
第 1号議案 

 

２０２１年度夏季及び冬季の更なる供給力確保に係る 

発電事業者への文書発信について 

(案) 

 

２０２１年度供給計画のとりまとめにあたり、供給設備の補修停止等について夏

季・冬季の需要ピーク時を極力避けた計画をお願いし、また２０２１年度供給計画及

び２０２１年度冬季の需給変動リスク分析を踏まえ発電事業者との補修時期の変更

を調整している。 

現時点で夏季及び冬季ともに十分な供給力の確保には至っておらず、特に２０２２

年１月及び２月は東京エリアから九州エリアまで依然として厳しい需給状況が続い

ていることから、発電事業者に対して、今一度、当該期間において提供可能な供給力

の精査と積み増しの検討を求めるため、別紙１のとおり、発電事業者に文書を送付す

る。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

別紙１ ：２０２１年度夏季及び冬季の更なる供給力確保について 

別紙２ ：発電事業者一覧 

 

  



広域計第４号 
２０２１年４月１４日  

 
発電事業者各位 

電力広域的運営推進機関 
理事長 大山 力 

 
 

２０２１年度夏季及び冬季の更なる供給力確保について 

 

 

日頃より供給計画のとりまとめを始め本機関の取り組みにご理解、ご協力いただき

誠にありがとうございます。 

２０２１年３月３１日に公表いたしました２０２１年度供給計画及び２０２１年

度冬季の需給変動リスク分析の結果を踏まえて、改めて発電事業者様へのお願いがご

ざいます。 

一部報道においても取り上げられておりますが、今般のとりまとめの結果は、年度

開始時点での評価として特に冬期の予備率が過去最低の水準となっております。 

月別の需給バランス評価（月別上位３日の最大電力平均値に対する供給余力で評価）

では、２０２１年７月に東京エリアで予備率７.５％となり、２０２２年２月には東

京エリアから九州エリアにかけて広域的に予備率が５.８％となるなど、適正予備率

である８.０％を下回る結果となっております。 

加えて、冬季の需給変動リスク分析では、ほとんどのエリアで２０２２年２月に厳

気象Ｈ１需要に対して予備率３％を下回り、東京エリアでは２０２２年１月及び２月

ともに供給力が厳気象Ｈ１需要も下回る厳しい状況となっております。 

こうした状況については、本機関から全小売事業者様宛に「２０２１年度夏季及び

冬季の計画的な供給力確保について」（2021 年 4 月 7 日付広域計第３号）を通知し、

供給力の確保に向けて取引所を介した先渡取引や相対取引での調達をお願いしてい

るところです。 

しかしながら、現時点で夏季及び冬季ともに十分な供給力の確保には至っておらず、

特に２０２２年１月及び２月は東京エリアから九州エリアまで依然として厳しい需

給状況が続いております。発電事業者様におかれましては、今一度、当該期間におい

て提供可能な供給力の精査と積み増しを検討いただきますようお願いいたします。 

これにより、供給余力として稼働できる電源があれば、上記通知を踏まえた小売電

気事業者の調達の申し出に対してご協力いただくようお願いいたします。 

以上 

 

 

 

 

別紙１ 



（参考）２０２１年度夏季及び冬季の計画的な供給力確保に係る小売電気事業者への

送付文書 

広域計第３号 
２０２１年４月７日  

 
小売電気事業者各位 
 
 

電力広域的運営推進機関 
理事長 大山 力 

 
 
 

２０２１年度夏季及び冬季の計画的な供給力確保について 

 

 

日頃より供給計画のとりまとめを始め本機関の取り組みにご理解、ご協力いただき

誠にありがとうございます。 

本機関が２０２１年３月３１日に公表いたしました２０２１年度供給計画及び２

０２１年度冬季の需給変動リスク分析について、お知らせしたいことがございます。

また、その内容を踏まえ、小売電気事業者様へのお願いがございます。 

一部報道においても取り上げられておりますが、今般のとりまとめの結果は、年度

開始時点での評価として特に冬期の予備率が過去最低の水準となっております。 

月別の需給バランス評価（月別上位３日の最大電力平均値に対する供給余力で評価）

では、２０２１年７月に東京エリアで予備率７.５％となり、２０２２年２月には東

京エリアから九州エリアにかけて広域的に予備率が５.８％となるなど、適正予備率

である８.０％を下回る結果となっております。 

加えて、冬季の需給変動リスク分析では、ほとんどのエリアで２０２２年２月に厳

気象Ｈ１需要に対して予備率３％を下回り、東京エリアでは２０２２年１月及び２月

ともに供給力が厳気象Ｈ１需要も下回る厳しい状況となっております。 

こうした中、高需要期までに電源トラブルなど供給力の減少や厳気象などにより、

需給ひっ迫が生じる可能性も否定できないと考えております。 

供給力減少の要因として高需要期に電源補修停止が多く計上されたことにあり、本

機関としても発電事業者に対して電源補修時期を変更するなどの調整を申し入れて

いるところですが、仮に発電事業者が売り先の決まっていない電源を停止した場合、

需給ひっ迫が発生しても直ちに起動できないおそれもあります。 

このため、小売電気事業者の皆様におかれましても高需要期において調達先未定の

供給力確保が難しくなることも想定されることから、可能な限り取引所を介した先渡

取引や相対取引などを活用した早期の供給力の調達に努めていただきますようお願

いいたします。 

以上  



 

発電事業者一覧 

事業者名 

北海道電力株式会社 

東北電力株式会社 

東京電力ホールディングス株式会社 

株式会社ＪＥＲＡ 

東京電力パワーグリッド株式会社 

中部電力株式会社 

北陸電力株式会社 

関西電力株式会社 

中国電力株式会社 

四国電力株式会社 

九州電力株式会社 

沖縄電力株式会社 

電源開発株式会社 

日本原子力発電株式会社 

日本テクノ株式会社 

ＳＯＬＡＲ ＥＮＥＲＧＹ 真壁合同会社 

大牟田リサイクル発電株式会社 

サミット明星パワー株式会社 

西つがる風力発電株式会社 

まほろば風力発電株式会社 

エイブルエナジー合同会社 

株式会社新潟ニューエナジー 

株式会社新中袖発電所 

株式会社那須南エコファーム 

株式会社ＡＣエナジー 

株式会社イースクエア 

合同会社ノーバル・ソーラー 

住友共同電力株式会社 

六本木エネルギーサービス株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

鴨川みらいソーラー合同会社 

東北自然エネルギー株式会社 

川崎市役所 

別紙２ 



事業者名 

ＢＳＲＡ Ａｌｐｈａ１ 合同会社 

五井コーストエナジー株式会社 

秋田県 

東埼玉資源環境組合 

頴娃風力発電株式会社 

パシフィコ・エナジー山形合同会社 

三菱製紙株式会社 

明海発電株式会社 

株式会社エヌエスウインドパワーひびき 

株式会社フジックス 

Ｄａｉｇａｓ大分みらいソーラー株式会社 

京葉プラントエンジニアリング株式会社 

株式会社グリーンエナジー津 

パシフィコ・エナジー細江合同会社 

九州おひさま発電株式会社 

富山県企業局 

太平洋セメント株式会社 

株式会社高田屋 

住友大阪セメント株式会社 

京都府電気事業 

株式会社アサヒコーポレーション 

パシフィコ・エナジー美作武蔵合同会社 

パシフィコ・エナジー久米南合同会社 

サミット美浜パワー株式会社 

金沢市企業局 

鹿児島メガソーラー発電株式会社 

出光興産株式会社 

株式会社タカラレーベン 

株式会社バイテックエネスタ 

サミット小名浜エスパワー株式会社 

徳島県企業局 

高知県公営企業局 

王子マテリア株式会社 

沖縄新エネ開発株式会社 

株式会社福岡クリーンエナジー 

株式会社関電工 

丸住製紙株式会社 



事業者名 

長野県企業局 

白馬ウインドファーム株式会社 

白滝山ウインドファーム株式会社 

合同会社バイテック・漁火館滝沢市メガソーラー 

鈴川エネルギーセンター株式会社 

日立造船株式会社 

江津ウィンドパワー株式会社 

株式会社野田バイオパワーＪＰ 

株式会社南九 

株式会社ＳＪソーラーつくば 

中国木材株式会社 

北越コーポレーション株式会社 

ほくでんエコエナジー株式会社 

合同会社ＪＲＥ中九州風力 

大分県企業局 

多可町安田郷メガソーラ―発電合同会社 

長崎ソーラーエナジー合同会社 

ＪＦＥソーラーパワー株式会社 

株式会社カネカ 

親和開発株式会社 

株式会社エナリス 

ＪＦＥスチール株式会社 

酒田共同火力発電株式会社 

岩手県企業局 

新潟県企業局 

仙台市 

愛媛県公営企業管理局 

株式会社グリーンパワー浜田 

三菱パワー株式会社 

合同会社ＪＲＥ日高川 

ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社 

合同会社茂原ソーラーパーク 

福山リサイクル発電株式会社 

紋別バイオマス発電株式会社 

市原グリーン電力株式会社 

プロロジス・グリーン有限会社 

合同会社ＪＲＥ酒田風力 



事業者名 

合同会社新潟島見ソーラーパーク 

戸畑共同火力株式会社 

日本軽金属株式会社 

国際石油開発帝石株式会社 

川崎バイオマス発電株式会社 

常磐共同火力株式会社 

合同会社 DMM.com 

堺市 

大阪瓦斯株式会社 

株式会社ヨンコーソーラー 

相馬共同火力発電株式会社 

福岡都市圏南部環境事業組合 

株式会社チョープロ 

エネ・シードひびき株式会社 

水戸ニュータウン・メガソーラ―パーク合同会社 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

大分共同火力株式会社 

御船ホールディングス株式会社 

幌延風力発電株式会社 

三交不動産株式会社 

東京発電株式会社 

株式会社東京ガス横須賀パワー 

有限責任事業組合テックエナジー 

王子グリーンエナジー日南株式会社 

王子グリーンエナジー江別株式会社 

サミット酒田パワー株式会社 

株式会社神戸物産 

合同会社グリーンパワー富津 

合同会社大月ウィンドパワー 

三崎ウィンド・パワー株式会社 

ジャパンメガソーラー合同会社 

山梨県企業局 

黒部川電力株式会社 

ＪＮＣ株式会社 

株式会社エコパワーＪＰ 

王子製紙株式会社 

株式会社共栄企画 



事業者名 

神奈川電力株式会社 

ユーエスパワー株式会社 

合同会社Ｂｌｕｅ Ｐｏｗｅｒ志生木 

株式会社サニックスエナジー 

昭和電工株式会社 

山口県企業局 

サミットウインドパワー株式会社 

グリーンパワーつがる合同会社 

北海道パワーエンジニアリング株式会社 

男鹿風力発電株式会社 

市原パワー株式会社 

泉北天然ガス発電株式会社 

鳥取県 

富山地区広域圏事務組合 

株式会社シーテック 

株式会社シグマパワー有明 

コスモエコパワー株式会社 

神奈川県企業庁 

コスモ石油株式会社 

北陸パワーステーション株式会社 

九電みらいエナジー株式会社 

静岡ガス＆パワー株式会社 

島根県企業局 

熊本県企業局 

株式会社淡路貴船太陽光発電所 

株式会社トーエネック 

山形県企業局 

株式会社日立製作所 

株式会社青山高原ウインドファーム 

楢葉新電力合同会社 

合同会社大津ソーラー 

鷲尾岳風力発電株式会社 

大阪広域環境施設組合 

東京二十三区清掃一部事務組合 

日本太陽光発電２０１３合同会社 

日本太陽光発電２０１４合同会社 

合同会社クリスタル・クリア・ソーラー 



事業者名 

石狩バイオエナジー合同会社 

日本再生可能エネルギー株式会社 

株式会社広川明神山風力発電所 

株式会社葉山風力発電所 

肥前風力発電株式会社 

エルエムサンパワー株式会社 

日本海発電株式会社 

シグマパワージャネックス株式会社 

中部自動車販売株式会社 

合同会社しまね森林発電 

吉野石膏株式会社 

京セラＴＣＬソーラー合同会社 

大分日吉原ソーラー株式会社 

壬生ソーラーウェイ合同会社 

多治見ソーラーウェイ合同会社 

名取ソーラーウェイ合同会社 

嬬恋ソーラーウェイ合同会社 

美浜シーサイドパワー株式会社 

福岡県企業局 

二又風力開発株式会社 

長島ウインドヒル株式会社 

ヤマネ鉄工建設株式会社 

日本製紙株式会社 

株式会社阪神住建 

株式会社扇島パワー 

旭化成エヌエスエネルギー株式会社 

株式会社関電エネルギーソリューション 

いわぬま臨空メガソーラー株式会社 

株式会社京浜バイオマスパワー 

宮崎県企業局 

やまとソーラープラント株式会社 

株式会社東京ガスベイパワー 

鹿島共同火力株式会社 

糸魚川発電株式会社 

ＩＰ福島小野町ソーラー発電合同会社 

静岡市 

札幌市（環境局） 



事業者名 

京都市 

ソーラーパワー南相馬・鹿島株式会社 

日本風力開発株式会社 

木曽岬メガソーラ―株式会社 

ＯＣＥ芦北メガソーラー株式会社 

東野崎ソーラーエナジー合同会社 

宇部興産株式会社 

兵庫県企業庁 

栃木県企業局 

イーレックスニューエナジー株式会社 

北海道企業局 

株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲサプライアンドトレーディング 

豊中市伊丹市クリーンランド 

株式会社エフオン豊後大野 

株式会社エフオン日田 

株式会社エフオン白河 

株式会社大林クリーンエナジー 

株式会社大林ソーラーパワー 

ＳＦソーラーパワー株式会社 

ＯＲソーラー・エイト合同会社 

那須烏山上川井ソーラー株式会社 

合同会社レナトス相馬ソーラーパーク 

Ｋクリーンエナジー奈良株式会社 

Ｋクリーンエナジー株式会社 

ＯＫＹソーラー大牟田株式会社 

ＯＲ更別・十勝メガソーラースピードウェイ合同会社 

新潟四ツ郷屋ＯＲメガソーラー株式会社 

ＯＲソーラー・トゥエルブ合同会社 

ＯＲソーラー・サーティーン合同会社 

合同会社苫小牧ソーラーエナジー 

ＯＲソーラー・スリー合同会社 

ＯＲソーラー株式会社 

合同会社ＯＲ山口美祢ソーラー発電所 

能登コミュニティウインドパワー株式会社 

株式会社エムウインズ八竜 

東京都交通局 

三峰川電力株式会社 



事業者名 

五葉山太陽光発電合同会社 

川崎天然ガス発電株式会社 

株式会社コベルコパワー神戸 

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 

株式会社的山大島風力発電所 

大和リース株式会社 

ＯＣソーラー株式会社 

ＯＲソーラー・ナイン合同会社 

ＯＲソーラー・セブン株式会社 

土佐発電株式会社 

たはらソーラー合同会社 

Ｄａｉｇａｓガスアンドパワーソリューション株式会社 

イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 

中山共同発電株式会社 

中山名古屋共同発電株式会社 

株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 

株式会社中袖クリーンパワー 

スズキ株式会社 

ソーラーパワー西条株式会社 

ソーラーパワー苫小牧株式会社 

ソーラーパワー北九州株式会社 

株式会社ジェイウインド 

長崎鹿町風力発電株式会社 

イー・パワー小野株式会社 

株式会社コミュニティソーラー 

株式会社北海道ソーラーマネジメント 

株式会社日本海水 

パルテックエナジー株式会社 

兵庫パルプ工業株式会社 

日生開発株式会社 

株式会社ＦＭＳ 

株式会社水郷潮来ソーラー 

合同会社那須塩原ソーラー 

株式会社富津ソーラー 

ＪＡＭＣソーラーエナジー合同会社 

Ｋａｗａｓａｋｉ Ｓｏｌａｒ 合同会社 

日本製紙メガソーラー小松島合同会社 



事業者名 

高知ソーラー合同会社 

馬場興産株式会社 

日立キャピタル信託株式会社 

ＣＳＤソーラー合同会社 

中越パルプ工業株式会社 

株式会社ＬＩＸＩＬ 

上越エネルギーサービス株式会社 

ＪＥＮ玖珠ウインドファーム株式会社 

防府エネルギーサービス株式会社 

ＪＥＮ胎内ウインドファーム株式会社 

三菱マテリアル株式会社 

株式会社九電工 

熊本市 

パシフィコ・エナジー美並合同会社 

合同会社九重ソーラー 

エネサーブ株式会社 

株式会社ツジデン 

双日佐和田火力株式会社 

伊方エコ・パーク株式会社 

日本製鉄株式会社 

サニーヘルス株式会社 

日本風力開発ジョイントファンド株式会社 

掛川風力開発株式会社 

株式会社シーエナジー 

合同会社サンシャインエナジー湧水 

合同会社Ｔ＆Ｍソーラー 

プライムソーラー合同会社 

Ｘ－Ｅｌｉｏ Ｊａｐａｎ株式会社 

山佐株式会社 

山佐産業株式会社 

イビデン株式会社 

西条小松太陽光発電所共同経営事業組合 

今治造船株式会社 

株式会社ケン・コーポレーション 

江差ウインドパワー株式会社 

大崎クールジェン株式会社 

日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 



事業者名 

北栄町 

パシフィコ・エナジーいわき合同会社 

パシフィコ・エナジー豊田合同会社 

パシフィコ・エナジー作東合同会社 

ＳＧＥＴみやこメガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ常陸大宮メガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ神栖メガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ栃木メガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ木更津メガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ釧路メガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ栗原メガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ新郷ウインドファーム合同会社 

株式会社エナリスパワー 

和歌山共同火力株式会社 

株式会社キナン 

群馬県企業局（発電事業） 

大阪府 

ハンファソーラーパワー杵築合同会社 

グッドマンジャパン株式会社 

東亜石油株式会社 

雫石太陽光発電合同会社 

楽天信託株式会社 

北九州市 

合同会社 MERCHANT ENERGY 第八 

株式会社山岸 

東急不動産株式会社 

横浜市 

株式会社九州エターナルエナジー 

株式会社ダイセル 

岡山県企業局 

黒沢建設株式会社 

三井不動産株式会社 

株式会社橋本道路 

日本毛織株式会社 

大牟田三池港ソーラーパーク株式会社 

鳥取米子ソーラーパーク株式会社 

苫東安平ソーラーパーク株式会社 



事業者名 

熊本荒尾ソーラーパーク株式会社 

泉大津ソーラーパーク株式会社 

浜松中開ソーラーパーク株式会社 

ＳＢエナジー株式会社 

福岡市 

三菱ケミカル株式会社 

オリックス株式会社 

メガソーラーファクトリー合同会社 

レンゴー株式会社 

伊丹産業株式会社 

芝浦グループホールディングス株式会社 

九州ソーラーファーム７合同会社 

近鉄不動産株式会社 

未来創電上三緒株式会社 

富山共同自家発電株式会社 

株式会社吾妻バイオパワー 

株式会社トーヨーエネルギーファーム 

岡崎市 

株式会社三井 E&Sホールディングス 

コムシスクリエイト株式会社 

君津共同火力株式会社 

赤芝水力発電株式会社 

株式会社ウィンド・パワー 

株式会社ウィンド・パワー・いばらき 

未来創電知多美浜合同会社 

未来創電上北六ヶ所株式会社 

名古屋市 

株式会社ブイハウス 

株式会社新昭和 

Ｃｌｅａｎ Ｇｒｅｅｎ Ｊａｐａｎ ＦＩＴ１有限責任事業組合 

丸紅株式会社 

大阪いずみ市民生活協同組合 

高梁環境発電合同会社 

南九州クリーンエネルギー株式会社 

神之池バイオエネルギー株式会社 

株式会社ユーラス江差風力 

株式会社ユーラスエナジー秋田港 



事業者名 

株式会社ユーラスエナジー有田川 

株式会社ユーラスエナジー淡路 

合同会社ユーラスエナジー岩屋 

合同会社ユーラスエナジー小田野沢 

株式会社ユーラスエナジー北野沢クリフ 

合同会社ユーラスエナジー輝北 

株式会社ユーラスエナジー肝付 

合同会社ユーラスエナジー里美 

合同会社ユーラスエナジー尻労 

株式会社ユーラスエナジー白糠 

株式会社ユーラスエナジー宗谷 

株式会社ユーラスエナジー滝根小白井 

合同会社ユーラスエナジー苫前 

合同会社ユーラスエナジー西目 

株式会社ユーラスエナジー野辺地 

株式会社ユーラスエナジー岬 

株式会社ユーラス天明太陽光 

株式会社ユーラス豊頃太陽光 

株式会社ユーラス六ヶ所太陽光 

株式会社新出雲ウインドファーム 

株式会社大川原ウインドファーム 

株式会社ユーラスエナジーホールディングス 

株式会社天北エナジー 

株式会社ユーラス北淡路太陽光 

株式会社ユーラス東由利原風力 

株式会社ユーラス大豊風力 

ＣＥＦ豊北ウインドファーム株式会社 

ＣＥＦ南あわじウインドファーム株式会社 

ＣＥＦ伊豆熱川ウインドファーム株式会社 

スマートソーラー山口秋穗合同会社 

株式会社ユーラス由利高原風力 

株式会社リオグループホールディングス 

株式会社日出電機 

ＭＣＭエネルギーサービス株式会社 

ティーダ・パワー８３合同会社 

タマホーム有明メガソーラー合同会社 

Ｓｕｎ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｈｉｋａｒｉ Ⅵ 合同会社 



事業者名 

Ｓｏｍａ Ｓｏｌａｒ 合同会社 

Ｏｉｔａ Ｓｏｌａｒ 合同会社 

Ｓｕｎ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｈｉｋａｒｉ Ｘ 合同会社 

日光太陽光発電合同会社 

大王製紙株式会社 

株式会社パスポート 

大子ソーラーエナジー合同会社 

ネプチューン・ソーラー合同会社 

光エナジー合同会社 

株式会社ユーラスエナジー河津 

合同会社ユーラスエナジー釜石 

株式会社ユーラス伊達黄金風力 

ＭＰみらいソーラー石川合同会社 

直江津エネルギーセンター株式会社 

ＭＣＫＢエネルギーサービス株式会社 

三洋製紙株式会社 

大和エネルギー株式会社 

丸森太陽光発電２０１９合同会社 

合同会社ＪＲＥ稲敷佐倉 

合同会社三重松尾 

株式会社クリハラント 

合同会社六戸ソーラーパーク 

自然環境システム株式会社 

パシフィコ・エナジー大崎合同会社 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同会社 

八峰風力開発株式会社 

株式会社科戸の風 

ＫＰＪＵ東広島合同会社 

松前ウィンドファーム合同会社 

銭函ウィンドファーム合同会社 

寿都町 

旭メガソーラー海南発電株式会社 

株式会社ウイネット石狩 

由良風力開発株式会社 

風の松原自然エネルギー株式会社 

大英ソーラー株式会社 



事業者名 

株式会社鹿児島風力発電研究所 

富岡復興エナジー合同会社 

株式会社ジェイウインドにかほ 

株式会社ジェイウインドくずまき 

尻別風力開発株式会社 

エム・ピー・エム・王子エコエネルギー株式会社 

サミット半田パワー株式会社 

株式会社デンケン 

エナジーバンクジャパン株式会社 

Ｓｕｎ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｈｉｋａｒｉ Ⅶ合同会社 

日鉄鉱業株式会社 

クリーンエネルギー研究所合同会社 

株式会社コベルコパワー真岡 

神栖パワープラント合同会社 

合同会社ＪＲＥ能代三種 

株式会社大多喜ソーラー 

串間ウインドヒル株式会社 

合同会社白河ソーラーパーク 

合同会社ユーラス新小田野沢風力 

くろしお風力発電株式会社 

ふそう風力発電株式会社 

玖暉合同会社 

ソーラー・フィールド４合同会社 

水島エネルギーセンター株式会社 

神戸市 

ＯＣＥ日向メガソーラー株式会社 

ＯＣＥ釧路町メガソーラー株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

ＥＮＥＯＳバイオマスパワー室蘭合同会社 

合同会社そら 

合同会社西の郷ソーラーパーク 

ＳＨＩＮＫＯ合同会社 

シン・エナジー株式会社 

大月バイオマス発電株式会社 

新岡山ソーラー株式会社 

酒田港メガソーラーパーク合同会社 

ＳＧＥＴ広島メガソーラー合同会社 



事業者名 

株式会社ジェイウインドせたな 

合同会社楢葉大谷ソーラー 

株式会社瀬戸ウィンドヒル 

合同会社富岡杉内ソーラー 

勿来ＩＧＣＣパワー合同会社 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

ソーラーパワー南相馬・原町株式会社 

旭メガソーラー美咲発電株式会社 

株式会社キャピタル 

仙台パワーステーション株式会社 

宇都宮北太陽光発電合同会社 

エトリオン・エネルギー４合同会社 

大分メガソーラー合同会社 

イセ・トタル七尾発電所合同会社 

Ｍ・Ｎ・Ｐ合同会社 

佐賀相知ソーラー株式会社 

平泉ソーラーエナジー合同会社 

敦賀グリーンパワー株式会社 

東大阪都市清掃施設組合 

株式会社エフオン壬生 

合同会社ＪＲＥ土浦 

ＫＳＦ３合同会社 

H.I.S.SUPER電力合同会社 

ＥＳ ＮＰＶ１合同会社 

北海道瓦斯株式会社 

太陽Ｒｅｓｅｒｖｅ１合同会社 

太陽Ｒｅｓｅｒｖｅ３合同会社 

日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 

合同会社ソーラーエナジー・クリエイト 

ＳＵＮ・ＳＵＷＡ合同会社 

株式会社平戸南風力発電所 

株式会社宇久島風力発電所 

日鉄ステンレス株式会社  

ティーダ・パワー０１合同会社 

株式会社那珂瓦斯発電所 

株式会社ソーラークリーニング 

パシフィコ・エナジー勝浦メガソーラー合同会社 



事業者名 

新日本電工株式会社 

ＱソーラーＡ合同会社 

未来創電鳥羽合同会社 

合同会社ＪＲＥ神栖バイオマス発電 

エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口株式会社 

ＳＯＬＡＲ ＥＮＥＲＧＹ鉾田合同会社 

合同会社ＩＴソーラー３ 

株式会社三池火力発電所 

未来創電津白山株式会社 

ＳＤＴソーラーパワー株式会社 

プロスぺック AZ株式会社 

旭メガソーラー神郷発電株式会社 

合同会社えひめ森林発電 

若美風力開発株式会社 

クラスタ―クリーンエナジー１合同会社 

株式会社サカイホールディングス 

パシフィコ・エナジー夢前合同会社 

鹿児島湧水ソーラーパーク合同会社 

とまこまい勇払ソーラーパーク合同会社 

合同会社開発５１号 

未来創電松阪嬉野合同会社 

Ｓｏｌａｒｉａｎｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｔｗｏ合同会社 

パシフィコ・エナジー備前合同会社 

合同会社はやてソーラー 

大和ハウス工業株式会社 

津クリーンエナジー合同会社 

合同会社ソーラーパーク高岡 

パシフィコ・エナジー柳井合同会社 

株式会社協和エクシオ 

ニューデジタルケーブル株式会社 

直方ソーラーファーム合同会社 

日立グリーンエナジー株式会社 

大石田町太陽光発電所合同会社 

未来創電高萩合同会社 

株式会社ユーラス石巻風力 

株式会社ティーティーエス企画 

バンチャックソーラーyield-co合同会社 



事業者名 

合同会社ミエトバ 

合同会社プロスペクト成田神崎 

Ｓｕｎ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｈｉｋａｒｉ Ｖ合同会社 

株式会社上組 

くにうみウィンド１号合同会社 

いちご昭和村生越 ECO発電所合同会社 

合同会社 NRE-39インベストメント 

相馬エネルギーパーク合同会社 

パシフィコ・エナジー赤穂合同会社 

株式会社椎の森発電所 

名南共同エネルギー株式会社 

大林神栖バイオマス発電株式会社 

八戸バイオマス発電株式会社 

合同会社グリーンパワー大月 

広野 IGCCパワー合同会社 

株式会社二川工業製作所 

株式会社ホテルニューアワジ 

秋田潟上ウインドファーム合同会社 

合同会社相馬伊達太陽光発電所 

千歳太陽光発電所合同会社 

合同会社開発３８号 

合同会社サクシード松阪庄町 

本田技研工業株式会社 

市原バイオマス発電株式会社 

合同会社吉野 

アーク不動産株式会社 

合同会社サクシード瀬戸 

合同会社サクシード津波瀬 

合同会社 KSFブリッジ 1 

株式会社一条工務店 

株式会社ユーラス上勝神山風力 

米子バイオマス発電合同会社 

新生信託銀行株式会社 

いちご ECOエナジー株式会社 

Ichinoseki Solar Power １ 合同会社 

合同会社メガソーラ－パーク３号 

宮古くざかいソーラーパーク合同会社 



事業者名 

ファームランド株式会社 

合同会社庄内太陽光発電所 

ＪＡＩ 再生可能エネルギー発電２０１５－０１合同会社 

合同会社 JRE八幡岳 

GPDすいせんソーラｰ株式会社 

有限会社ケイ・ティ経営研究所 

CEF津山ウインドファーム株式会社 

瀬戸内 kirei未来創り合同会社 

熊本鉄構株式会社 

GPDすずらんソーラー株式会社 

株式会社茂原火力発電所 

ＡＣ１０合同会社 

合同会社南九州頴娃 

津軽パワー株式会社 

合同会社 TSMH1 

湯沢地熱株式会社 

森トラスト株式会社 

東京インフラ電力合同会社 

海田バイオマスパワー株式会社 

合同会社 NRE-18インベストメント 

新川メガソーラー発電合同会社 

株式会社長岡火力発電所 

合同会社五浦ソーラー 

合同会社鬼怒川ソーラー 

河津ソーラーエナジー合同会社 

青森七戸メガソーラー発電所合同会社 

印南風力発電株式会社 

かみすパワー株式会社 

よこはま風力発電株式会社 

合同会社播磨ソーラー 

合同会社 JRE山都高森 

響灘エネルギーパーク合同会社 

合同会社宮リバー度会ソーラーパーク 

FS Japan Project ２４合同会社 

FS Japan Project ２５合同会社 

FS Japan Project ２７合同会社 

FS Japan Project B４合同会社 



事業者名 

FS Japan Project B５合同会社 

明日パワー１合同会社 

福島さくらソーラー発電合同会社 

ＪＩＦソーラーエナジー合同会社 

合同会社気仙沼漆原 

合同会社気仙沼泉沢 

GPDさくらソーラー株式会社 

株式会社響灘火力発電所 

ディー・ティーエナジー合同会社 

国際航業株式会社 

Ｒｉｃｈ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ合同会社 

合同会社八戸是川 

四国風力発電株式会社 

佐野ソーラーウェイ合同会社 

合同会社グリーンパワー住田遠野 

穴水太陽光発電２０１９合同会社 

第一Ｑソーラー合同会社 

株式会社アジアインフォネット 

ＭＥＧＡＳＯＬＡＲ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＮＩ 合同会社 

神戸山田太陽光発電所合同会社 

株式会社石油輸送リース森山 

秋田洋上風力発電株式会社 

アサヒハウス工業株式会社 

七ツ島バイオマスパワー合同会社 

Ｔ&Jパワープラント株式会社 

ＳＳ・ＭＩＮＥ合同会社 

下関バイオマスエナジー合同会社 

日立十王太陽光発電合同会社 

LOHAS ECE BROWN株式会社 

株式会社サン・エナジー川内 

合同会社伊東ソーラーデベロップメント 

BLD Power Stations株式会社 

パシフィコ・エナジー和歌山合同会社 

庄内風力発電株式会社 

合同会社ＫＣ－０１インベストメント 

君津メガソーラー合同会社 

津軽風力発電株式会社 



事業者名 

仙台大倉 GD第一合同会社 

株式会社藤巻建設 

富士宮南原インベストメント合同会社 

NC電源開発株式会社 

北茨城市太陽光発電所合同会社 

合同会社クリスタル・クリア・エナジー 

株式会社庄内自然エネルギー発電 

サニーヘルスホールディングス株式会社 

未来創電指宿山川合同会社 

会津ソーラーエネルギー合同会社 

LOHAS ECE２合同会社 

合同会社浪江酒井ソーラー 

京セラコミュニケーションシステム株式会社 

合同会社福岡みやこソーラーパワー 

FS Japan Project １８合同会社 

FS Japan Project ６合同会社 

神岡鉱業株式会社 

株式会社ａｆｔｅｒＦＩＴ 

合同会社ソーラーファーム南さつま 

合同会社下小鯖ソーラー 

Beppu Solar 合資会社 

横浜風力開発株式会社 

エア・ウォーター＆エネルギア・パワー小名浜株式会社 

安比地熱株式会社 

石川花見月１合同会社 

伊勢志摩メガソーラー合同会社 

株式会社一条メガソーラー 

有限会社新日邦 

日本再生可能エネルギー発電２０１７－４号合同会社 

FS Japan Project ２３合同会社 

FS Japan Project １合同会社 

サーラｅパワー株式会社 

合同会社御前崎港バイオマスエナジー 

あづま小富士第一発電所合同会社 

七尾メガソーラー合同会社 

テクノロジーバンク株式会社 

宇久島みらいエネルギー合同会社 



事業者名 

合同会社ＳＳ紋別１ 

福島ガス発電株式会社 

ＺｅｉｎｉＣａｐｉｔａｌ合同会社 

合同会社ＪＲＥ阿蘇高森 

合同会社ＪＲＥインベストメント２号 

合同会社ＳＳひだかの森 

宇部西沖ソーラーエナジー合同会社 

合同会社鴻草渋川エナジー 

株式会社ＳＪソーラー北海道 

株式会社ジェイウインド上ノ国 

ＣＥＰＯ半田バイオマス発電株式会社 

相生バイオエナジー株式会社 

ＳＳＪメガソーラー６９合同会社 

ＳＳＪメガソーラー５６合同会社 

大船渡発電株式会社 

松島太陽光発電合同会社 

株式会社エフオン新宮 

合同会社奈義エナジー 

栗原太陽光発電合同会社 

スマート・メガソーラー２合同会社 

合同会社浜通りエナジー 

ＥｘａＳｏｌ合同会社 

株式会社北名古屋クリーンシステム 

群馬安中太陽光発電合同会社 

仙台メガソーラー発電合同会社 

ＣＬＥＡＮ ＥＮＥＲＧＩＥＳ ＭＡＬＬＯＲＣＡ合同会社 

株式会社Ａ－スタイル 

パシフィコ・エナジー播州合同会社 

パシフィコ・エナジー三田合同会社 

千歳風力開発株式会社 

合同会社Ｂｌｕｅ Ｐｏｗｅｒ 猪苗代 

合同会社Ｂｌｕｅ Ｐｏｗｅｒ 福島西郷 

王子エフテックス株式会社 

箱石ソーラー合同会社 

沖縄うるまニューエナジー株式会社 

合同会社ＧＳＳＥ 

下関洋上風力発電合同会社 



事業者名 

第二Ｑソーラー合同会社 

野辺地風力開発株式会社 

磯原太陽光発電合同会社 

日本エコエナジー合同会社 

ＥＳ ＮＰＶ５合同会社 

日本美しい国環境発電合同会社 

協栄ソーラーステーション合同会社 

ＣＬＥＡＮ ＥＮＥＲＧＩＥＳ ＢＥＳＴ 株式会社 

豊前ニューエナジー合同会社 

青森新城山田発電所合同会社 

東北エコパワーステーション合同会社 

第四Ｑソーラー合同会社 

合同会社高知室戸ソーラーパワー 

黒川発電所合同会社 

合同会社ＮＲＥ－４２インベストメント 

合同会社ＪＲＥ鶴岡八森山 

株式会社Ｇｌｏｂａｌ Ｎｅｗ Ｅｎｅｒｇｙ Ｔｏｇｏ 

ＰｅｔａＳｏｌ合同会社 

川西ソーラーファーム合同会社 

日本再生可能エネルギー発電２０１７－５号合同会社 

ＳＧＥＴ岩泉ウインドファーム合同会社 

合同会社ＲＳ茨城国木原 

合同会社ＪＲＥ宮城加美 

合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジー 

ＳＧＥＴ大田原メガソーラー合同会社 

ロイヤルリース株式会社 

合同会社ＫＳパワー１ 

ＳＧＥＴ三国メガソーラー合同会社 

茨城塙ウインド合同会社 

留寿都ウインド合同会社 

Ｉｎａｗａｓｈｉｒｏ Ｓｏｌａｒ 合資会社 

稲庭ウインド合同会社 

Ｅｎｅｒｇｙ Ｇａｔｅ 合同会社 

大洲バイオマス発電株式会社 

パシフィコ・エナジー佐野合同会社 

合同会社開発８号 

合同会社吾妻高原ウィンドファーム 



事業者名 

ジェイバリュー信託株式会社 

合同会社一関大東 

鹿島パワー株式会社 

合同会社多治見北小木 

広畑バイオマス発電株式会社 

ウッドレイク合同会社 

合同会社ＳＪソーラー白河１号 

エイコーエナジオ株式会社 

大分バイオマスエナジー合同会社 

中標津ソーラー合同会社 

西川登ソーラー合同会社 

宮崎国富ソーラーパーク合同会社 

那須塩原アグリソーラー合同会社 

四日市足見川メガソーラー合同会社 

Ｋクリーンエナジー・スリー株式会社 

エコプレクサス山田プロジェクト合同会社 

株式会社さくらソーラー 

恵庭開発株式会社 

合同会社東日本Ｓｏｌａｒ１３ 

株式会社日本海水ＴＴＳ苅田パワー 

山梨甲斐東平メガソーラー発電合同会社 

合同会社千葉香取ソーラーパワー 

山口由宇太陽光発電合同会社 

合同会社ＲＪソーラー 

合同会社開発２８号 

合同会社西郷羽太 

王子グリーンエナジー徳島株式会社 

茂原発電所合同会社 

合同会社地方創生太陽光発電所２号 

合同会社開発６５号 

ＤＥＩソーラーファンドアルファ合同会社 

姫路天然ガス発電株式会社 

ソヤノウッドパワー株式会社 

アフターフィット大和那珂太陽光合同会社 

南関ソーラーファーム合同会社 

釧路メガソーラー合同会社 

中国電力ネットワーク株式会社 



事業者名 

九州電力送配電株式会社 

福島富岡ソーラーキャッスル合同会社 

厚岸グリーン電力合同会社 

北海道電力ネットワーク株式会社 

東北電力ネットワーク株式会社 

合同会社ＪＲＥ折爪岳南１ 

広島市 

昭和プランニング株式会社 

杉之沢太陽光発電所合同会社 

合同会社飛騨高山ソーラーヒルズ 

ＧＳＳＧ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ３合同会社 

ＧＳＳＧ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ４合同会社 

ＧＳＳＧ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ８合同会社 

鳥羽太陽光発電合同会社 

合同会社霧島龍馬ソーラーパーク 

合同会社赤城キャピタル 

合同会社サクシード和歌山 

合同会社那須烏山ソーラー 

合同会社軽米東ソーラー 

合同会社軽米西ソーラー 

浪江谷津田復興ソーラー合同会社 

合同会社四日市ソーラー 

合同会社ＪＲＥ第二中九州風力 

合同会社榛名キャピタル 

東京電力リニューアブルパワー株式会社 

ＦＳ Ｊａｐａｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ ２６合同会社 

和気太陽光センター合同会社 

合同会社杜の都バイオマスエナジー 

Ｉｗａｔｅ Ｍｉｚｕｓａｗａ Ｓｏｌａｒ 合資会社 

合同会社鮫川エナジー 

アフターフィット大和白老町竹浦ソーラー合同会社 

野津ソーラー合同会社 

合同会社メガソーラー市島発電所 

ＥＳ ＮＰＶ２合同会社 

株式会社釧路火力発電所 

苫東安平ソーラーパーク２合同会社 

リコーリース株式会社 



事業者名 

北海道八雲ソーラーパーク合同会社 

クリーンエナジーファクトリー株式会社 

飯塚ＰＯＷＥＲ ＰＬＡＮＴ合同会社 

朝日ガスエコソリューション株式会社 

プライムソーラー２合同会社 

ヘップエスピーブイ８ジャパン株式会社 

合同会社ＮＲＥ－１０インベストメント 

合同会社鈴鹿太陽光発電所 

ブルーエナジーブリッジファンドラムダ合同会社 

苅田バイオマスエナジー株式会社 

ＰｕｒｐｌｅＳｏｌ合同会社 

合同会社リニューアブルエナジー岐阜 

合同会社ＮＲＥ－２４インベストメント 

ナチュラルエナジーパートナーズ太陽光発電合同会社 

太陽光パーク２合同会社 

合同会社ユーラス三大明神風力 

合同会社ユーラス田人風力 

合同会社ＮＲＥ－３６インベストメント 

ＭＪＳソーラー株式会社 

徳島津田バイオマス発電所合同会社 

湯津上北ソーラー・エナジー合同会社 

甲斐太陽光第一合同会社 

ケーピーエネルギー合同会社 

合同会社ＮＲＥ－１９インベストメント 

合同会社ＲＪソーラー２ 

松川水原太陽光発電事業合同会社 

合同会社ＮＲＥ－３２インベストメント 

合同会社ＳＪソーラー那須烏山 

株式会社日本ベネックス 

エコフレンドリー株式会社 

豊富Ｗｉｎｄ Ｅｎｅｒｇｙ合同会社 

ＮＯＢＳＰ合同会社 

株式会社そら’ｐ 

株式会社Ｌｏｏｏｐ 

ｓａｆｅｒａｙ Ｊａｐａｎ ｐｒｏｊｅｃｔ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ合資会社 

ＣＳ広島鈴張合同会社 

デンカ株式会社 



事業者名 

福島県石川第一発電所合同会社 

石川太陽光第二合同会社 

ＪＢＧ ＰＳ９合同会社 

バイオパワー苅田合同会社 

東京産業株式会社 

合同会社ＡＳＧＪ ＰＲＯＪＥＣＴ１ 

神流町太陽光発電所合同会社 

合同会社茨城牛久ソーラーパワー 

合同会社Ｂｌｕｅ Ｐｏｗｅｒ箱根 

アマテラス・ソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ片品メガソーラー合同会社 

エネ・シード株式会社 

南会津太陽光発電所合同会社 

ＪＰＳ第２０号株式会社 

ＳＧＥＴ南相馬メガソーラー合同会社 

ＳＧＥＴ原町南メガソーラー合同会社 

ＹＭＧ合同会社 

犬山太陽光発電所合同会社 

合同会社開発７２号 

愛知蒲郡バイオマス発電合同会社 

合同会社道北風力 

合同会社有水太陽光発電所 

合同会社グリーンパワー深浦 

合同会社南相馬小木迫太陽の郷６号 

小安地熱株式会社 

ＳＳＪメガソーラー７０合同会社 

ＥＢＮ太陽光発電合同会社 

赤磐ソーラーエナジー合同会社 

株式会社九電工福王山太陽光発電所 

株式会社ＢＰＳ大東 

合同会社石狩八ノ沢風力発電 

ＱソーラーＢ合同会社 

広野町サステナブルエナジー合同会社 

合同会社とっとりＹＤソーラー 

株式会社そら’ｒ 

以 上 


