,250.0 福島県いわき市遠野町深山田字林ノ越４４－１ 2014年3月14日 運転開始前
合同会社ＮＲＥ－３９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番２８号　虎ノ門タワーズオフィス１４階太陽光 28,000.0 福島県田村郡小野町大字塩庭字平内１０２－１ 2014年3月17日 -
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 1,995.0 福島県西白河郡矢吹町堰の上２５９－６１ 2014年3月17日 開示不同意
ＯＲソーラー・ナイン合同会社 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 1,990.0 福島県相馬郡新地町大字福田字北原９３－２ 2014年3月17日 開示不同意
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番地１　レオメインスクエア太陽光 1,990.0 福島県二本松市平石高田３－３００－５ 2014年3月17日 開示不同意
合同会社クリスタル・クリア・ソーラー 北川　久芳 千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 1,930.0 福島県双葉郡富岡町大字本岡字赤木１０５－２ 2014年3月17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 1,719.0 福島県西白河郡矢吹町堰の上２５９－５９ 2014年3月17日 開示不同意
株式会社レオガーデン 代表取締役　内田　明人船橋市山野町１０３－４ 太陽光 1,500.0 福島県二本松市平石高田３－３００－４ 2014年3月17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 1,500.0 福島県西白河郡矢吹町堰の上２５９－５２ 2014年3月17日 開示不同意
株式会社キャピタル 代表取締役　西山　由之町田市野津田町１０００ 太陽光 1,500.0 福島県西白河郡西郷村大字鶴生字森ノ越２－２ 2014年3月17日 0-20%
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 1,330.0 福島県西白河郡矢吹町堰の上２５９－４６ 2014年3月17日 開示不同意
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番地１　レオメインスクエア太陽光 1,000.0 福島県二本松市平石高田３丁目３００－６ 2014年3月17日 開示不同意
大和化成株式会社 奥濱　良明 神戸市兵庫区下沢通２－１－１７太陽光 1,000.0 福島県南相馬市福島県南相馬市原町区小浜字間形沢１－６　他２６筆2014年3月17日 -
合同会社ＮＲＥ－０６インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス１４階太陽光 22,440.0 福島県二本松市西新殿太郎田２１２－１ 2014年3月19日 開示不同意
合同会社ＡＤソーラー３号 田中　秀憲 東京都千代田区神田神保町１－１０５太陽光 10,000.0 福島県西白河郡矢吹町明新上４ 2014年3月20日 -
鳳建設株式会社 福井　秀樹 徳島県徳島市西須賀町東開４７番地太陽光 1,990.0 福島県いわき市遠野町深山田字林ノ越４４－１ 2014年3月20日 運転開始前
鳳建設株式会社 福井　秀樹 徳島県徳島市西須賀町東開４７番地太陽光 1,990.0 福島県いわき市遠野町深山田字桐ノ平４４ 2014年3月20日 運転開始前
株式会社スズデン 鈴木　達ノ助 山形市釈迦堂１４７９ 太陽光 1,000.0 福島県福島市町庭坂字清水５９ 2014年3月20日 開示不同意
合同会社南相馬小木迫太陽の郷６号 片岡　知彦 千葉市中央区松波２－４－１８ 太陽光 26,000.0 福島県南相馬市原町区小木迫向畑１５９ 2014年3月24日 -
合同会社天栄村ソーラーパーク 長谷川　淳 東京都港区赤坂３－５－５　ストロング赤坂ビル７Ｆ　アール・エス・アセットマネジメント株式会社内太陽光 1,750.0 福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥字高戸屋４９－３ 2014年3月24日 開示不同意
株式会社グリーンシステムコーポレーション 代表取締役　阿久津　昌弘宇都宮市鶴田町１４３５－１ 太陽光 1,500.0 福島県岩瀬郡天栄村大字小川字丸山１－１ 2014年3月24日 -
道東電機株式会社 代表取締役　佐藤　睦浩帯広市大通南２４－１ 太陽光 1,500.0 福島県二本松市渋川字関水２ 2014年3月24日 運転開始前
株式会社グリーンシステムコーポレーション 代表取締役　阿久津　昌弘宇都宮市鶴田町１４３５－１ 太陽光 1,494.5 福島県岩瀬郡天栄村大字高林字北辻堂１６ 2014年3月24日 -
協栄エンジニアリング株式会社 代表取締役　武川　富子富士吉田市中曽根３－１０－８ 太陽光 1,320.0 福島県西白河郡矢吹町中畑南６１－２ 2014年3月24日 0-20%
株式会社Ｔパワー・エナジー 代表取締役　徳永　章 東京都稲城市矢野口３０５－１　長坂ビル３階太陽光 1,316.0 福島県安達郡大玉村玉井字馬場平１１－１ 2014年3月24日 開示不同意
株式会社ひかりの里 藤田　光夫 福島県東白川郡棚倉町棚倉字南町２０番地太陽光 1,990.0 福島県東白川郡棚倉町大字上台字調練場２７－１ 2014年3月27日 0-20%
株式会社ひかりの里 藤田　光夫 福島県東白川郡棚倉町棚倉字南町２０番地太陽光 1,990.0 福島県白河市関辺大久保１２ 2014年3月27日 0-20%
東急不動産株式会社 岡田　正志 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１太陽光 1,980.0 福島県河沼郡会津坂下町大字長井字立子沼道下３９７７ 2014年3月27日 0-20%
合同会社あづま小富士ＳＳ第二発電所 佐々木　清一 茨城県つくば市花室９６２番地３ 太陽光 160,050.0 福島県福島市桜本字小富士平１７他６３筆 2014年3月28日 運転開始前
あづま小富士第一発電所合同会社 ジェフ・ロイ 福島市渡利字舟場５６番１号　東洋ビル２０１号太陽光 80,000.0 福島県福島市佐原字富士見１６４他３６３筆 2014年3月28日 運転開始前
合同会社白河ソーラーパーク 赤津　忠祐 東京都港区港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワー１５階太陽光 44,880.0 福島県白河市大信増見字舘ケ沢１００ 2014年3月28日 運転開始前
合同会社開発７２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 42,000.0 福島県福島市桜本字小富士平７２ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社トーエネック 大野　知彦 愛知県名古屋市中区栄１－２０－３１太陽光 34,980.0 福島県本宮市青田字地蔵１５－２ 2014年3月28日 運転開始前
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、福島県内の発電出力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

松川水原太陽光発電事業合同会社 阿部　雅俊 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 29,700.0 福島県福島市松川町水原字扇平２８他２５筆 2014年3月28日 運転開始前
松川水原太陽光発電事業合同会社 阿部　雅俊 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 29,700.0 福島県福島市松川町水原字はるご平７４他２７筆 2014年3月28日 運転開始前
株式会社一条工務店 岩田　直樹 東京都江東区木場５－１０－１０ 太陽光 28,976.0 福島県いわき市勿来町窪田菅田１１３ 2014年3月28日 運転開始前
合同会社西の郷ソーラーパーク 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 28,880.0 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字谷津田１－２ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社さくらソーラー 小峯　充史 福島県双葉郡富岡町大字本岡字清水前５０太陽光 27,550.1 福島県双葉郡富岡町大字本岡字清水前３２７ 2014年3月28日 0-20%
パシフィコ・エナジーいわき合同会社 赤津　忠祐 東京都港区六本木六丁目１０番１号　六本木ヒルズ森タワー太陽光 25,000.0 福島県いわき市遠野町大平字上中根２－８ 2014年3月28日 -
福島富岡ソーラーキャッスル合同会社 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 22,500.0 福島県双葉郡富岡町大字本岡字上本町５７８ 2014年3月28日 -
合同会社Ｂｌｕｅ　Ｐｏｗｅｒ猪苗代 原田　秀雄 東京都港区赤坂２－１６－８ 太陽光 21,700.0 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐根字霧降３６７３－３ 2014年3月28日 運転開始前
会津ソーラーエネルギー合同会社 本郷　雅和 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合１２５－６３太陽光 20,460.0 福島県会津若松市河東町八田字石ヶ坂２８－９ 2014年3月28日 開示不同意
矢吹太陽光発電所合同会社 石見　勝志 東京都港区赤坂１－１１－４４赤坂インターシティ６階太陽光 20,000.0 福島県西白河郡矢吹町上の前４３７－１ 2014年3月28日 運転開始前
合同会社西郷羽太 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 18,000.0 福島県西白河郡西郷村羽太字滝ノ沢４ 2014年3月28日 運転開始前
広野町サステナブルエナジー合同会社 一般社団法人ジャパンクリーンエナジー１　職務執行者　松澤　公貴東京都港区芝公園２－２－１０　中和ビル３階太陽光 14,000.0 福島県双葉郡広野町大字折木字南沢２１９－２ 2014年3月28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三丁目１番１号　東京共同会計事務所内太陽光 12,000.0 福島県郡山市熱海町玉川字天鏡平８ 2014年3月28日 開示不同意
リソルホールディングス株式会社 今泉　芳親 東京都新宿区西新宿６－２４－１太陽光 12,000.0 福島県石川郡石川町大字塩沢字千穂１ 2014年3月28日 -
合同会社白河ＳＤエナジー 鈴木　達ノ助 福島県福島市御山字松川原４番地の７４太陽光 11,390.0 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂２７７－１他５９筆2014年3月28日 運転開始前
南会津太陽光発電所合同会社 職務執行者　楠田　喜彦中央区八重洲１－７－２０ 太陽光 11,000.0 福島県南会津郡南会津町大久保４２－１ 2014年3月28日 -
ＲＥＰ１７８合同会社 黒田　欣 東京都渋谷区広尾１－１５－６ヒーロービル７階太陽光 9,990.0 福島県西白河郡矢吹町上の前２７１－１ 2014年3月28日 運転開始前
福島中森発電所合同会社 本郷　雅和 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号　三菱ビル９階９６０太陽光 9,975.0 福島県福島市山田字中森１ 2014年3月28日 -
ＲＥＰ１６２合同会社 小林　雅人 神奈川県藤沢市藤が岡１－１－Ａ３－６０１太陽光 9,966.0 福島県西白河郡中島村大字松崎字田向３６他１７４筆 2014年3月28日 運転開始前
合同会社ＤＳ飯坂 野坂　照光 東京都港区南青山４－１－６ 太陽光 8,500.0 福島県福島市飯坂町字水割３５ 2014年3月28日 運転開始前
森トラスト株式会社 代表取締役社長　伊達　美和子港区虎ノ門２－３－１７ 太陽光 8,000.0 福島県西白河郡泉崎村大字太田川字太高向１ 2014年3月28日 開示不同意
プライムスマートソーラー矢吹合同会社 本郷　雅和 中央区日本橋堀留町１－１１－４　パルサービル４階太陽光 6,930.0 福島県西白河郡矢吹町字南町５５９ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社ＭＩＹＡＢＩ‘Ｓ 高橋　克己 東京都港区赤坂８－６－１７ 太陽光 6,500.0 福島県二本松市五月町１－１３ 2014年3月28日 -
懸の森太陽光発電合同会社 職務執行者　松本　亮真南相馬市原町区東町三丁目５０番地の１太陽光 6,000.0 福島県南相馬市小高区大富字大穴２４４－７ 2014年3月28日 0-20%
株式会社メイコー 代表取締役社長　名屋　佑一郎綾瀬市大上５－１４－１５ 太陽光 1,999.0 福島県双葉郡広野町上北迫字岩沢１－２ 2014年3月28日 開示不同意
磐栄運送株式会社 村田　裕之 いわき市泉町下川字大剣１－９７太陽光 1,990.0 福島県いわき市山田町上新切７５－１ 2014年3月28日 開示不同意
磐栄運送株式会社 村田　裕之 いわき市泉町下川字大剣１－９７太陽光 1,990.0 福島県いわき市山田町下新切２５ 2014年3月28日 開示不同意
磐栄運送株式会社 村田　裕之 いわき市泉町下川字大剣１－９７太陽光 1,990.0 福島県いわき市山田町下新切３５ 2014年3月28日 開示不同意
シュトラール合同会社 木下　文彦 東京都千代田区神田神保町１－１０５太陽光 1,990.0 福島県田村郡小野町大字浮金字原２８４－７ 2014年3月28日 0-20%
合同会社ふくしまｓｏｌａｒプラント１号 白川　秀 香川県高松市前田西町勘定８５２番地７太陽光 1,990.0 福島県西白河郡矢吹町諏訪清水３７３他２筆 2014年3月28日 -
北海道エナジティック株式会社 鉢呂　喜一 北海道札幌市白石区東札幌三条１－１－１８太陽光 1,990.0 福島県二本松市初森字天狗塚６９－１ 2014年3月28日 -
合同会社相馬原釜太陽の郷 片岡　知彦 千代田区丸の内１－８－３ 太陽光 1,990.0 福島県相馬市原釜字戸崎７１他３４筆 2014年3月28日 0-20%
合同会社相馬原釜太陽の郷 片岡　知彦 千代田区丸の内１－８－３ 太陽光 1,990.0 福島県相馬市原釜字浜田１８ 2014年3月28日 0-20%
合同会社相馬原釜太陽の郷 片岡　知彦 千代田区丸の内１－８－３ 太陽光 1,990.0 福島県相馬市原釜字浜田４５ 2014年3月28日 0-20%
Ｅｎｅｒｇｙ　Ｇａｔｅ合同会社 若松　徹 東京都千代田区神田練塀町３番地太陽光 1,990.0 福島県いわき市小名浜上神白字江添６３ 2014年3月28日 -
ＷＷＢ株式会社 代表取締役　龍　潤生品川区東品川２－２－４ 太陽光 1,990.0 福島県福島市大波字芽久保３６－２他８筆 2014年3月28日 運転開始前
ＷＷＢ株式会社 代表取締役　龍　潤生品川区東品川２－２－４天王洲ファーストタワー５Ｆ太陽光 1,990.0 福島県福島市大波字芽久保１－７ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社村上 代表取締役　村上　龍也宇都宮市問屋町３１７２－５４ 太陽光 1,989.4 福島県耶麻郡猪苗代町大字金田字川崎９７４－２他１５筆 2014年3月28日 -
ＳＧＥＴ福島松川メガソーラー合同会社 北川　久芳 千代田区丸の内３－１－１東京共同会計事務所内太陽光 1,980.0 福島県福島市松川町浅川字赤柴３－４ 2014年3月28日 開示不同意
東急不動産株式会社 岡田　正志 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１太陽光 1,980.0 福島県河沼郡会津坂下町大字長井字横峯４００１ 2014年3月28日 0-20%
Ｓｏｌａｒ　ＳＰＶ合同会社 齋藤　稔 東京都港区赤坂一丁目１２番１２号　榎坂ビル３階太陽光 1,960.0 福島県相馬郡飯舘村二枚橋字町５２２ 2014年3月28日 運転開始前
Ｓｏｌａｒ　ＳＰＶ合同会社 齋藤　稔 東京都港区赤坂一丁目１２番１２号　榎坂ビル３階太陽光 1,960.0 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向１９５ 2014年3月28日 運転開始前
Ｓｏｌａｒ　ＳＰＶ合同会社 齋藤　稔 東京都港区赤坂一丁目１２番１２号　榎坂ビル３Ｆ太陽光 1,960.0 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向６８－２ 2014年3月28日 運転開始前
キューピー株式会社 代表取締役　社長執行役員　三宅　峰三郎渋谷区渋谷１－４－１３ 太陽光 1,953.6 福島県白河市表郷小松字西町１ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 代表取締役　岡田　吉充相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県相馬市原釜字蕨平７４他３６筆 2014年3月28日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県南相馬市小高区小屋木字中田３９ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県南相馬市小高区上根沢字四ツ栗９－５４ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県南相馬市小高区上根沢字四ツ栗９－４ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県南相馬市小高区上根沢字四ツ栗９－４１ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社　トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,890.0 福島県相馬郡飯舘村佐須字虎捕１－１ 2014年3月28日 運転開始前
株式会社トーヨーエネルギーファーム 代表取締役　岡田　吉充相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,800.4 福島県二本松市西町１２７他１０筆 2014年3月28日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 代表取締役　岡田　吉充相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,771.9 福島県相馬郡新地町大字福田字北原１４９ 2014年3月28日 開示不同意
常磐興産株式会社 代表取締役社長　井上　直美いわき市常磐藤原町蕨平５０ 太陽光 1,750.0 福島県いわき市常磐藤原町源内４１－３ 2014年3月28日 開示不同意
ランドエナジー株式会社 代表取締役　脇山　智彦いわき市自由ケ丘４６－１０ 太陽光 1,700.0 福島県いわき市渡辺町泉田字花輪３１－１ 2014年3月28日 -
三進金属工業株式会社 代表取締役社長　新井　宏昌泉北郡忠岡町新浜２－５－２０ 太陽光 1,600.0 福島県石川郡平田村西山煙石１０１ 2014年3月28日 -
株式会社トーヨーエネルギーファーム 代表取締役　岡田　吉充相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,564.6 福島県南相馬市小高区小屋木字中田１８ 2014年3月28日 開示不同意
エム・ケー株式会社 代表取締役　小林　勁 日野市大坂上１－３０－２８ＭＫビル太陽光 1,500.0 福島県二本松市栄町６－１他３９筆 2014年3月28日 -
Ｔ＆Ｊパワープラント株式会社 代表取締役　天本　勝也千代田区神田練塀町３番地 太陽光 1,431.0 福島県福島市笹木野字堰口１５－２ 2014年3月28日 0-20%
Ｔ＆Ｊパワープラント株式会社 代表取締役　天本　勝也千代田区神田練塀町３番地 太陽光 1,431.0 福島県福島市笹木野字堰口１２－１ 2014年3月28日 0-20%
Ｔ＆Ｊパワープラント株式会社 代表取締役　天本　勝也千代田区神田練塀町３番地 太陽光 1,431.0 福島県福島市笹木野字堰口１５－４ 2014年3月28日 0-20%
懸の森太陽光発電合同会社 職務執行者　松本　亮真南相馬市原町区東町三丁目５０番地の１太陽光 1,363.5 福島県南相馬市小高区大富字大穴８８他２筆 2014年3月28日 0-20%
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、福島県内の発電出力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 1,332.0 福島県いわき市常磐藤原町田代１０－３５ 2014年3月28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 1,332.0 福島県いわき市常磐藤原町田代１０－３５ 2014年3月28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 1,332.0 福島県いわき市常磐藤原町田代１０－３５ 2014年3月28日 -
不二商事株式会社 代表取締役　高木　力 羽島市福寿町平方１３－６０ 太陽光 1,320.0 福島県白河市関辺油久保３８－１８ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社ＥＳＲ 代表取締役　堀川　勉 港区北青山３－６－７　青山パラシオタワー１１Ｆ太陽光 1,320.0 福島県郡山市熱海町玉川字上ノ原１２ 2014年3月28日 -
株式会社トーヨーエネルギーファーム 代表取締役　岡田　吉充相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,305.9 福島県南相馬市小高区小屋木字中田２９ 2014年3月28日 開示不同意
ＳＯＬＡＲ　ＰＯＷＥＲ　ＴＨＥＴＡ合同会社 李　全権 横浜市港北区新横浜２－５－１０　楓第２ビル６階太陽光 1,250.0 福島県西白河郡西郷村小田倉字稗返４７５ 2014年3月28日 -
株式会社センコーコーポレーション 太田　和人 三重県四日市市北浜町８－１６ 太陽光 1,250.0 福島県西白河郡西郷村小田倉字稗返３７４－１ 2014年3月28日 -
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 1,230.0 福島県二本松市鈴石東町２－４２－１ 2014年3月28日 0-20%
有限会社サンリゾート 代表取締役　市河　政彦中野区東中野２－２２－２１－７Ｒ太陽光 1,224.0 福島県郡山市熱海町高玉字米ノ倉３－９ 2014年3月28日 0-20%
合同会社相馬原釜太陽の郷 片岡　知彦 千代田区丸の内１－８－３ 太陽光 1,200.0 福島県相馬市原釜字仲田３５ 2014年3月28日 0-20%
北海道エナジティック株式会社 代表取締役　鉢呂　喜一札幌市白石区東札幌三条１－１－１８太陽光 1,140.0 福島県二本松市初森字横谷地６７ 2014年3月28日 0-20%
エネワンソーラーパーク矢吹共同事業体 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 1,000.0 福島県西白河郡矢吹町丸の内３４９－１、３５０、３５１及び３６０2014年3月28日 開示不同意
北東エナジーアライアンス合同会社 渡邉　勇人 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２８番５号太陽光 1,000.0 福島県二本松市木ノ根坂１１７ 2014年3月28日 -
太陽光サポートセンター株式会社 林　雄一郎 東京都港区海岸１丁目４－２２ 太陽光 1,000.0 福島県白河市飯沢１－４ 2014年3月28日 開示不同意
株式会社トーヨーエネルギーファーム 代表取締役　岡田　吉充相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,000.0 福島県相馬市原釜字由沼４８他２９筆 2014年3月28日 開示不同意
吉源木材株式会社 吉野　誠二 いわき市常磐関船町杭田３ 太陽光 1,000.0 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１００ 2014年3月28日 -
真柄建設株式会社 真柄　卓司 石川県金沢市彦三町１丁目１３番４３号太陽光 1,000.0 福島県南相馬市原町区大原字舘沼２１４ 2014年3月28日 0-20%
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 1,000.0 福島県南相馬市原町区深野字舘１４４－１ 2014年3月28日 40-60%
ウエストランバー株式会社 西尾　良一 大阪府東大阪市中石切町２－１０－３５太陽光 1,000.0 福島県福島市山田字蛇音山２６－１ 2014年3月28日 開示不同意
ムサシ合同会社 酒井　勝行 福島県白河市八竜神６９－１ 太陽光 1,000.0 福島県郡山市中田町柳橋字前ノ内５８２－２ 2014年3月28日 開示不同意
二本松太陽光発電合同会社 中村　武 東京都中央区銀座１－６－１１　土志田ビルディング３Ｆ太陽光 12,000.0 福島県二本松市上長折字加藤木５４４－１ 2014年5月13日 運転開始前
ＡＣ７合同会社 中村　武 東京都中央区銀座一丁目６番１１号太陽光 40,320.0 福島県福島市在庭字三ツ又１ 2014年5月21日 運転開始前
合同会社ソルジア太陽光発電所１号 井上　浩士 東京都港区虎ノ門１－２３－１虎ノ門ヒルズ森タワー１８階太陽光 25,000.0 福島県東白川郡棚倉町大字小爪柳平３０７ 2014年6月11日 運転開始前
株式会社南相馬サステナジー 佐々木　幸一 南相馬市原町区大町３－３０ 風力 9,400.0 福島県南相馬市鹿島区南海老字蛭沼２７－８ 2014年7月14日 開示不同意
合同会社ＫＥパワー６ 石田　亮 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号　霞が関コモンゲート西館２２階　株式会社Ｋエナジー内太陽光 1,980.0 福島県いわき市常磐藤原町壱沢１５９－１ 2014年8月21日 0-20%
株式会社中里工務店 中里　徹哉 南相馬市小高区大井字深町４８ 太陽光 1,500.0 福島県南相馬市原町区鶴谷字池袋５０ 2014年8月29日 -
かわまた復興発電合同会社 山田　清貴 福島県伊達郡川俣町山木屋字問屋１５番地の１太陽光 1,925.0 福島県伊達郡川俣町山木屋字細畑東山５－４ 2014年9月10日 開示不同意
株式会社ライト 代表取締役　甘糟　裕介藤沢市鵠沼海岸４－１３－１５ 太陽光 1,480.0 福島県白河市白坂馬落崖７１−２ 2014年9月10日 -
東北おひさま発電株式会社 代表取締役　後藤　博信長井市屋城町７－１ 太陽光 1,500.0 福島県南相馬市原町区馬場字地切１００ 2014年11月10日 0-20%
株式会社ユーラスエナジー滝根小白井 山本　勝公 田村市滝根町神俣字大滝根３ 太陽光 4,000.0 福島県双葉郡川内村大字上川内字高塚２ 2014年11月14日 0-20%
株式会社太陽メンテナンス 徳山　元章 大阪府大阪市中央区島之内１－２１－２３　大起興産長堀橋ビル６０３太陽光 1,200.0 福島県須賀川市長沼字大久保３２－２２ 2014年11月14日 0-20%
株式会社太陽設備 板東　慶憲 大阪府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 1,320.0 福島県須賀川市長沼字大久保３２－５ 2014年11月19日 0-20%
株式会社ワイルドボア 伊藤　雅子 大阪府大阪市中央区島之内１－２１－２３　大起興産長堀橋ビル６０４太陽光 1,200.0 福島県須賀川市長沼字大久保３２－１８ 2014年11月26日 0-20%
リニューアブル・ジャパン株式会社 代表取締役　眞邉　勝仁港区虎ノ門１－２－８ 太陽光 20,000.0 福島県白河市表郷内松字清水久保１７－１ 2014年12月3日 運転開始前
株式会社ホクショー 代表取締役　但木　傑 福島市栄町９番地１２　エスケー栄町ビル２　５階太陽光 1,995.0 福島県福島市上鳥渡字立石入１ 2014年12月4日 0-20%
株式会社エスケーコーポレーション 代表取締役　渡邉　信幸福島市大町７－２５ 太陽光 1,995.0 福島県福島市上鳥渡字立石山１ 2014年12月4日 0-20%
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 代表取締役社長　一法師　淳港区芝浦３－４－１グランパークタワー太陽光 18,480.0 福島県相馬郡飯舘村松塚字小妻２９－５ 2014年12月9日 0-20%
株式会社東日本発電 代表取締役　山野邊　菊一いわき市小名浜字古湊３９ 太陽光 1,000.0 福島県石川郡平田村大字駒形字小舘２７０－４ 2014年12月15日 -
株式会社英 代表取締役　染宮　公夫文京区千石３－２６－６ 太陽光 1,500.0 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字堂ノ沢４３ 2014年12月17日 0-20%
株式会社サン 代表取締役　織戸　四郎川崎市川崎区駅前本町１１－１－１３Ｆ太陽光 1,000.0 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森７０７２－２ 2014年12月24日 -
株式会社サンシャインソーラー福島 石塚　幸正 江東区有明３－７－２６有明フロンティアビル９階太陽光 1,990.0 福島県須賀川市小中字日向９ 2015年1月19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 福島県二本松市下川崎字刈又山４－１ 2015年1月19日 開示不同意
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 太陽光 1,990.0 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地１－２１ 2015年2月4日 開示不同意
株式会社福島アスコン 内藤　哲太郎 二本松市渋川字才ノ神５０ 太陽光 1,000.0 福島県二本松市渋川字舟山１４３ 2015年2月4日 運転開始前
エコクリーンエナジーズ株式会社 代表取締役　三宅　正浩福島県福島市野田町７丁目８番１６号太陽光 8,000.0 福島県相馬郡飯舘村二枚橋字町５２５ 2015年2月5日 運転開始前
サ・ム・ラ・イ・エナジー株式会社 代表取締役　須藤　淳一福島市天神町１３番１７号 太陽光 1,904.0 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地１－２０ 2015年2月9日 開示不同意
株式会社和電 建部　俊秀 茨城県守谷市御所ケ丘２－３－１太陽光 22,440.0 福島県白河市表郷金山字正殿山１－１ 2015年2月13日 運転開始前
川房発電合同会社 東谷　茂 福島県福島市花園町１－３６ 太陽光 9,900.0 福島県南相馬市小高区川房字四ツ栗２４－７９ 2015年2月13日 開示不同意
いいたて深谷地区ソーラー合同会社 菅野　典雄 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢５８０－１太陽光 1,500.0 福島県相馬郡飯舘村深谷字原前２５－１ 2015年2月13日 0-20%
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　あべのハルカス３３Ｆ太陽光 1,237.5 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地１６－５ 2015年2月13日 80-100%
福島発電株式会社 代表取締役　東　之弘福島市中町５番２１号 太陽光 1,890.0 福島県双葉郡大熊町大川原字西平１４６８－１　他４１筆 2015年2月19日 0-20%
楢葉新電力合同会社 渡邉　典雄 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満２６０太陽光 11,500.0 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字細谷１１ 2015年2月27日 0-20%
日本国土開発株式会社 代表取締役社長　朝倉　健夫港区赤坂四丁目９番９号 太陽光 1,996.0 福島県河沼郡会津坂下町気多宮若林８３７－１ 2015年2月27日 0-20%
サンライトエナジーズ株式会社 代表取締役　三宅　正浩大阪市都島区都島本通１－６－２０太陽光 1,980.0 福島県白河市大信豊地沢向２９ 2015年3月2日 運転開始前
コープいわき太陽光発電合同会社 大越　健治 福島県福島市荒町４－７ 太陽光 5,000.0 福島県いわき市内郷宮町峰根５５－２ 2015年3月3日 運転開始前
サンライトエナジーズ株式会社 代表取締役　三宅　正浩大阪市都島区都島本通１－６－２０太陽光 1,980.0 福島県白河市大信増見字大日向９２ 2015年3月3日 運転開始前
松野　行雄 太陽光 1,000.0 福島県耶麻郡猪苗代町不動４９－１ 2015年3月3日 0-20%
石川太陽光第二合同会社 西口　俊彦 東京都新宿区西新宿６丁目２４番１号太陽光 17,000.0 福島県石川郡石川町字弥吾１ 2015年3月4日 0-20%
シリウス・ソーラー・ジャパン７合同会社 職務執行者　カルロス・ガルシア・ガルシア港区浜松町２－４－１　世界貿易センタービル２１Ｆ太陽光 1,340.6 福島県白河市大信豊地字瀬戸９２ 2015年3月4日 運転開始前
富岡復興エナジー合同会社 本郷　雅和 福島県双葉郡富岡町上手岡字下千里３３２番地太陽光 19,800.0 福島県双葉郡富岡町上手岡字下千里９２３ 2015年3月5日 0-20%
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、福島県内の発電出力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ＳＵＮホールディングス 代表取締役　高　永俊中央区京橋二丁目１２番９号５５－１　京橋３０２太陽光 1,809.3 福島県いわき市平四ツ波字石森１９７ 2015年3月5日 0-20%
株式会社タカハタ 高畠　真 徳島県徳島市中吉野町４－１０ 太陽光 1,620.0 福島県白河市大信豊地字七篭１―１ 2015年3月6日 -
悠悠ホーム株式会社 代表取締役　内山　敏幸大野城市筒井４－４－１７ 太陽光 1,260.0 福島県田村市常葉町新田作字五味田１３１ 2015年3月6日 -
北部通信工業株式会社 髙山　芳之 福島県福島市伏拝字沖２７－１ 太陽光 1,000.0 福島県伊達市霊山町山野川字杉ノ内６－６ 2015年3月6日 運転開始前
ｌａｚｏｆａｍｉｌｉａ株式会社 代表取締役　石井　守道尾張旭市桜ケ丘町三丁目６０－１太陽光 1,000.0 福島県須賀川市深渡戸字空澤木１００ 2015年3月6日 開示不同意
Ｇｏｏｄ　Ｓｏｌａｒ合同会社 嶋本　泰治 東京都品川区大井１－２３－４　ＯＶＡＬビル７階太陽光 1,976.0 福島県二本松市戸沢伏返１６０－１ 2015年3月10日 運転開始前
合同会社鮫川エナジー 北川　久芳 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 25,000.0 福島県東白川郡鮫川村大字青生野字江堀２６１ 2015年3月17日 運転開始前
合同会社富岡杉内ソーラー 北川　久芳 郡山市喜久田町卸三丁目２７－２太陽光 19,200.0 福島県双葉郡富岡町大字上手岡字大木戸川原１３４他３２４筆2015年3月17日 開示不同意
合同会社ＮＲＥ－４４インベストメント ニティン・アプテ 東京都港区虎ノ門４丁目１番２８号太陽光 15,000.0 福島県二本松市上長折字加藤木９４ 2015年3月17日 運転開始前
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,995.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字糠塚５１２－３ 2015年3月17日 -
Ｇｏｏｄ　Ｓｏｌａｒ合同会社 嶋本　泰治 東京都品川区大井１－２３－４　ＯＶＡＬビル７階太陽光 1,976.0 福島県二本松市針道笹ノ田１４４ 2015年3月17日 運転開始前
日向クリーンエナジー株式会社 向井　俊介 東京都豊島区巣鴨３－３３－６ＧＳハイム巣鴨７０３号太陽光 1,500.0 福島県耶麻郡猪苗代町字新狩野１６７４他９筆 2015年3月17日 0-20%
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４１－１ 太陽光 1,498.5 福島県いわき市小川町西小川字上野地５４－１ 2015年3月17日 -
Ｇｏｏｄ　Ｓｏｌａｒ合同会社 嶋本　泰治 東京都品川区大井１－２３－４　ＯＶＡＬビル７階太陽光 1,482.0 福島県二本松市針道笹ノ田２５２－１ 2015年3月17日 -
アストラ株式会社 代表取締役　染宮　公夫文京区千石３－２６－６ 太陽光 1,990.0 福島県耶麻郡猪苗代町字新狩野１７１７－１ 2015年3月20日 0-20%
ティーダ・パワー８７合同会社 ジェフ・ロイ 福島県福島市御山字稲荷田２１－５太陽光 1,000.0 福島県相馬郡飯舘村飯樋字宮仲１３０ 2015年3月20日 運転開始前
大熊エネルギー合同会社 東谷　茂 福島県福島市花園町１－３６ 太陽光 8,575.0 福島県双葉郡大熊町大字大川原字西平１８１８他１１７筆 2015年3月25日 0-20%
合同会社福島いわき太陽光発電所 職務執行者　八田　正史東京都千代田区神田錦町３－１１太陽光 1,860.0 福島県いわき市遠野町深山田字新田６－１ 2015年3月26日 運転開始前
合同会社Ｂｌｕｅ　Ｐｏｗｅｒ福島西郷 原田　秀雄 東京都港区赤坂２－１６－８ 太陽光 11,400.0 福島県西白河郡西郷村大字羽太字牧ノ入１ 2015年3月27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一丁目１－４３太陽光 7,000.0 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字久沢１２８他４４筆 2015年3月30日 運転開始前
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,990.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字貝ノ坂５０２－１ 2015年6月22日 運転開始前
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,260.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字糠塚５０５－１ 2015年6月22日 -
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,260.0 福島県双葉郡川内村下川内字鍋倉５０３－１ 2015年6月22日 運転開始前
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,240.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字糠塚５０１－１ 2015年6月22日 運転開始前
佐藤建材工業株式会社 代表取締役　佐藤　正 伊達市伏黒字西本場２７－３ 太陽光 1,250.0 福島県伊達郡桑折町字東八串５－１ 2015年10月14日 -
株式会社上里建設 戸矢　大輔 埼玉県本庄市見福３－１４－１４ 太陽光 1,500.0 福島県郡山市逢瀬町多田野字高萱１３－４ 2015年11月4日 -
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,990.0 福島県双葉郡双葉町大字両竹字農師町１５７－１ 2015年11月19日 -
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,980.0 福島県双葉郡双葉町大字両竹字農師町１５０ 2015年11月19日 -
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,000.0 福島県双葉郡双葉町大字両竹字稲荷廹３５ 2015年11月19日 -
株式会社サン 代表取締役　織戸　四郎川崎市川崎区駅前本町１１－１－１３Ｆ太陽光 1,990.0 福島県郡山市日和田町高倉字神送坂４－４ 2016年1月6日 -
株式会社ラミエル ダン・バジリアス・ジョージ東京都港区六本木１－５－３泉ガーデンレジデンス９０７太陽光 1,000.0 福島県郡山市大平町字下川２６－１ 2016年1月21日 運転開始前
合同会社楢葉大谷ソーラー 代表社員　北川　久芳郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 20,000.0 福島県双葉郡楢葉町大字大谷字北林１－２他１９筆 2016年1月26日 開示不同意
福島太陽光発電合同会社 川戸　健司 東京都文京区本郷４丁目９番２２号太陽光 1,950.0 福島県須賀川市塩田字作田６７－１ 2016年1月26日 運転開始前
福島太陽光発電合同会社 川戸　健司 東京都文京区本郷４丁目９番２２号太陽光 1,500.0 福島県須賀川市塩田字鍵田８３ 2016年2月19日 運転開始前
合同会社リニューアブルシステム８号 島田　幸三 東京都千代田区紀尾井町３－１０紀尾井町ガーデンタワー２５０４号（Ｃ／Ｏｓｈｉｍａｄａ－ｏｆｆｉｃｅ）太陽光 1,500.0 福島県郡山市田村町谷田川字蟹沢１９３ 2016年2月19日 運転開始前
株式会社サン 代表取締役　織戸　四郎川崎市川崎区駅前本町１１－１－１３Ｆ太陽光 1,500.0 福島県郡山市田村町糠塚字松ヶ作２ 2016年3月4日 -
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,850.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字吉ノ田和１９１ 2016年3月15日 -
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,600.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字貝ノ坂１６７ 2016年3月15日 -
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,000.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字糠塚１４９ 2016年3月15日 -
日立キャピタル信託株式会社 木村　良平 東京都港区西新橋一丁目３番１号太陽光 1,980.0 福島県南相馬市原町区下太田字道内迫１２８ 2016年3月23日 80-100%
合同会社小田倉馬場坂ソーラーパーク 大松　秀一 東京都港区西新橋３－１０－３ 太陽光 35,000.0 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂４８２ 2016年3月28日 運転開始前
合同会社小田倉口無ソーラーパーク 大松　秀一 東京都港区西新橋３－１０－３ 太陽光 10,000.0 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字口無７６他２７筆 2016年3月28日 運転開始前
福島太陽光発電合同会社 川戸　健司 東京都文京区本郷４丁目９番２２号太陽光 1,950.0 福島県郡山市田村町守山字湯ノ川９８－１ 2016年3月28日 運転開始前
株式会社共栄システムズ 小林　勇雄 東京都千代田区神田須田町１－２太陽光 1,750.0 福島県耶麻郡猪苗代町不動１０－１他１３筆 2016年3月30日 開示不同意
合同会社Ｃｌｅａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａｎ スパーリング・デービット・ジョン栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１太陽光 1,950.0 福島県郡山市中田町高倉字大作１９９－５ 2016年4月20日 運転開始前
合同会社リニューアブルシステム８号 島田　幸三 東京都千代田区紀尾井町３－１０紀尾井町ガーデンタワー２５０４号（Ｃ／Ｏｓｈｉｍａｄａ－ｏｆｆｉｃｅ）太陽光 1,500.0 福島県郡山市田村町谷田川字西曲渕３６－２ 2016年4月20日 運転開始前
合同会社リニューアブルシステム９号 太田　隆介 東京都千代田区五番町６－２　ＯＡＧ税理士法人内太陽光 1,000.0 福島県郡山市中田町高倉字田向１０３ 2016年4月20日 運転開始前
株式会社サン 織戸　四郎 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１－１－１３Ｆ太陽光 1,000.0 福島県二本松市高平１４７－１ 2016年4月28日 -
福島太陽光発電合同会社 川戸　健司 東京都文京区本郷４丁目９番２２号太陽光 1,950.0 福島県郡山市逢瀬町河内字明堂１０－３ 2016年6月7日 運転開始前
ＪＡソーラー福島上ノ原発電所合同会社 黄　新明 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号　三菱ビル９階９６０太陽光 1,475.0 福島県須賀川市袋田字上ノ原３４－１ 2016年6月7日 運転開始前
ＪＡソーラー福島仁井田発電所合同会社 黄　新明 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号　三菱ビル９階９６０太陽光 1,375.0 福島県須賀川市仁井田字兵庫坦１６ 2016年6月7日 運転開始前
合同会社浪江ＬＷ太陽光発電所 代表社員　史　輝 石川郡平田村大字上蓬田字馬道１３４太陽光 1,999.0 福島県双葉郡浪江町大字立野字八龍ハク３２ 2016年6月30日 運転開始前
合同会社浪江ＬＷ太陽光発電所 代表社員　史　輝 石川郡平田村大字上蓬田字馬道１３４太陽光 1,999.0 福島県双葉郡浪江町大字立野字根岸１５１ 2016年6月30日 運転開始前
有限会社寶泉堂 和泉　佳宏 徳島県徳島市徳島本町３－６ 太陽光 1,260.0 福島県田村市船引町門沢字深山３９９－２ 2016年6月30日 開示不同意
グラントマト株式会社 南條　浩 福島県須賀川市狸森字下竹ノ内９番地５太陽光 1,200.0 福島県岩瀬郡鏡石町境１１３ 2016年12月5日 開示不同意
合同会社Ｃｌｅａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａｎ 代表社員スパーリング・デービット・ジョン宇都宮市馬場通り４－１－１ 太陽光 1,175.0 福島県本宮市糠沢字岩崎１５３－１ 2017年1月4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番地１　レオメインスクエア太陽光 1,125.0 福島県双葉郡富岡町字上手岡字高津戸１０２－１他２３筆 2017年1月4日 開示不同意
合同会社リニューアブルシステム１０号 太田　隆介 東京都千代田区五番町６－２ＯＡＧ税理士法人内太陽光 1,850.0 福島県田村郡三春町大字込木字大志田２８２－１ 2017年1月12日 運転開始前
合同会社リニューアブルシステム１０号 太田　隆介 東京都千代田区五番町６－２ＯＡＧ税理士法人内太陽光 1,350.0 福島県田村郡三春町大字込木字八方谷１８７－１ 2017年1月19日 運転開始前
福島発電株式会社 代表取締役社長　鈴木　精一福島市中町５－２１ 太陽光 1,500.0 福島県伊達郡国見町徳江字下川原３９－３ 2017年2月3日 0-20%
浪江谷津田復興ソ－ラ－合同会社 本郷　雅和 福島県福島市中町５－２１ 太陽光 39,960.0 福島県双葉郡浪江町大字谷津田字上新田２１ 2017年2月7日 -
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、福島県内の発電出力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・エナジー川内 辻Ā　賢之 福島県福島市大町４番４号 太陽光 16,000.0 福島県双葉郡川内村大字上川内字大津辺９－１ 2017年2月9日 -
株式会社サン・エナジー川内 辻Ā　賢之 福島県福島市大町４番４号 太陽光 16,000.0 福島県双葉郡川内村大字上川内字大中合５０１－２ 2017年2月9日 -
合同会社ユーラス三大明神風力 林　勝 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号風力 34,000.0 福島県いわき市遠野町上根本字浪木和国有林４３９林班他６筆2017年2月16日 運転開始前
合同会社鴻草渋川エナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 20,000.0 福島県双葉郡双葉町大字渋川字下江９２ 2017年2月16日 -
合同会社浪江酒井ソーラー 北川　久芳 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 20,000.0 福島県双葉郡浪江町大字酒井字中酒井９１ 2017年2月16日 -
合同会社浪江酒井ソーラー 北川　久芳 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 16,000.0 福島県双葉郡浪江町大字酒井字川原８５ 2017年2月16日 -
株式会社ＧＲＥＡＴ クラル・ラジェシュ 茨城県つくば市古来６９５－１ 太陽光 7,000.0 福島県南相馬市原町区小木迫字向畑１３０ 2017年2月16日 運転開始前
合同会社浜通りエナジー 神永　信吾 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２７番２号太陽光 1,400.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字糠塚１９６－１ 2017年2月16日 -
株式会社Ｔ・Ｓ・Ｂ 椎奈　孝 千葉県習志野市実籾５－８－３ 太陽光 1,286.8 福島県安達郡大玉村玉井字北上台１５３－１ 2017年2月16日 開示不同意
いいたてまでいな再エネ発電株式会社 原　隆之 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字山田５８風力 6,460.0 福島県相馬郡飯舘村飯樋字花塚山１－２ 2017年2月17日 -
株式会社ＩＨＩ 代表取締役社長　満岡　次郎江東区豊洲３－１－１ 太陽光 1,250.0 福島県相馬市光陽２－１－１ 2017年2月17日 開示不同意
合同会社ユーラス田人風力 林　勝 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号風力 18,830.0 福島県いわき市田人町荷路夫字風越国有林３８４林班 2017年2月20日 運転開始前
ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根　多加弘 東京都千代田区丸の内３－１－１風力 6,900.0 福島県石川郡古殿町大字松川字三株６５－１ 2017年2月22日 運転開始前
ＪＲ東日本エネルギー開発株式会社 代表取締役社長　山本　康裕港区新橋３－３－１４ 風力 6,980.0 福島県白河市大信隈戸字午房沢１－１ 2017年2月27日 運転開始前
エコ・パワー株式会社 水井　利行 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 54,000.0 福島県いわき市小川町大字上小川国有林２２５林班 2017年3月1日 運転開始前
エコ・パワー株式会社 水井　利行 東京都品川区大崎１－６－１　ＴＯＣ大崎ビルディング風力 36,000.0 福島県いわき市小川町大字上小川国有林１４７林班他８筆 2017年3月1日 運転開始前
合同会社吾妻高原ウィンドファーム 中川　隆久 東京都港区六本木六丁目２番３１号　六本木ヒルズノースタワー１５階風力 32,000.0 福島県福島市李平字惣八郎沢１－１ 2017年3月1日 運転開始前
ＳＧＥＴ原町南メガソーラー合同会社 北川　久芳 福島県南相馬市原町区大町３丁目３１番地太陽光 27,000.0 福島県南相馬市原町区下江井字落合６－１他５４９筆 2017年3月6日 -
ＳＧＥＴ南相馬メガソーラー合同会社 北川　久芳 福島県南相馬市小高区井田川字北新田６８１番太陽光 27,000.0 福島県南相馬市小高区井田川字北新田１４２ 2017年3月6日 -
合同会社南相馬村上福岡ソーラー 髙山　知也 福島県相馬市中村字桜ケ丘８４番地　アイワビルド株式会社内太陽光 27,000.0 福島県南相馬市小高区福岡字堂田１４８－１ 2017年3月6日 -
ＳＧＥＴ原町南メガソーラー合同会社 北川　久芳 福島県南相馬市原町区大町三丁目８１番地太陽光 2,250.0 福島県南相馬市原町区小沢字小沢２－１他１１３筆 2017年3月6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 風力 40,799.0 福島県双葉郡川内村大字下川内字館山国有林６３２林班他６筆2017年3月7日 運転開始前
株式会社雅 土岐田　雅信 千葉県千葉市中央区松波２－８－２太陽光 80,000.0 福島県郡山市熱海町上伊豆島字大松１－１ 2017年3月9日 運転開始前
福島復興風力合同会社 竹下　啓章 福島県福島市中町５番２１号 風力 52,500.0 福島県田村市都路町古道字東古道乙１４－１国有林２７４林班2017年3月9日 運転開始前
福島復興風力合同会社 竹下　啓章 福島県福島市中町５番２１号 風力 37,600.0 福島県田村市都路町古道字東古道乙１４－１国有林２７８林班2017年3月9日 運転開始前
福島復興風力合同会社 竹下　啓章 福島県福島市中町５番２１号 風力 37,500.0 福島県双葉郡浪江町大字小丸字入北澤国有林１２２０林班 2017年3月9日 運転開始前
福島復興風力合同会社 竹下　啓章 福島県福島市中町５番２１号 風力 20,000.0 福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字野行国有林１０７９林班 2017年3月9日 運転開始前
ブルーエナジーブリッジファンドイータ合同会社野坂　照光 東京都港区元赤坂１－１－７ 太陽光 1,988.0 福島県東白川郡塙町大字東河内字権現４５－２ 2017年3月9日 -
葛尾風力株式会社 三保谷　明 東京都港区赤坂二丁目九番三号第一　松浦ビル２Ｆ風力 15,000.0 福島県双葉郡葛尾村葛尾字野行国有林１０７８林班、１０８５林班、１０８６林班、１０９１林班2017年9月21日 運転開始前
ＪＲ東日本エネルギー開発株式会社 中島　等 東京都港区新橋三丁目３番１４　田村町ビル９階風力 61,200.0 福島県いわき市小川町戸渡国有林１３０林班ち１他（地番未確定）2017年9月26日 運転開始前
川内電力株式会社 佐藤　彌右衛門 福島県双葉郡川内村上川内字町分３９６－１風力 6,990.0 福島県双葉郡川内村下川内字毛戸５１８－１ 2017年9月28日 運転開始前
太陽光企画開発株式会社 田野　徹 東京都港区新橋４－２１－７ 風力 6,990.0 福島県南相馬市原町区下江井字北浜田９９ 2017年9月28日 運転開始前
株式会社アポロガス 相良　元章 福島県福島市飯坂町字八景６－１７太陽光 1,000.0 福島県福島市南沢又字原町越４－１，４－１３，字古舘４５－６2018年1月23日 運転開始前
株式会社ｈｏｍｅ　ｖｉｌｌａｇｅ 浦山　竜ノ介 栃木県下野市駅東３－６－９ 太陽光 1,000.0 福島県双葉郡大熊町野上字姥神１４１番、１４２番、１４３番、１４４番2018年3月23日 運転開始前
株式会社サン 織戸　四郎 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１－１－１３Ｆ太陽光 1,000.0 福島県石川郡平田村北方字皿目木１０６－１ 2018年3月27日 0-20%
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　田村町ビル９階風力 34,000.0 福島県いわき市三和町下市萱字滝ノ上１０３－２４ 2018年3月30日 運転開始前
三井物産プラントシステム株式会社 北　達夫 東京都港区東新橋一丁目９番２号　汐留住友ビル２６Ｆ風力 3,000.0 福島県岩瀬郡天栄村湯本字二俣国有林１１６０林班ろ５小班2018年3月30日 運転開始前
いちごＥＣＯエナジー株式会社 五島　英一郎 東京都千代田区内幸町１－１－１風力 6,990.0 福島県郡山市逢瀬町多田野字ソネノ木堂１－３ 2018年5月24日 運転開始前
合同会社Ｃｌｅａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａｎ スパーリング・デービット・ジョン栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１太陽光 1,450.0 福島県郡山市田村町小川字戸ノ内２４５　他１４筆 2018年7月9日 運転開始前
株式会社グリーンシステムコーポレーション 阿久津昌弘 栃木県宇都宮市鶴田町１４３５－１太陽光 1,021.7 福島県須賀川市小倉字浜井場１２４ 2018年7月11日 -
合同会社Ｃｌｅａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａｎ スパーリング・デービッド・ジョン栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１太陽光 1,450.0 福島県田村市船引町船引字上川原１３４－１ 2018年7月24日 運転開始前
合同会社Ｃｌｅａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａｎ スパーリング・デービット・ジョン 太陽光 1,975.0 福島県本宮市糠沢字川内１０　他３７筆 2018年8月8日 運転開始前
有限会社ユーム 箭内　正浩 福島県田村市船引町船引字城ノ内１０５－１太陽光 1,998.0 福島県田村市船引町春山字町尻３８９－１ 2018年11月29日 運転開始前
東北電力株式会社 樋口　康二郎 宮城県仙台市青葉区本町１－７－１太陽光 1,000.0 福島県南相馬市原町区金沢字大船廹５５－１ 2019年1月28日 -
合同会社Ｃｌｅａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａｎ スパーリング・デービット・ジョン栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１太陽光 1,550.0 福島県田村郡三春町鷹巣字狐塚７２－１ 2019年1月31日 運転開始前
株式会社ＨＩＮＡ 久保　智美 千葉県千葉市中央区今井２－５－１２太陽光 1,999.0 福島県郡山市熱海町安子島上ノ台８－１ 2019年3月4日 -
株式会社トモタカ 伴野　友貴 静岡県静岡市清水区横砂南町３－３０太陽光 1,990.0 福島県福島市山田音坊６３－１ 2019年3月5日 運転開始前
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 51,850.0 福島県相馬郡飯舘村八木沢字町外２国有林２３６４林班と２小班2019年3月13日 運転開始前
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 福島県須賀川市上小山田字東山国有林１２０１林班も小班2019年3月13日 運転開始前
イーゲート株式会社 難波　陽一 東京都渋谷区渋谷３－２６－１８　３階太陽光 1,998.0 福島県須賀川市保土原字山伝１５－１ 2019年3月14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 1,831.5 福島県いわき市好間町上好間字田代６４－９ 2019年3月14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 1,332.0 福島県南相馬市原町区押釜字押釜５－１ 2019年3月14日 運転開始前
日本風力開発株式会社 塚脇　正幸 東京都千代田区内幸町１－１－６風力 39,100.0 福島県郡山市逢瀬町多田野多田野高籏国有林　２１２林班り２2019年3月19日 運転開始前
ＤＺＭ合同会社 段　振明 東京都中央区新川２－１０－１ 太陽光 1,998.0 福島県郡山市三穂田町富岡字竹柄沢７ 2019年3月25日 運転開始前
株式会社トーヨーエネルギーファーム 岡田　吉充 福島県相馬市中村１－２－３ 太陽光 1,329.3 福島県本宮市和田字北大沢２９９ 2019年3月25日 -
イーゲート株式会社 難波陽一 東京都渋谷区渋谷三丁目２６－１８－３Ｆ太陽光 1,998.0 福島県須賀川市西川字辰ノ口８０－１ 2019年3月26日 運転開始前
イーゲート株式会社 難波陽一 東京都渋谷区渋谷三丁目２６－１８－３Ｆ太陽光 1,998.0 福島県田村市船引町芦沢字高田１０３－１ 2019年3月26日 運転開始前
ＪＲ東日本エネルギー開発株式会社 中島　等 東京都港区新橋三丁目３－１４　田村町ビル９Ｆ風力 136,000.0 福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字大滝山乙３６９８－１ 2019年3月28日 運転開始前
イーゲート株式会社 難波陽一 東京都渋谷区渋谷三丁目２６－１８－３Ｆ太陽光 1,998.0 福島県いわき市常磐三沢町八合５６－４ 2019年3月28日 運転開始前
イーゲート株式会社 難波　陽一 東京都渋谷区渋谷三丁目２６－１８　３Ｆ太陽光 1,998.0 福島県田村郡三春町字山崎７９ 2019年3月28日 運転開始前
株式会社　北拓 吉田　ゆかり 北海道旭川市旭神一条５－８－１６風力 1,990.0 福島県いわき市四倉町字田戸２９７－２ 2019年9月10日 運転開始前
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再生可能エネルギー事業計画認定情報より、福島県内の発電出力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 1,995.0 福島県田村郡小野町大字上羽出庭字赤木１０７－２ 2019年9月27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 1,990.0 福島県郡山市字外河原８－１ 2019年10月4日 -
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あべのハルカス３３Ｆ太陽光 1,650.0 福島県いわき市泉町黒須野字早稲田９１－７ 2019年12月2日 -
株式会社ＨＩＮＡ 久保　智美 千葉県千葉市中央区今井２－５－１２太陽光 1,999.0 福島県本宮市岩根字大ノ木立４ 2020年2月14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 1,990.0 福島県石川郡古殿町大字松川字三株６５－２１ 2020年2月27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 1,700.0 福島県石川郡古殿町大字松川字三株６５－１５ 2020年2月27日 運転開始前
株式会社ノザワワールド 野澤　敏伸 茨城県ひたちなか市馬渡西谷津３８４６太陽光 35,000.0 福島県福島市松川町水原字室沢４５ 2020年3月4日 運転開始前
Ｆｉｒｓｔ・Ｓｏｌａｒ・Ｊａｐａｎ合同会社 ビュフォード　ジェームス　エベレット東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング３１階太陽光 21,000.0 福島県いわき市渡辺町上釜戸字上ノ代１７５－５ 2020年3月4日 運転開始前
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 一法師　淳 東京都港区芝浦３－４－１ 太陽光 2,000.0 福島県いわき市泉町下川字大剣３８９‐４ 2020年3月4日 運転開始前
株式会社南関東ソーラーファーム 金成　武夫 福島県いわき市錦町鷺内１番地の５太陽光 1,980.0 福島県いわき市小浜町中ノ作２１ 2020年3月4日 運転開始前
中ノ森山風力合同会社 赤津　忠祐 東京都港区六本木６－１０－１六本木ヒルズ森タワー風力（陸上風力リプレースを除く） 24,000.0 福島県双葉郡葛尾村葛尾地内国有林１２５２林班と２小班 2020年3月30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 1,998.0 福島県須賀川市茶畑町２５－４ 2020年12月4日 運転開始前
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