
再エネ電力、産業用太陽光を活かした、
今後のビジネスモデルの作り方が丸わかり！！

非FITの野立全量モデルを実証済み!!
RE100電力 株式会社
法人向け太陽光完全攻略 お問合せNo.S053409

主
催

株式会社 船井総合研究所
〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目4-10 船井総研大阪本社ビル
お申込みに関するお問合せ：時田 （24時間受付）

（　　　　　）平日 9：30～
17:30対応

この
セミナーで

低圧全量が売れる
たった一つの方法

ついに出た！ 2020年度以降も

2020.1.20［MON］大阪会場 2020.1.23［THU］東京会場

緊急開催!!
経営者向けセミナー

特別ゲスト講演



初公開!! FIT・全量買取に頼らない！ 
産業用太陽光市場 徹底攻略セミナー

本セミナーでは、すでに「非FIT・野立て全量」の実績をお持ちの成功事例企業様をお招きして、
ビジネスモデルの全貌をお話頂く、貴重な機会となります。
会場の関係上、東京・大阪で各会場５０席しかお席が確保できないため、すぐに満席になることが
予想されます。2020年度以降の戦略づくりにお悩みの方は、今すぐお申込み下さい。

2019年10月に経産省から「2020年度の低圧FITは余剰売電のみを検討」という発表が
ございました。
現段階では、2020年度はどうなるのか不明ですが、遅かれ早かれ「FIT」や「全量買取」に
依存しない制度設計になって行くことは言うまでもないでしょう。

○ 2020年度以降の産業用太陽光の販売手法
○ 「非FIT」でのビジネススキーム
○ 今後欠かせないの「自己託送制度」の全貌
○ 「再エネ電力」の活用手法
○ 対法人の営業・集客実例について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・・・etc

＜本セミナーの主な見どころ＞

(株)船井総合研究所
再生エネルギーグループ一同

そうなってから「産業用太陽光のビジネスで、どうやって収益化しよう・・・？」と考えた所では遅く、

今、この瞬間からFITに依存しない収益モデルを
作っておくことが必要不可欠です。



非 FIT モデルのポイントは、 
　　　　  と  　　　　　　　自己託送 再エネ電力販売

「発電所名義」と「需要場所名義」が同じ、もしくはグループ会社であることが証明できれ
ば、一般送配電事業者が運用する送配電（電線等）を介して、発電所で発電した電気を
消費場所にて使用することが可能になります。つまり、空きスペースを確保することが不
可能な企業においても、本制度を利用することにより、遠方の発電所で発電した電気を自
家消費することが可能になります。

● 本スキームの詳細と、実現するためのポイント 
● 法人企業のターゲット選定、アプローチ手法
● 再エネ電力の供給について

本セミナーではRE100電力様から、

「RE100電力」様のビジネススキーム

等をお話頂きます。

「自己託送制度」とは・・・

A社は、太陽光発電所の「自己託送」による発電で自家消費するため、FITを使わずとも
13～15円/kWh程度の電気代削減メリットが生まれるため、野立てPVを
これまで同様に、約15万円/kW前後でA社へ提案・販売することが可能になります。

RE100電力が
低圧or高圧野立PV 建設

※屋根上・自家消費型のケースもあり

「RE100」「RE Action100」達成や、
企業価値向上のために

「再エネ電力」が欲しい企業

余剰が出る場合は
RE100電力が買取

足りない場合は、
RE100電力から供給

13円～15円/kWh
の削減効果

所有はA社、
もしくはA社の
グループ会社

法人A社
※高圧受電企業

自己託送分

RE100電力㈱



講座内容＆
スケジュール

開催時間
13：00～16：30
［受付 12：30～］

ご参加をご検討されている方へ

再エネ市場は、本セミナーのように「非FIT活用」「再エネ電力活用」に移行していくことは間違
いありません。そして導入期のマーケットは「先行者が最大の利益を得る」ことは歴史が証明
しております。

今回のセミナーでは、RE100電力株式会社様が、自社のノウハウを余すことなくお話頂ける
非常に貴重な機会でございます。わずか3時間半のセミナーにご参加頂ければ、今後の太陽
光発電市場において「先行者」となり、利益を上げ続けることが可能だと確信しております。

大阪・東京の２会場でそれぞれ５０席、お席を設けておりますが、年内に満席・キャンセル待
ちになることは間違いございません。
本DMをご覧になり、少しでもご興味が湧いた方は、今すぐお申込み下さい。皆様のご参加を
お待ちしております。

第 1 講座

特別ゲスト講演
第 2 講座

第 3 講座

再エネ業界の時流とEPCの動向について
株式会社 船井総合研究所
再生エネルギーグループ　グループマネージャー 穂垣 勇介

2020年度以降の産業用太陽光販売モデルについて
株式会社 船井総合研究所
再生エネルギーグループ　グループマネージャー 穂垣 勇介

非FITモデルの全貌と自社の取り組み
産業用太陽光市場はまだまだ行ける！

RE100電力 株式会社
CEO 黒淵 誠二氏

WEBからもお申込いただけます！

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/053409

右記のQRコードを読み取り頂きWEBページの
お申込みフォームよりお申込みくださいませ。
セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！

東
京1月23日

㊍大
阪1月20日

㊊



●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。　●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
● 万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを取
消させていただく場合がございます。　●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたし
ます。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日および無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

お振込先 三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974）普通 No.5785480 口座名義：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ  セミナーグチ

受講料

お申込方法

お振込先

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。
受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。

下記口座に直接お振込ください。

お振込口座は当セミナー専用の振込先口座でございます。　※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

●申込みに関するお問合せ：時田　●内容に関するお問合せ：穂垣（ホガキ）
0120-964-000 （平日9:30～17:30)

お申込専用
株式会社 船井総合研究所

0120-964-111 （24時間対応)TEL FAX

今、このお申し込み用紙を手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？下記に現状の課題をできるだけ具体的に整理してください。

お問合せNo. S053409ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

FAX：0120-964-111
担 当 時田 宛

フリガナ 業 種

会社名

フリガナ 年 齢役 職

代表者名

会社住所

ご参加者
氏名

1

TEL (　　　　　　　　　) ＠

(　　　　　　　　　) http://FAX

E-mail

HP

〒 フリガナ 役 職

ご連絡
担当者

フリガナ 年 齢役 職

3

フリガナ 年 齢役 職

5

フリガナ 年 齢役 職

2

フリガナ 年 齢役 職

4

フリガナ 年 齢役 職

6

フリガナ 年 齢役 職

ご入会中の弊社研究会があれば　 をお付けください。

□ FUNAIメンバーズPlus　　　　□ その他各種研究会（　　  　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究会）

□

13：00

受付12：30～

16：30

開催時間2019年 1月23日（木）
㈱船井総合研究所 東京本社
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-6-6
日本生命丸の内ビル21階

日時・会場

東
京
会
場

2019年 1月20日（月）
㈱船井総合研究所 大阪本社
〒541-0041　大阪市中央区北浜4-4-10
船井総研 大阪本社ビル

地下鉄御堂筋線
「淀屋橋駅」
⑩番出口より
徒歩2分

大
阪
会
場
諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認ください。また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがございます。
尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。

JR「東京駅」
丸の内北口
より
徒歩1分

ご希望の会場に □ をお付けください。 □ 【大阪会場】  2020年 1月20日（月）　　　□ 【東京会場】  2020年 1月23日（木）

法人向け太陽光完全攻略

一般企業

WEBからのお申込み

入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。FAXからのお申込み

税抜 40,000円 （税込44,000円）／一名様 会員企業 税抜 32,000円 （税込35,200円）／一名様
※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。

お申込みはこちらから

【個人情報に関する取り扱いについて】
1.申込用紙に記載されたお客様の情報は、セミナーのご案内といった船井総研グループ各社の
営業活動やアンケート等に使用することがあります。（ご案内は代表者様宛にお送りすることが
あります）法令で定める場合のほか、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。
2.お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理いたします。詳しくはホーム
ページをご確認ください。
3.セミナーのご案内時に、いただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当者氏名を船井総研グ
ループが個人情報の管理について事前に調査した上で契約しましたダイレクトメール発送代行

　会社に発送データとして預託することがございます。
4.必要となる情報（会社名・氏名・電話番号）をご提供いただけない場合は、お申込のご連絡や受
講票の発送等ができない等、お手続きができない場合がございます。
5.お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、船井総研コーポ
レートリレーションズ・顧客データ管理チーム（TEL06-6204-4666）までご連絡ください。

【個人情報に関するお問い合わせ】
株式会社船井総研ホールディングス　総務部法務課（TEL03-6212-2924）

※ご提供いただいた住所宛のダイレクトメールの発送を希望されないときは、□を入れて当社宛にご連絡ください。　ダイレクトメールの発送を希望しません □

お振込いただいたにも関わらずお手元に届かない場合は、下記担当者までご連絡ください。

開 

催 

要 

項

お問合せ

※年末年始の休暇のため、12月27日正午から1月6日まで電話がつながらなくなっております。ご迷惑をお掛けいたします。
お電話でのお問い合わせは1月7日9:30以降にご連絡いただきますようお願いいたします。
また、Webからのお問い合わせには1月7日以降順次ご回答させていただきます。なお、受講申込は24時間受け付けております。

F2091
検


