
  

2022年 3月 4日 

一般社団法人低炭素投資促進機構 

 

太陽光第 11回入札（令和３年度第４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 11回入札（令和３年度第４回）の結果を、下記の

とおり公表します。 

 

１．太陽光第 11 回入札（令和３年度第４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）：278.5946MW （278,594.6kW） 

・供給価格上限額：10.25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：345件 

・入札件数の合計：273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：268,709.9kW 

 

（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：343,323.4kW 

・入札に参加することができる旨を通知した件数の合計：327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：316,076.8kW 

・加重平均入札価格：9.99円／kWh 

 

３．落札の結果 

・落札件数の合計：273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：268,709.9kW 

・最低落札価格：8.99円／kWh 

・加重平均落札価格：9.99円／kWh 

・最高落札価格：10.25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 

エネグローバル株式会社 李 力欧 8.99 495.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 8.99 297.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 1,999.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 1,999.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 999.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 999.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 499.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 499.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 499.0  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・ シダ

ルタ・ヴィシ 
9.47 499.0  

ｇｉｇａＳＰＧ株式会社 タルマン エ

ドゥアルド 

9.49 1,000.0  

ｇｉｇａＳＰＧ株式会社 タルマン エ

ドゥアルド 

9.49 490.0  

浜本電設有限会社 浜本 純郎 9.67 1,999.9  

ＯＲソーラーパワー・サプライ株式会社 堀内 拓也 9.70 1,500.0  

ＯＲソーラーパワー・サプライ株式会社 堀内 拓也 9.70 1,100.0  

株式会社 アーク 渡邊 賢二 9.74 1,999.0  

株式会社 アーク 渡邊 賢二 9.74 1,999.0  

株式会社 アーク 渡邊 賢二 9.74 1,999.0  

株式会社 アーク 渡邊 賢二 9.74 1,999.0  

株式会社 アーク 渡邊 賢二 9.74 1,000.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 990.0  

エネグローバル株式会社（※1） 李 力欧 9.78 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 792.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 792.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 792.0  

エネグローバル株式会社（※1） 李 力欧 9.78 792.0  



  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 693.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 594.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 495.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.78 396.0  

株式会社 アーク 渡邊 賢二 9.80 680.0  

ＯＲソーラーパワー・サプライ株式会社 堀内 拓也 9.85 1,000.0  

ＯＲソーラーパワー・サプライ株式会社 堀内 拓也 9.85 500.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 792.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 792.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 792.0  

エネグローバル株式会社（※1） 李 力欧 9.88 792.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 594.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 594.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.88 594.0  

合同会社ＥＧＰ 青木 富美子 9.88 990.0  

合同会社ＥＧＰ 青木 富美子 9.88 792.0  

合同会社ＥＧＰ 青木 富美子 9.88 792.0  

合同会社ＥＧＰ 青木 富美子 9.88 792.0  

合同会社ＥＧＰ 青木 富美子 9.88 594.0  

合同会社桜道３３ ドミンゴ レア

ル イグナシオ 
9.95 1,999.0  

合同会社桜道３３ ドミンゴ レア

ル イグナシオ 
9.95 1,999.0  

合同会社桜道３３ ドミンゴ レア

ル イグナシオ 
9.95 1,999.0  

合同会社桜道３３ ドミンゴ レア

ル イグナシオ 
9.95 1,999.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 9.95 1,996.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 9.95 1,200.0  

株式会社ヒロエナジー 瀬尾 浩史 9.95 1,150.0  

合同会社桜道３２ ドミンゴ レア

ル イグナシオ 
9.95 1,000.0  



  

合同会社桜道３２ ドミンゴ レア

ル イグナシオ 
9.95 1,000.0  

ＯＲソーラーパワー・サプライ株式会社 堀内 拓也 9.95 700.0  

株式会社イクト 平井 辰憲 9.97 1,500.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 900.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 900.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 750.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 650.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 650.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 600.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 550.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 550.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 550.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 499.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 450.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 450.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 450.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 450.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 400.0  

株式会社富士テクニカルコーポレーション 小川 毅一郎 9.97 400.0  

太平洋電力株式会社 小川 毅一郎 9.97 550.0  

太平洋電力株式会社 小川 毅一郎 9.97 550.0  

太平洋電力株式会社 小川 毅一郎 9.97 499.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 1,980.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 792.0  

エネグローバル株式会社（※1） 李 力欧 9.98 792.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 594.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 594.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 594.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 594.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 396.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 9.98 396.0  

株式会社上里建設 戸矢 大輔 9.98 499.0  

東急不動産株式会社 岡田 正志 9.99 1,500.0  

東急不動産株式会社（※１） 岡田 正志 9.99 800.0  



  

東急不動産株式会社 岡田 正志 9.99 250.0  

東急不動産株式会社 岡田 正志 9.99 250.0  

株式会社アクト 筑紫 大 9.99 750.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 750.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 700.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 650.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 600.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 499.9  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 499.9  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 450.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 9.99 432.9  

株式会社ジェネックスパートナーズ 石川 清成 9.99 400.0  

株式会社 福原工業 福本 明達 10.00 4,000.0  

株式会社 福原工業 福本 明達 10.00 1,984.0  

株式会社 福原工業 福本 明達 10.00 1,500.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 1,999.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 1,900.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 1,898.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 1,775.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 1,775.0  

大和ハウス工業株式会社 芳井 敬一 10.00 1,600.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 1,025.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 1,000.0  

大和ハウス工業株式会社 竹林 桂太朗 10.00 650.0  

株式会社足立本店 足立 延愛 10.00 1,999.9  

株式会社ＥＤＦ 肥沼 直樹 10.00 1,999.0  

吉藤運送株式会社 吉藤 紀夫 10.00 1,990.0  

吉藤運送株式会社 吉藤 紀夫 10.00 600.0  

岸本木材株式会社 岸本 育代 10.00 1,980.0  

大和ハウス工業株式会社 千葉中央支社 髙吉 忠弘 10.00 1,400.0  

熊本輸送団地協同組合 永井 正人 10.00 1,000.0  

静岡ガス株式会社 岸田 裕之 10.00 888.8  

Ｓｕｎｎｙ Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ 株

式会社 

林田 貴久子 10.00 812.5  

大和ハウス工業株式会社 広島支社 向井 和也 10.00 800.0  

日本国土開発株式会社 朝倉 健夫 10.00 800.0  

平 美都江 ― 10.00 600.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 10.00 500.0  



  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 10.00 500.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 10.00 375.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 10.00 300.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 10.00 300.0  

東急不動産株式会社 岡田 正志 10.00 499.9  

株式会社 アップライト 安部 聡 10.00 499.0  

タケダ機械株式会社 竹田 雄一 10.00 450.0  

丸山工務店株式会社 丸山 生朗 10.00 448.0  

丸山工務店株式会社 丸山 生朗 10.00 349.8  

株式会社サンヴィレッジ 三村 挑嗣 10.04 1,000.0  

株式会社サンヴィレッジ 三村 挑嗣 10.04 800.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 999.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 999.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 750.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 600.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 600.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 500.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 500.0  

株式会社ＬＩＬ 道本 謙介 10.04 500.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 1,937.5  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 1,337.5  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 1,000.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 1,000.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 1,000.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 862.5  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 787.5  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.05 675.0  

株式会社Ｃｉｅｌ Ｔｅｒｒｅ Ｊａ

ｐａｎ 

ステルフェルド 

レミ タケユキ 
10.05 1,875.0  

聖陽株式会社 栗原 聖 10.05 1,150.0  

聖陽株式会社 栗原 聖 10.05 450.0  

聖陽株式会社 栗原 聖 10.05 400.0  

聖陽株式会社 栗原 聖 10.05 400.0  

聖陽株式会社 栗原 聖 10.05 300.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 1,100.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 800.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 750.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 700.0  



  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 700.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 600.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 550.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 500.0  

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 亀山 敬司 10.05 500.0  

株式会社和光開発 金光 栄治 10.05 1,000.0  

合同会社ジャパンリゾート倶楽部 亀ヶ谷 万里子 10.05 800.0  

森田緑化株式会社 森田 真輔 10.05 499.0  

サニーデイズ株式会社 栗原 聖 10.05 400.0  

株式会社エネリューション 李 義 10.08 1,782.0  

株式会社久保田本店 久保田 定 10.08 1,600.0  

株式会社ヒカリ 秋山 成浩 10.09 1,999.9  

株式会社ＴＭＣ 小林 智子 10.09 1,995.0  

株式会社ＴＭＣ 小林 智子 10.09 1,500.0  

ＡＢＣ開発株式会社 西口 泰宏 10.09 800.0  

スマートブルー株式会社 塩原 太一郎 10.09 600.0  

ＥＮＥＯＳ株式会社 大田 勝幸 10.10 18,000.0  

ＥＮＥＯＳ株式会社 大田 勝幸 10.10 12,000.0  

ＥＮＥＯＳ株式会社 大田 勝幸 10.10 1,500.0  

ＥＮＥＯＳ株式会社 大田 勝幸 10.10 900.0  

ＥＮＥＯＳ株式会社 大田 勝幸 10.10 400.0  

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根 多加弘 10.10 1,999.9  

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根 多加弘 10.10 1,350.0  

株式会社ＷＡＫＯ 金光 栄治 10.10 1,750.0  

ＰＮＦ ＪＡＰＡＮ株式会社 陳 鋭 10.10 1,250.0  

ＰＮＦ ＪＡＰＡＮ株式会社 陳 鋭 10.10 976.0  

株式会社ＡＲＣＡ 河内 ひとみ 10.10 1,000.0  

株式会社ＦＵＷＡコーポレーション 稲田 和弘 10.10 1,000.0  

石原電機工業株式会社 石原 昭弘 10.10 1,000.0  

石原電機工業株式会社 石原 昭弘 10.10 1,000.0  

日本ＢＳＬ株式会社 劉 愛平 10.10 950.0  

盈泰ジャパン株式会社 鞠 文軍 10.10 888.8  

盈泰ジャパン株式会社 鞠 文軍 10.10 888.8  

株式会社ゼック 柳川 勇夫 10.10 800.0  

株式会社ゼック 柳川 勇夫 10.10 800.0  

株式会社 エネ創 福田 修一 10.10 700.0  

株式会社 エネ創 福田 修一 10.10 450.0  



  

株式会社 エネ創 福田 修一 10.10 300.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 10.10 700.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 陳 鋭 10.10 650.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 陳 鋭 10.10 450.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 陳 鋭 10.10 350.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.10 625.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.10 625.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.10 562.5  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.10 550.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.10 437.5  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.10 399.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.10 375.0  

合同会社ＯＴＳ 百目木 努 10.10 500.0  

義村 謙二 ― 10.10 499.9  

義村 謙二 ― 10.10 400.0  

株式会社長命土地 伊藤 良子 10.10 499.5  

株式会社長命土地 伊藤 良子 10.10 300.0  

メンソーラ合同会社 尾前 伸幸 10.10 490.0  

株式会社ケービル 上川 竜次 10.10 490.0  

株式会社エレテック 永野 廣勝 10.10 250.0  

千葉稲毛合同会社 エーブイピーフ

ァイブ・チバ・

キタ・フォー・

エスジー・ホー

ルディング・ピ

ーティーイー・

エルティーディ

ー 職務執行者 

稲葉 孝史 

10.12 1,750.0  

常総合同会社 エーブイピーフ

ァイブ・ジョウ

ソウ・エスジ

ー・ホールディ

ング・ピーティ

ーイー・リミテ

ッド 職務執行

者 林 令史 

10.12 1,500.0  

株式会社エネリューション 李 義 10.12 990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.12 792.0  

子田株式会社 堂本 栄貴 10.12 500.0  

子田株式会社 堂本 栄貴 10.12 500.0  

株式会社コスモスエンタープライズ 深沢 三夫 10.13 1,500.0  



  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.13 1,032.3  

ティーダ・パワー１１０合同会社 コジリアン 

マイケル 

10.14 1,998.0  

ファームランド株式会社（※1） 岩井 雅之 10.14 1,187.5  

ファームランド株式会社 岩井 雅之 10.14 750.0  

ファームランド株式会社（※1） 岩井 雅之 10.14 499.0  

ファームランド株式会社（※1） 岩井 雅之 10.14 499.0  

ファームランド株式会社（※1） 岩井 雅之 10.14 400.0  

ファームランド株式会社 岩井 雅之 10.14 375.0  

ファームランド株式会社（※1） 岩井 雅之 10.14 350.0  

ファームランド株式会社 岩井 雅之 10.14 312.5  

株式会社Ｌａｚｏ 中島 翔 10.14 475.0  

株式会社Ｌａｚｏ 中島 翔 10.14 475.0  

株式会社Ｌａｚｏ 中島 翔 10.14 475.0  

株式会社Ｌａｚｏ 中島 翔 10.14 400.0  

大和ハウス工業株式会社 民谷 秀人 10.15 1,000.0  

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根 多加弘 10.15 950.0  

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根 多加弘 10.15 900.0  

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根 多加弘 10.15 650.0  

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根 多加弘 10.15 500.0  

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 坂根 多加弘 10.15 450.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 陳 鋭 10.15 900.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 陳 鋭 10.15 500.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 陳 鋭 10.15 450.0  

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 陳 鋭 10.15 450.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 10.15 899.1  

株式会社ジェネックス 石川 清成 10.15 350.0  

株式会社ソーラーエコ 河島 宏光 10.15 732.6  

ニッショク株式会社 南 良治 10.15 500.0  

有限会社 仁 水柿 一俊 10.15 299.7  

第十日本ソーラー電力合同会社 池上 充宏 10.18 700.0  

大和ハウス工業株式会社 広島支社 向井 和也 10.19 499.9  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 10.25 1,225.0  

大和ハウス工業株式会社 渡辺 靖彦 10.25 900.0  

※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： エネグローバル株式会社 

過去入札において入札された供給価格 11.99円／kWh(太陽光第 6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 

第 2次保証金未納。電力会社接続契約

が高額・認定まで間に合わない為 

  
 

〇今回入札の落札者名： エネグローバル株式会社 

過去入札において入札された供給価格 11.99円／kWh (太陽光第 6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 

第 2次保証金未納。電力会社接続契約

が高額・認定まで間に合わない為 

  
 

〇今回入札の落札者名： エネグローバル株式会社 

過去入札において入札された供給価格 11.99円／kWh (太陽光第 6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 

第 2次保証金未納。電力会社接続契約

が高額・認定まで間に合わない為 

  
 

〇今回入札の落札者名： エネグローバル株式会社 

過去入札において入札された供給価格 11.99円／kWh(太陽光第 6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 

第 2次保証金未納。電力会社接続契約

が高額・認定まで間に合わない為 

  
 

〇今回入札の落札者名： 東急不動産株式会社 

過去入札において入札された供給価格 10.80円／kWh (太陽光第 8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 

第 2次保証金未納にて自動取り下げ。

規模の大きな設備に計画変更の予定  
 

〇今回入札の落札者名： ファームランド株式会社 

過去入札において入札された供給価格 10.69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 

東京電力の連系日が遅いことと工事費

負担金が高いことにより、辞退いたし

ます。 

 

〇今回入札の落札者名： ファームランド株式会社 

過去入札において入札された供給価格 10.69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 

電源接続一括プロセスに申込が必要と

なり認定期限までに接続締結が間に合

わないため 



  

 

〇今回入札の落札者名： ファームランド株式会社 

過去入札において入札された供給価格 10.69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 

東電の接続検討回答書が未回答で接続

締結が期限までに間に合わない可能性

があるため 

 

〇今回入札の落札者名： ファームランド株式会社 

過去入札において入札された供給価格 10.69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 

東京電力の接続検討回答が未着で接続

締結が期限までに間に合わない可能性

があるため 

 

〇今回入札の落札者名： ファームランド株式会社 

過去入札において入札された供給価格 10.69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 

東京電力の工事費負担金額が１０００

万円と巨額な費用がかかるため。 
 
（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 

  


