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地球をもっと、
            もっと青く
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Michael Rieber, CEO マイケル・リーバーからのご挨拶
「経験豊富な iAccess Energy のエキスパートたちが、経済的かつ
環境的に持続可能な製品、最高水準の顧客サービスおよび長期的な
パートナーシップをお約束します。当社は太陽光発電に関するあらゆる
サービスを提供するドイツ発の企業として、信頼性のある効率的な
テクノロジー、高度な財務ソリューションおよび迅速なプロジェクトの
実行を提供し、常に最善を尽くしています。インターナショナルな
ビジネスでの経験も活かし、iAccess Energy は、お客様の理想の
パートナーとなるでしょう。」

太陽は地球上のあらゆる生物の命の源であるだけでなく、最大のエネルギー源でもあります。無限の
出力が無償で利用できるため、ぜひとも活用すべき資源です。iAccess Energy は、大規模なソーラー
パークや屋上設置型発電システムのスペシャリストとして、お客様の最良のパートナーでありたいと願
っています。

エコロジー＆エコノミー

太陽光がもたらす
    明るい未来
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新たな経済的視点

   再生可能エネルギーへの転換は、地球温暖化を抑制するための積極的な
 貢献策です。

   数千平方メートル規模の太陽光発電所を円滑かつ効率的に運営するためには、
豊富な経験と細心の注意が必要です。iAccess Energy は大規模太陽光発電

 システムの専門会社であり、2004年の創設以来ドイツのパートナーとともに、
 太陽光発電建設事業を行ってきました。2009年には、ドイツおよび海外の
 大規模太陽光発電プロジェクトに特化したエンジニア、技術者ならびに
 財務専門家のチームを結成し、業務範囲を拡大しました。

   長期にわたって安定的な収入が得られることから、太陽光発電および
 エネルギー貯蔵システムは投資家様にとって魅力的なビジネスになります。

   環境にやさしいエネルギーを生産することは、企業や公共団体の
 イメージアップにつながり、オピニオンリーダーにも高く評価されます。

再生可能エネルギー、とりわけ太陽光エネルギーへの転換は、集中型電力

供給から分散型電力供給への転換を意味し、消費者、企業、公共団体、

投資家等、それぞれのニーズに合わせた柔軟な電力供給を可能にします。

太陽は全人類が必要とする
エネルギー総量の10,000倍
以上のエネルギーを
産み出します。

発電時の二酸化炭素の
排出量

太陽光発電施設の
リサイクル率

98%

0

10000 x
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 iAccess Energyについて

太陽光発電の専門家、
iAccess Energy におまかせください

数ヘクタールにおよぶ広大な土地または数千平方メートルにおよぶ屋上面積を効率的かつ円滑
に機能する太陽光発電所に転換するには、豊富な経験と細心の配慮が必要です。
iAccEssEnErgyは、大規模太陽光発電開発におけるドイツのサプライヤーとして、2004年よ
り数々のソーラープロジェクトに携わっており、2009年以降は、経験豊富な財務専門家、エンジ
ニア、技術者からなる自社チームにより、国内外の大規模なソーラープロジェクトを手掛けて
います。同時に、iAccEssグループは、エネルギー蓄積技術、バッテリー管理システム（BAttEry 
MAnAgEMEnt systEM BMs）等、最先端テクノロジーの分野でもビジネスを展開しています。
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太陽光発電の専門家、
iAccess Energy におまかせください

iAccess Energy はドイツのほか、
日本、フランス、ポーランド、
イギリス、トルコ、南北アメリカの
8拠点で事業を展開しておりま

当社の高度な技術そして豊富な経験を持つエンジニアならびに日本
市場における長年の経験を活かすことによって、洗練されたプロジェ
クトへのアプローチを可能にし、投資家の方々にご満足いただいてい
ます。さらに、ドイツ産業特有の高い効率性および高品質を屈指した
当社の技術的、法的および財務的アプローチならびにトラブルシュー

高出力の
ソーラープロジェクト　

メガワットの
総出力

iAccess Energy Japan 一 級土木施工管理技士　橋口　次男

1300

780

iAccess Energy は、サイバックソーラーとともに、総出力780メガワットを超える
1,300以上の屋上設置型およびソーラーパークに携わっており、うち350メガワット
を自社で手掛けています。iAccess Energy は、2019年に長年のパートナーであった
サイバックソーラーより独立しました。サイバックソーラーとは10年間にわたり
総出力500メガワットを超えるプロジェクトを実現しました。2020年に東京を拠点
とする子会社が iAccess Energy Japan 株式会社に名称変更された後、100メガ
ワットを超えるEPcプロジェクトの契約が成立。迅速かつ信頼性の高いプロジェクト
を実現するために、iAccess Energy はスタッフを増員し、さらにビジネスを拡大
しています。
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一貫したソリューション

品質と信頼が私たちの信念です

鹿児島県出水市にある太陽光発電所は、最新のテクノロジー、綿密な計画およびＥＰＣのノウハウ
を駆使して iAccess Energy は、わずか数か月で建設を実現しました。10ヘクタールあまりの面積を
持つ太陽光発電所の出力は6メガワット、年間7,468,000kWhの電力を生産しています。
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高品質な太陽光発電施設を実現するために、iAccess Energy はEPc（設計・
調達・建設）事業者としてプロジェクト全体を統括する場合でも、部分的に
請け負う場合でも、リソースを駆使しプロジェクトの全工程をカバーする
サプライチェーンを有しています。

一社でプロジェクトの
全工程をカバー

太陽光発電開発において、計画、資金調達および建設を可能な限り迅速に行うことは重要なポイント
であり、一日でも早いプロジェクトの実現が結果、高い収量につながります。太陽光発電所開発における
世界的な先進企業として、iAccess Energy は必要な資金およびヒューマンリソースを惜しみなく投入し、
すみやかにプロジェクトを完遂します。

一社で

プロジェクト完遂

プロジェクト開発

プランニング
資金調達

建設 運営 メンテナンス

= 100%

1
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サービス

お客様の成功のために
全力を尽くします。

Access Energy シニアプロジェクトエンジニア
ジェローム・ルーゼ
「私たちの目標は、すべての工程にて、ただ単に経済的ま
たは技術的に実現可能なソリューションを提案するのでは
なく、お客様に納得していただけるベストソリューション
を提供することです。」
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   収益性が見込める事業計画
   プロジェクトにマッチした資金計画
  外部ファンドのご紹介
   資金調達のお手伝い
   運営会社設立のお手伝い
   共同事業者および投資家の誘致
 地域電力会社との関係構築
 機関投資家への対応

   最適な用地の選定および分析
   購入または賃借による用地確保
   発電規模とシステムの形式の選定
   技術的、財務的、法的デューディリジェンス
   可能な限り高額な固定価格の確保
   技術的な計画および収量の予測
  建設フェーズの計画と費用計算

   出力値の遠隔監視
   万一の故障時の迅速対応
  定期検査の実施
   継続的な最適化

資金調達・各種調整 運営・メンテナンス

  経験豊富なスペシャリストによる施工
  短納期および高品質の両立
  高品質部品の大量購入によるコストダウン
   プロジェクトをー括して請け負う場合、 

      全工程をー貫して管理・運営

建設プランニング・開発・
エンジニアリング
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太陽光発電所・屋上発電システム

さあ、一緒に始めませんか？
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岡山県・吉備中央

鹿児島県・三本松

設計出力  2.4 MW
面積   1 ha
年間発電量     1,423,500 kWh
施工期間   3 ヵ月

フランス・ピュクーダジュネ

山梨県・甲府

設計出力  2.2MW
面積  2 ha
年間発電量   3,103,000 kWh
施工期間  4 ヵ月

フランス・エステザルグ

設計出力  12 MW
面積    27 ha
年間発電量   16,891,000 kWh
施工期間  6 ヵ月

設計出力  1,2 MW
面積    2 ha
年間発電量   1,856,000 kWh
施工期間  9 ヵ月

フランス・ギティニエール

設計出力  1.7MW
面積  5.5 ha
年間発電量   2,058,000 kWh
施工期間  4 ヵ月

設計出力  1.5 MW
面積   3,5 ha
年間発電量  4,900,000 kWh
施工期間   1 ヵ月

ドイツをはじめとするヨーロッパ諸国、そして日本での実績をご覧いただければ、iAccess Energy がベストチョイスで
あると感じていただけるはずです。こちらでは当社が建設した太陽光発電所の例をいくつかご紹介しておりますが、
詳細はホームページ（www.iAccess.jp)でご確認ください。



太陽光エネルギーによる
 明るい未来

太陽光発電所・屋上発電システム
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鹿児島県・上場

設計出力  6,1 MW
面積   10,5 ha 
年間発電量   7,468,000 kWh 
施工期間   7 ヵ月

栃木県・那須

設計出力  2.6 MW
面積  2.7  ha
年間発電量  4,508,000 kWh
施工期間   4 ヵ月

長崎県・諫早

設計出力  4,2 MW
面積  10.6 ha
年間発電量  3,809,000 kWh

施工期間  6 ヵ月

鹿児島県・阿久根

設計出力  2.6MW
面積  3 ha
年間発電量  3,250,000 kWh
施工期間  3 ヵ月

鹿児島県・山下

宮城県・川崎

設計出力  56 MW
面積   74,8 ha 
年間発電量  64.512.000 kWh 
施工期間  8 ヵ月

設計出力  5.2 MW
面積  5.5 ha
年間発電量  6.715,000 kWh

施工期間  5 ヵ月
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太陽光エネルギーは
最高の資産です

ターンキー方式
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太陽光発電システムの設置によって、屋上は新たな収益源になるだけでなく、環境保護のシンボルにもなります。
iAccess Energy は10,000平方メートル以上の屋上に対応しており、最低でも0.5メガワット以上の出力を実現します。

太陽光発電所を建設することによって、未利用地・未利用空間が収益性のあるビジネス空間に生まれ変わります。
iAccess Energy は、メガワット級の発電能力を有する発電所をきわめて短い期間で完成させます。

iAccess Energy は、きわめて幅広い

形態の用地オーナー様や投資家様

との太陽光プロジェクトを実現させ

ています。

屋上発電システム

可能性は無限大

太陽光発電所

	 ターンキー方式による太陽光発電所の建設

iAccess Energy がEPc（設計・調達・建設）事業者としてプロジェクトを
統括する場合、自家用であっても、売電用であっても、短期間でお客様
のニーズに合った太陽光発電所を建設します。

	 太陽光発電用地の賃借

当社は、自社建設の太陽光発電所用地として建物の屋上や未利用地を
借用し、20年以上にわたりオーナー様に賃借料をお支払いする事業も
行っています。

新次元の未来へ
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Oltmannsstr. 26 
79100 Freiburg
Germany
Tel. +49 761-888-628-0
Fax +49 761-888-628-29
E-Mail info@iAccess.de
www.iAccess.de

iAccess Energy 有限会社

www.iAccess.jp

私たちと未来への
第一歩を踏み出しませんか？

未利用地や屋上での太陽光発電をご検討中のお客様、または賃貸活用をお考えのお客様は
お気軽にご相談ください。私どもが太陽光発電のエキスパートとしてお手伝いいたします。

,

〒101-0064
東京都千代田区
神田猿楽町1丁目5番1号　
豊島屋本店ビル6階
Tel. +81 3-6890-1374
Fax +81 3-5539-4286
E-Mail info@iAccess.jp
www.iAccess.jp

iAccess Energy Japan株式会社

iAccess Energyは、現在sUPEr gt300で活躍していいるオーストラリアの新進気鋭のレーシングドライバー、ジェイク・パーソンズ（https://www.jakeparsons.

jp）をスポンサーとして、そしてスポーツ、特にスポーツカー愛して止まないファンとして応援しています。iAccess Energyは、革新的なバッテリーソリューション

でメーカーおよび開発パートナーをサポートすることにより、自動車のサステナビリティを支持しています。


