
  

2021年 11月 26日 

一般社団法人低炭素投資促進機構 

 

太陽光第 10回入札（令和３年度第３回）の結果について 

 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年

法律第 108 号）第７条第８項及び入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電

設備の区分等における入札の実施に関する指針（平成 30 年経済産業省告示第 53 号）

第５．４の規定に基づき、太陽光第 10回入札（令和３年度第３回）の結果を、下記の

とおり公表します。 

 

１．太陽光第 10 回入札（令和３年度第３回）の概要 

・対象設備：出力 250kW以上の太陽光発電設備 

・入札量（募集容量）：242.6158MW （242,615.8kW） 

・供給価格上限額：10.50円／kWh 

 

２．入札の結果 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画数の合計：218件 

・入札件数の合計：188件 

・入札された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計：332,562.9kW 

 

（参考） 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画に係る再生可能エネルギー発電

設備の出力の合計：377,565.7kW 

・入札に参加することができる旨を通知した件数の合計：213件 

・入札に参加することができる旨を通知した再生可能エネルギー発電設備の出力の

合計：374,066.3kW 

・加重平均入札価格：10.34円／kWh 

 

３．落札の結果 

・落札件数の合計：81件 

・落札された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計：242,615.8kW 

・最低落札価格：10.23円／kWh 

・加重平均落札価格：10.31円／kWh 

・最高落札価格：10.40円／kWh 

 

 

 

 



  

落札者名 供給価格 

（円／kWh） 

発電設備の

出力（kW） 事業者名 代表者氏名 

合同会社Ｋ＆Ｋコーポレーション 髙杉 太一 10.23 600.0  

合同会社Ｋ＆Ｋコーポレーション 髙杉 太一 10.23 500.0  

合同会社Ｋ＆Ｋコーポレーション 髙杉 太一 10.23 500.0  

ティーダ・パワー１１０合同会社 コジリアン 

マイケル 

10.25 39,900.0  

静岡ガス株式会社 岸田 裕之 10.25 1,269.8  

株式会社エンバイオＣ・エナジー 横溝 透修 10.25 629.9  

株式会社アイ・エス・ディー 渡邊 有子 10.25 499.5  

株式会社 白馬物流 堀内 義博 10.25 499.5  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 1,996.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 1,996.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 1,800.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 1,300.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 1,150.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 800.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 800.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 800.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 650.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 10.28 600.0  

株式会社ユートラスト 瀬尾 浩史 10.28 1,996.0  

リニューアブル・ジャパン株式会社 眞邉 勝仁 10.28 875.0  

ＣＥＳいわき太陽光発電所合同会社(※1) 井上 八郎 10.29 94,160.0  

キクチコールドヘッター株式会社 矢野 秀幸 10.30 450.0  

トラスコ中山株式会社 中山 哲也 10.30 300.0  

電源開発株式会社 渡部 肇史 10.33 29,999.0  

電源開発株式会社 渡部 肇史 10.34 1,999.0  

合同会社ＯＴＳ 百目木 努 10.35 1,999.0  

合同会社ＯＴＳ（※1） 百目木 努 10.35 1,500.0  

合同会社ＯＴＳ 百目木 努 10.35 1,500.0  

株式会社上里建設 戸矢 大輔 10.35 1,994.0  

株式会社上里建設 戸矢 大輔 10.35 1,750.0  

株式会社上里建設 戸矢 大輔 10.35 1,250.0  

株式会社上里建設 戸矢 大輔 10.35 350.0  

株式会社ジェイ・トラッド（※1） 横山 里奈 10.35 1,500.0  

株式会社ジェイ・トラッド 横山 里奈 10.35 1,000.0  

株式会社サンシャイン九州本部 大石 興基 10.35 1,000.0  



  

株式会社日硝ハイウエー 杉本 健司 10.35 999.9  

株式会社日硝ハイウエー 杉本 健司 10.35 520.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
10.35 999.0  

株式会社シャロンテック 福山 博之 10.35 499.5  

盈泰ジャパン株式会社 鞠 文軍 10.35 300.0  

盈泰ジャパン株式会社 鞠 文軍 10.35 300.0  

若松梱包運輸倉庫株式会社 若松 明夫 10.35 250.0  

株式会社ＧＲＥＥＮ ＥＡＲＴＨ 谷 隆介 10.38 1,999.0  

大和ハウス工業株式会社 芳井 敬一 10.38 1,950.0  

大和ハウス工業株式会社 芳井 敬一 10.38 1,050.0  

リニューアブル・ジャパン株式会社 眞邉 勝仁 10.38 750.0  

株式会社ＷＡＫＯ 金光 栄治 10.39 1,999.0  

株式会社ＷＡＫＯ 金光 栄治 10.39 1,990.0  

株式会社ＷＡＫＯ 金光 栄治 10.39 500.0  

株式会社ＷＡＫＯ 金光 栄治 10.39 500.0  

株式会社和光開発 金光 栄治 10.39 1,990.0  

株式会社和光開発 金光 栄治 10.39 1,000.0  

株式会社和光開発 金光 栄治 10.39 400.0  

株式会社日本ベネックス 小林 洋平 10.39 1,400.0  

株式会社日本ベネックス 小林 洋平 10.39 1,000.0  

株式会社日本ベネックス 小林 洋平 10.39 400.0  

株式会社 トクシン電気 徳増 勝義 10.39 1,320.0  

子田株式会社 堂本 栄貴 10.39 800.0  

株式会社シンエイ 金 未樹 10.39 700.0  

株式会社シンエイ 金 未樹 10.39 500.0  

丸山工務店株式会社 丸山 生朗 10.40 1,800.0  

大和ハウス工業株式会社 芳井 敬一 10.40 1,600.0  

大和エネルギー株式会社 森 晴郎 10.40 1,500.0  

大和エネルギー株式会社 森 晴郎 10.40 1,025.0  

株式会社東昌建設 田中 敏朗 10.40 1,500.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 10.40 1,125.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 10.40 350.0  

株式会社Ｐｌｕｓ ｏｎｅ ｐｅｒｃ

ｅｎｔ 

新井 弘志 10.40 1,000.0  

株式会社Ｐｌｕｓ ｏｎｅ ｐｅｒｃ

ｅｎｔ 

新井 弘志 10.40 300.0  

熊本輸送団地協同組合 永井 正人 10.40 191.7  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.40 990.0  



  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.40 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.40 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.40 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.40 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.40 495.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーシ

ョン 

小川 毅一郎 10.40 900.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーシ

ョン 

小川 毅一郎 10.40 400.0  

株式会社レーベンクリーンエナジー 足利 恵吾 10.40 600.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式

会社 

陳 鋭 10.40 500.0  

大和ハウス工業株式会社 広島支社 向井 和也 10.40 350.0  

 

※1 今回入札に係る再生可能エネルギー発電設備の設置を予定する場所と同一地点を

含む場所に設置される再生可能エネルギー発電設備について、過去入札において入

札され、その後事業が中止されたものがあったため、入札対象として指定をする再

生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針（平成 30年経

済産業省告示第 53号）第５．４.（２）.イの規定に基づき、過去入札において入札

された供給価格及び過去入札において入札に係る再生可能エネルギー発電事業が中

止された理由を以下の通り公表いたします。 

 

〇今回入札の落札者名： ＣＥＳいわき太陽光発電所合同会社 

過去入札において入札された供給価格 20.49円／kWh(太陽光第 1回入札) 

過去入札において入札に係る再生可能

エネルギー発電事業が中止された理由 

落札者が第２次保証金の全額を提供期

限までに提供しなかったことによる、

落札者決定の取消し 
 

〇今回入札の落札者名： 合同会社ＯＴＳ 

過去入札において入札された供給価格 10.50円／kWh (太陽光第 9回入札) 

過去入札において入札に係る再生可能

エネルギー発電事業が中止された理由 

落札者が第２次保証金の全額を提供期

限までに提供しなかったことによる、

落札者決定の取消し 

 

〇今回入札の落札者名： 株式会社ジェイ・トラッド 

過去入札において入札された供給価格 10.50円／kWh (太陽光第 9回入札) 

過去入札において入札に係る再生可能

エネルギー発電事業が中止された理由 

落札者が第２次保証金の全額を提供期

限までに提供しなかったことによる、

落札者決定の取消し 

 

（参考）入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する

指針 



  

第５ 入札の実施等 

１～３ （略） 

４ 入札の結果の公表 

指定入札機関は、入札の結果について、原則、当該入札の受付を終了した日の翌日から起算して２週間

以内に、次に掲げる事項を指定入札機関のホームページへの掲載その他の方法により公表することとす

る。 

(１) （略） 

(２) 落札の結果 

 ア 落札者名（法人にあっては、名称及び代表者氏名） 

イ 落札に係る供給価格の額（落札に係る再生可能エネルギー発電設備の設置を予定する場所と同一

地点を含む場所に設置される再生可能エネルギー発電設備について、当該落札に係る入札の回よ

り前の回（以下「過去入札」という。）において入札があった場合にあっては、過去入札におい

て入札された供給価格及び過去入札において入札に係る再生可能エネルギー発電事業が中止され

た理由を併せて公表することとする。） 

 ウ、エ (略) 

以上  


