
ソーラー発電の事業者について

ソーラー公募事業者一覧 №１

番号 名称 代表者名 所在地・℡ 資本金 従業員数 主な事業内容 太陽光実績

1
(株)ウエストエネル
ギーソリューション

恩田　英久
広島県広島市西区
楠木町1-15-24
℡03-5353-6878

 100,000
千円

１５０人

産業用太陽光発電システムの企
画・設計・販売・施工・保守・メンテ
ナンス（システムインテグレー
ター）及び空調設備・電気設備等
の設計・施工

メガソーラー全国９発電所14.3Ｍの建設実績
有り。（平成２５年１月現在）
太陽光発電事業22266件（平成２１年４月～
平成２４年２月）当社「産業用（屋根置き・
フィールド／アパート、マンション用）ウエスト
ホールディングスグループ会社「戸建て」

2 (株)アンフィニ 親川　智行

東京都中央区日本
橋2-16-2　ＫＤＸ日
本橋216ビル４Ｆ
℡03-3278-8080

200,000
千円

１２０人
太陽光事業、リサイクル事業、不
動産事業

岡山県津山市　岡山第一発電所

3
Ｓｋｙ　Ｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ
㈱

陳　　鋭

東京都千代田区三
崎町2-4-1ＴＵＧ-Ｉビ
ル９Ｆ
℡03-5275-3471

89,100
千円

２０人
太陽光発電事業の開発、建設、
運営

熊本県宇土市２ＭＷ、茨城県美浦村２ＭＷ、
鹿児島県南さつま市２ＭＷ／伊佐市２ＭＷ／
南九州市1.75ＭＷ、岩手県奥州市２ＭＷ、栃
木県栃木市1.5ＭＷ、北海道むかわ町１ＭＷ

4 ㈱スマートエナジー 大串　卓矢

東京都千代田区霞
が関3-2-5霞が関ビ
ルディング５F
LIAISON-STAGE霞
が関A号室
℡03-4334-8170

84,010
千円

２０人

再生可能エネルギー事業開発及
び運営、省エネルギー取組に関
する助言・簡易診断、環境ファン
ドの組成・運用、環境教育、排出
権事業組成・取引支援

千葉県あさひメガソーラー発電所４MW、高知
県土佐くろしおソーラー発電２ＭＷ、埼玉県
東松山かがやき発電所２ＭＷ、栃木県ナカガ
ワメタル那須工場２０ＫＷ

5 ㈱ワタナベ 渡辺　啓
茨城県神栖市矢田
部9479

10,000
千円

４人
太陽光事業、建設業、水道設備
業、プロパンガス販売業

当社戸建用発電設備４KW、当社産業用発電
設備１５KW

＊ソーラー発電希望事業者要件・注意事項
①発電した電気の買取期間である２０年間以上を事業実施可能であること。
②貸付条件等の協議や契約は、土地所有者との間で、直接行っていただきます。
③造成や建物除去及び送電設備等の調査は事業者において行っていただきます。
④土地所有者との協議の結果については、市に報告していただきます。（協議結果報告書）

　かすみがうら市では、新エネルギーの有効利用を図り、地球温暖化の防止を推進するとともに、原子力発電に代わる代替え
発電システムを推進することを目的とし、ソーラ―発電事業者を募集しました。



ソーラー公募事業者一覧 №２

番号 名称 代表者名 所在地・℡ 資本金 従業員数 主な事業内容 太陽光実績

6
ミツウロコグリーンエ
ネルギー㈱

二見　敦

東京都中央区日本
橋3-7-2　シオノギ
本町共同ビル３Ｆ
℡03-3665-6311

450,000
千円

５６人

メガソーラー、風力発電、バイオ
マス発電等再生可能エネルギー
発電及び電力供給、風力発電事
業コンサルティング業務、発電所
O＆M事業、グリーン電力の供

茨城県潮来市１４ＭＷ（平成２６年２月開始）
千葉県富津市４０ＭＷ（平成２６年８月開始）

7 日本ソーラー㈱ 土井　正幸

東京都中央区日本
橋4‐1-1　加島商館
ビル３Ｆ
℡03-5203-0552

25,000
千円

５人 太陽光発電事業
福島ソーラーパワー㈱２ＭＷ
帯広ソーラーパワー㈱４ＭＷ

8 大栄電気㈱ 黄川田幸一

東京都中央区湊1‐
14‐15
℡03-6738-8888

300,000
千円

１２８人
電気設備の設計、施工、請負並
びに保守管理

成田市遊休地利用982KW
鉾田市遊休地利用981KW
熊谷市遊休地利用241KW
八潮市工場屋根利用189KW
韮崎市工場屋根利用144KW

9
ホームエネルギーマ
ネジメントサービス㈱

佐藤  琢郎

東京都青梅市野上
町4-4-2　岩田ビル
1F･2F
℡0428-84-2784

9,500
千円

３２人
産業用大型ソーラーシステムの
立案、計画並びにコンサルタント
業務

住宅用太陽光発電システム設置1.2MW（H24)
産業用太陽光発電システム設置0.8MW（H24)

10
日本グリーンパックス
㈱

山中　利一

京都府長岡京市城
の里10-9
℡03-6661-9678
（東京支社）

42,100
千円

５７人

官公庁施策、ゴミ処理有料化トー
タルサポート、家庭用日用品販
売、海外ブランド家電、太陽光モ
ジュール及び部材販売

300KW自社発電所所有
太陽光モジュール及び部材販売

11
㈱多摩川ホールディ
ングス

桝沢　徹

東京都港区浜松町
1-6-15　浜松町プレ
イス１Ｆ
℡03-6435-6933

1,625,486
千円

１２人
太陽光発電事業、同システム販
売、太陽光パネル販売

山口県下関市メガソーラー発電所1.5MW
（H25.6月稼動）

12
㈱大江戸コンサルタ
ント

仲藤　和弘
東京都中央区日本
橋茅場町2‐5‐6日
本橋大江戸ビル9Ｆ

40,000
千円

１５人 経営コンサルタント業
平成25年12月　千葉県匝瑳市に太陽光発電
所300ＫＷを開設。

＊ソーラー発電希望事業者要件・注意事項
①発電した電気の買取期間である２０年間以上を事業実施可能であること。
②貸付条件等の協議や契約は、土地所有者との間で、直接行っていただきます。
③造成や建物除去及び送電設備等の調査は事業者において行っていただきます。
④土地所有者との協議の結果については、市に報告していただきます。（協議結果報告書）



ソーラー公募事業者一覧 №３

番号 名称 代表者名 所在地・℡ 資本金 従業員数 主な事業内容 太陽光実績

13
㈱スマートパワーシス
テム

石川　和希

神奈川県相模原市
中央区東淵野辺5‐
12‐6
℡042‐851‐3841

20,000
千円

10人

家庭用・産業用大容量リチウムイ
オン蓄電池の製造、販売、太陽
光等の新エネルギーを活用した
蓄電システムの販売

㈱バンテック原木第一物流センター（屋上設
置）
八王子市野立て（40.5kWh、49.14kWh）
太田市野立て（2区画現場）
甲府市野立て（49.14kWh、43.74kWh）
南アルプス市野立て
その他

14 ㈱卓陽
保志　東洋

一

神奈川県相模原市
中央区清新1‐7‐13
NEXT ONE 2Ｆ

1,000千円 1人 発電事業
千葉県茂原市清水　200ｋｗ　平成26年2月運
転開始

15 ㈱ＳＡＶＩＴＡＳ 徳山　尚樹

神奈川県中区北仲
通3-33関内フュー
チャーセンター♯
130

2,000千円 1人
自然エネルギー発電事業、建設
業

なし

16
㈱ゲンバカンリシステ
ムズ

徳田　隆
広島県広島市中区
中町3-11

45,000千
円

35人
建設工事・メガソーラー事業・コン
サルタント事業・人材派遣業・不
動産事業

茨城県常総市0.81MW、奈良県五条市
0.56MW、京都府伏見区9.9MW、滋賀県高島
市2.6MW、鳥取県米子市1.57MW他

現在、18案件　計34.9MW開発中
（茨城、栃木、山梨、静岡、神奈川、島根、広
島、奈良、三重他）

17 ｙｈ株式会社 松田　貴道
神奈川県横浜市港
北区新横浜3-1-4

2,002千円 40人
建設業及び、リフォーム、太陽光
発電システム販売施工・オール
電化販売施工

年間３０億円以上の売上実績

18
株式会社つくば電気
通信

植田　利収
茨城県土浦市並木
4-4-46

3,000千円 46人

電気工事及び電気通信工事請負
業務、太陽光発電システム事業
及び当該システムの施工、保守、
販売

茨城県内にて約13.5メガ　１１箇所の太陽光
発電所設置
茨城県内にて約6.7メガ　５箇所の施工及び
販売

＊ソーラー発電希望事業者要件・注意事項
①発電した電気の買取期間である２０年間以上を事業実施可能であること。
②貸付条件等の協議や契約は、土地所有者との間で、直接行っていただきます。
③造成や建物除去及び送電設備等の調査は事業者において行っていただきます。
④土地所有者との協議の結果については、市に報告していただきます。（協議結果報告書）



ソーラー公募事業者一覧 №４

番号 名称 代表者名 所在地・℡ 資本金 従業員数 主な事業内容 太陽光実績

19
日本メガソーラー発電
設備株式会社

目﨑　雅昭
東京都港区芝2-3-
18
ＹＭ芝公園ビル3Ｆ

2,400千円 120人
太陽光発電事業、ＥＰＣ事業、工
事保守事業、コンサルティング

ＥＰＣ事業施工実績として、全国で
43,153.47kw（DC）

＊ソーラー発電希望事業者要件・注意事項
①発電した電気の買取期間である２０年間以上を事業実施可能であること。
②貸付条件等の協議や契約は、土地所有者との間で、直接行っていただきます。
③造成や建物除去及び送電設備等の調査は事業者において行っていただきます。
④土地所有者との協議の結果については、市に報告していただきます。（協議結果報告書）


