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1ローソン×慶應義塾大学 VPP実証事業骨子

【 事業目的 】
■ 需要家側VPPシステムを構築・実現
（需要家側の責任ある省電・創電で、創出する様々なリソースを最適管理）

■ 品質・コスト面で供給側VPPシステムと同等性能を確保できるかを評価
・調整力確保 ・ベンダーロッキングしないアーキテクチャ ・設備機器の公正な選択 ・システムの拡張性
・ERABに関するガイドラインとの整合性 ・電源Ⅰ-b想定リレー制御・早い制御 ・小売電気事業者向けインバランス抑制制御

【 制御対象機器と実証内容 】
■ 制御対象機器 ： 要冷、空調、冷温水熱源機、照明、蓄電池、ブライン冷却式氷蓄熱システム
■ 実証対象店舗 ： CO2冷媒要冷導入店舗最大170店舗（16年度82＋17年度88）

(東京電力管内）
■ 実証内容 ： 異なるメーカの異なる設備機器を同じ方式(ECHONET Lite)で制御

自動/手動での需要家参加型ハイブリッド制御とスマメBルートの正確計測
一般送配電事業者からのDR信号対応 (電源Ⅰ’想定)、
リレー制御・早い制御(電源I-b想定)やインバランス抑制制御を実施・評価

【 ビジネスモデル 】
■ 新たなリソースなど制御対象機器を随時拡大。そのため、ERAB検討会の結果を最大限に反映
■ 創出するエネルギーリソースの期待値：最大27MW（2020年度目標の約5,000店舗時）
■ 他のチェーンストアなどに横展開可能

「機器別・メーカー別に異なる電力計量基準という環境下での供給地点特定番号単位での電力取引可能な正確計量」と「メーカーを
越えて機器の共通制御を可能にするECHONET Liteという優位性の確保」の両立を「スマートメーターBルート計量」により実現



 ECHONET Liteを用いて一つのコントローラで、異なるメーカの異なる設備機器を管理可能に
 Web-APIを用いたクラウド上のサービス連携で、機能追加の拡張性を担保
 電力量は、スマートメーターBルートで計測し、様々な取引形態に対応可能
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一つのコントローラで異なるメーカの異なる設備機器を同じ方式で制御/電力量をBルートで計測


IPネットワーク

放射

空調

熱源機

（C社）

　　　

スマメ

（高圧）

ローソン

スマートクラウド

PCS

ENLアダプタ

照明調光

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

太陽光

（P社）

蓄電池
（P社）

店舗EMSコントローラ（ECHONET Liteコントローラ）

Push

サーバ

店舗EMS

サーバ





要冷

（P社）





タブレット





照明

（P社）

ENL

アダプタ

エアコン

（T/P社）

ENLアダプタ

スマメ

（低圧）

売電用

業務空調

（T社）

ENL

アダプタ

ECHONET Lite over Ethernet

PLC

氷蓄熱

（Y社）

ｾﾝｻ

電力

温度

他

Bルート

アダプタ

店舗制御対象 非ECHONET Lite機器

店舗制御対象ECHONET Lite機器

ENL:ECHONET Lite

照明

（M社）

ENL

アダプタ

業務空調

（P社）









3制御対象設備機器例

ＰＡＣ（東芝）

太陽光発電（Pana） 放射空調（アオキ/長府）

照明（Ｐａｎａ）

蓄電池（Ｐａｎａ）

タブレット ＲＡＣ（東芝）

ＣＯ２要冷（Ｐａｎａ） 室外機
（東芝・Pana・長府）

東芝

長府

Panasonic

氷蓄熱（ヤマト）



4リソースの導入状況 ■リソース別内訳 【別紙①】

項目 台数 設備出力　(kW)

家庭用蓄電池 2 4

産業用蓄電池

蓄電池小計 2 4

V2H（EV） 0

エコキュート 0

EV充電器 0

コジェネ 0

ポンプ 0

空調 （商業施設に含む）

自家発電 0

商業施設 170 578

照明 （商業施設に含む）

製造設備 0

送風機 0

蓄熱槽 （上げDRで別途実施）

冷凍庫 （商業施設に含む）

その他小計 170 578

総計 172 582

■区分別内訳

区分 台数 設備出力 (kW)

家庭蓄電池 2 4

産業蓄電池 0 0

家庭IoT 0 0


②（4社）



		Ｎｏ		親アグリゲーター オヤ		リソースアグリゲーター		C事業申請金額 ジギョウ シンセイ キンガク ガク		電源1-b金額 デンゲン キンガク		予約枠(38.8%) ヨヤク ワク		自由枠金額 ジユウ ワク キンガク		自由枠(39.3%) ジユウ ワク		B事業合計 ジギョウ ゴウケイ		人件費 ジンケンヒ		実証経費 ジッショウ ケイヒ		システム開発費 カイハツヒ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ		割合 ワリアイ		割合蓄電池 ワリアイ チクデンチ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ				制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ		割合 ワリアイ		割合蓄電池 ワリアイ チクデンチ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ

		1		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		ERROR:#VALUE!		55,745,000		21,629,060		100,500,000		39,496,500		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社NTTスマイルエナジー カブ		ERROR:#VALUE!		366,000,000		142,008,000		0		0		30,000,000		0		1,150,000		29,850,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社エネゲート カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		1,200,000		471,600		9,100,240		7,468,440		1,631,800		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						エリーパワー株式会社 カブ		ERROR:#VALUE!		2,500,000		2,500,000		0		0		27,427,750		3,102,750		24,325,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		27,500,000		10,807,500		29,867,001		5,615,040		8,867,600		15,384,361		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社ダイヘン カブ		ERROR:#VALUE!		80,000,000		80,000,000		0		0		30,000,000		0		0		30,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Nature Japan株式会社 カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		0		0		13,538,410		8,153,200		3,279,210		2,106,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		ERROR:#VALUE!		50,100,000		19,438,800		0		0		27,106,000						29,076,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						京セラ株式会社① キョウ カブ		ERROR:#VALUE!		240,000,000		93,120,000		160,000,000		62,880,000		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						シャープ株式会社 カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		14,000,000		5,502,000		21,601,540		3,575,550		2,963,490		15,062,500		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						パナソニック株式会社 カブ		ERROR:#VALUE!		1,085,000,000		420,980,000		0		0		30,000,000		0		13,100,000		31,575,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						福島工業株式会社 フクシマ コウギョウ カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		150,000,000		58,950,000		9,449,978		3,975,720		350,000		5,124,258		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						横河ソリューション株式会社 ヨコカワ カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		2,665,000		1,047,345		29,824,125		14,749,875		8,940,000		6,134,250		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		2		SBエナジー株式会社 カブ		SBエナジー株式会社 カブ		ERROR:#VALUE!		955,500,000		370,734,000		0		0		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社Looop カブ		ERROR:#VALUE!		30,000,000		11,640,000		0		0		30,000,000		10,419,900		20,126,000		30,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社洸陽電機 カブ コウヨウ デンキ		ERROR:#VALUE!		35,000,000		35,000,000		0		0		18,356,100		2,835,900		520,200		15,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社スマートテック カブ		ERROR:#VALUE!		336,000,000		130,368,000		0		0		21,013,366		13,001,800		11,146,994		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						東芝三菱電機産業システム株式会社 トウシバ ミツビシ デンキ サンギョウ カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		160,000,000		62,880,000		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社サニックス カブ		ERROR:#VALUE!		85,800,000		33,290,400		0		0		6,317,315		3,714,640		2,602,675		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						エフィシエント株式会社 カブ		ERROR:#VALUE!		159,800,000		62,002,400		54,300,000		21,339,900		29,362,700		9,235,200		11,377,500		8,750,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社メディオテック カブ		ERROR:#VALUE!		18,180,000		7,053,840		0		0		26,303,800		12,538,800		3,299,997		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社地域電力 カブ チイキ デンリョク		ERROR:#VALUE!		30,300,000		11,756,400		0		0		756,000		0		756,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		3		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		ERROR:#VALUE!		16,379,200		6,355,130		136,604,500		53,685,569		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		ERROR:#VALUE!		307,500,000		119,310,000		0		0		30,000,000		1,158,000		22,500,000		9,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社NTTファシリティーズ カブ		ERROR:#VALUE!		72,000,000		27,936,000		63,000,000		24,759,000		30,000,000		0		6,552,276		35,243,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		ERROR:#VALUE!		0		0		945,000,000		371,385,000		18,513,976		900,000		113,976		17,500,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						三井物産株式会社		0		0		0		0		0		30,000,000		2,618,400		0		35,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ONEエネルギー株式会社 カブ		ERROR:#VALUE!		93,000,000		36,084,000		0		0		6,500,000		0		6,500,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		ERROR:#VALUE!		61,500,000		23,862,000		0		0		3,888,280		3,829,280		59,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社ファミリーネットジャパン		ERROR:#VALUE!		660,000		256,080		0		0		4,950,000		0		0		4,950,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		株式会社ローソン カブ		株式会社ローソン カブ		ERROR:#VALUE!		29,683,300		11,517,120		0		0		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.388		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.39		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計 ゴウケイ						ERROR:#VALUE!		4,110,647,500		1,666,841,230		1,814,769,500		713,204,414		513,876,581		106,892,495		150,161,718		319,755,369		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		10.372		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		10.4		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!









③（5社)

												u

		Ｎｏ		親アグリゲーター オヤ		リソースアグリゲーター		C事業申請金額 ジギョウ シンセイ キンガク ガク		申請
電源1-b金額 デンゲン キンガク		予約枠(37.5%) ヨヤク ワク		自由枠金額 ジユウ ワク キンガク		自由枠(38.4%) ジユウ ワク		B事業合計 ジギョウ ゴウケイ		人件費 ジンケンヒ		実証経費 ジッショウ ケイヒ		システム開発費 カイハツヒ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ		割合 ワリアイ		割合蓄電池 ワリアイ チクデンチ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ				制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ		割合 ワリアイ		割合蓄電池 ワリアイ チクデンチ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ

		1		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		156,245,000		55,745,000		20,792,885		100,500,000		38,592,000		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社NTTスマイルエナジー カブ		366,000,000		366,000,000		136,518,000		0		0		30,000,000		0		1,150,000		29,850,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社エネゲート カブ		1,200,000		0		0		1,200,000		460,800		9,100,240		7,468,440		1,631,800		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						エリーパワー株式会社 カブ		2,500,000		2,500,000		2,500,000		0		0		27,427,750		3,102,750		24,325,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		27,500,000		0		0		27,500,000		10,560,000		29,867,001		5,615,040		8,867,600		15,384,361		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社ダイヘン カブ		80,000,000		80,000,000		80,000,000		0		0		30,000,000		0		0		30,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Nature Japan株式会社 カブ		0		0		0		0		0		13,538,410		8,153,200		3,279,210		2,106,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		50,100,000		50,100,000		18,687,300		0		0		27,106,000						29,076,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						京セラ株式会社① キョウ カブ		400,000,000		240,000,000		89,520,000		160,000,000		61,440,000		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						シャープ株式会社 カブ		14,000,000		0		0		14,000,000		5,376,000		21,601,540		3,575,550		2,963,490		15,062,500		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						パナソニック株式会社 カブ		1,085,000,000		1,085,000,000		404,705,000		0		0		30,000,000		0		13,100,000		31,575,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						福島工業株式会社 フクシマ コウギョウ カブ		150,000,000		0		0		150,000,000		57,600,000		9,449,978		3,975,720		350,000		5,124,258		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						横河ソリューション株式会社 ヨコカワ カブ		2,665,000		0		0		2,665,000		1,023,360		29,824,125		14,749,875		8,940,000		6,134,250		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		2		SBエナジー株式会社 カブ		SBエナジー株式会社 カブ		955,500,000		955,500,000		356,401,500		0		0		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社Looop カブ		30,000,000		30,000,000		11,190,000		0		0		30,000,000		10,419,900		20,126,000		30,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社洸陽電機 カブ コウヨウ デンキ		35,000,000		35,000,000		35,000,000		0		0		18,356,100		2,835,900		520,200		15,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社スマートテック カブ		336,000,000		336,000,000		125,328,000		0		0		21,013,366		13,001,800		11,146,994		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						東芝三菱電機産業システム株式会社 トウシバ ミツビシ デンキ サンギョウ カブ		160,000,000		0		0		160,000,000		61,440,000		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社サニックス カブ		85,800,000		85,800,000		32,003,400		0		0		6,317,315		3,714,640		2,602,675		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						エフィシエント株式会社 カブ		214,100,000		159,800,000		59,605,400		54,300,000		20,851,200		29,362,700		9,235,200		11,377,500		8,750,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社メディオテック カブ		18,180,000		18,180,000		6,781,140		0		0		26,303,800		12,538,800		3,299,997		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社地域電力 カブ チイキ デンリョク		30,300,000		30,300,000		11,301,900		0		0		756,000		0		756,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		3		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		152,983,700		16,379,200		6,109,442		136,604,500		52,456,128		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		307,500,000		307,500,000		114,697,500		0		0		30,000,000		1,158,000		22,500,000		9,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社NTTファシリティーズ カブ		135,000,000		72,000,000		26,856,000		63,000,000		24,192,000		30,000,000		0		6,552,276		35,243,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		945,000,000		0		0		945,000,000		362,880,000		18,513,976		900,000		113,976		17,500,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						三井物産株式会社		0		0		0		0		0		30,000,000		2,618,400		0		35,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.000		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.00		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ONEエネルギー株式会社 カブ		93,000,000		93,000,000		34,689,000		0		0		6,500,000		0		6,500,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		61,500,000		61,500,000		22,939,500		0		0		3,888,280		3,829,280		59,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社ファミリーネットジャパン		660,000		660,000		246,180		0		0		4,950,000		0		0		4,950,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		株式会社ローソン カブ		株式会社ローソン カブ		29,683,300		29,683,300		11,071,871		0		0		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.373		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		0.37		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		6		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		64,150,000		62,700,000		23,387,100		1,450,000		556,800		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計 ゴウケイ						5,989,567,000		4,173,347,500		1,630,331,118		1,816,219,500		697,428,288		513,876,581		106,892,495		150,161,718		319,755,369		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!















①（6社なし)



		Ｎｏ		親アグリゲーター オヤ		リソースアグリゲーター		C事業申請金額 ジギョウ シンセイ キンガク ガク		電源1-b金額 デンゲン キンガク		予約枠(24%) ヨヤク ワク		自由枠金額 ジユウ ワク キンガク		自由枠(27.9%) ジユウ ワク		B事業合計 ジギョウ ゴウケイ		人件費 ジンケンヒ		実証経費 ジッショウ ケイヒ		システム開発費 カイハツヒ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ		割合 ワリアイ		割合蓄電池 ワリアイ チクデンチ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ				制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ		割合 ワリアイ		割合蓄電池 ワリアイ チクデンチ		制御見込東京 セイギョ ミコミ トウキョウ		制御見込関西 セイギョ ミコミ カンサイ		制御見込九州 セイギョ ミコミ キュウシュウ		蓄電池制御
東京 チクデンチ セイギョ トウキョウ		蓄電池制御
関西 チクデンチ セイギョ カンサイ		蓄電池制御
九州 チクデンチ セイギョ キュウシュウ

		1		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		156,245,000		55,745,000		13,378,800		100,500,000		28,039,500		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社NTTスマイルエナジー カブ		366,000,000		366,000,000		87,840,000		0		0		30,000,000		0		1,150,000		29,850,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社エネゲート カブ		1,200,000		0		0		1,200,000		334,800		9,100,240		7,468,440		1,631,800		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						エリーパワー株式会社 カブ		2,500,000		2,500,000		2,500,000		0		0		27,427,750		3,102,750		24,325,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		27,500,000		0		0		27,500,000		7,672,500		29,867,001		5,615,040		8,867,600		15,384,361		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社ダイヘン カブ		80,000,000		80,000,000		80,000,000		0		0		30,000,000		0		0		30,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Nature Japan株式会社 カブ		0		0		0		0		0		13,538,410		8,153,200		3,279,210		2,106,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		50,100,000		50,100,000		12,024,000		0		0		27,106,000						29,076,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						京セラ株式会社① キョウ カブ		400,000,000		240,000,000		57,600,000		160,000,000		44,640,000		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						シャープ株式会社 カブ		14,000,000		0		0		14,000,000		3,906,000		21,601,540		3,575,550		2,963,490		15,062,500		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						パナソニック株式会社 カブ		1,085,000,000		1,085,000,000		260,400,000		0		0		30,000,000		0		13,100,000		31,575,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						福島工業株式会社 フクシマ コウギョウ カブ		150,000,000		0		0		150,000,000		41,850,000		9,449,978		3,975,720		350,000		5,124,258		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						横河ソリューション株式会社 ヨコカワ カブ		2,665,000		0		0		2,665,000		743,535		29,824,125		14,749,875		8,940,000		6,134,250		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		2		SBエナジー株式会社 カブ		SBエナジー株式会社 カブ		955,500,000		955,500,000		229,320,000		0		0		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社Looop カブ		30,000,000		30,000,000		7,200,000		0		0		30,000,000		10,419,900		20,126,000		30,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社洸陽電機 カブ コウヨウ デンキ		35,000,000		35,000,000		35,000,000		0		0		18,356,100		2,835,900		520,200		15,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社スマートテック カブ		336,000,000		336,000,000		80,640,000		0		0		21,013,366		13,001,800		11,146,994		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						東芝三菱電機産業システム株式会社 トウシバ ミツビシ デンキ サンギョウ カブ		160,000,000		0		0		160,000,000		44,640,000		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社サニックス カブ		85,800,000		85,800,000		20,592,000		0		0		6,317,315		3,714,640		2,602,675		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						エフィシエント株式会社 カブ		214,100,000		159,800,000		38,352,000		54,300,000		15,149,700		29,362,700		9,235,200		11,377,500		8,750,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社メディオテック カブ		18,180,000		18,180,000		4,363,200		0		0		26,303,800		12,538,800		3,299,997		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社地域電力 カブ チイキ デンリョク		30,300,000		30,300,000		7,272,000		0		0		756,000		0		756,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		3		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		152,983,700		16,379,200		3,931,008		136,604,500		38,112,656		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						東京電力エナジーパートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブ		307,500,000		307,500,000		73,800,000		0		0		30,000,000		1,158,000		22,500,000		9,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社NTTファシリティーズ カブ		135,000,000		72,000,000		17,280,000		63,000,000		17,577,000		30,000,000		0		6,552,276		35,243,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		945,000,000		0		0		945,000,000		263,655,000		18,513,976		900,000		113,976		17,500,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						三井物産株式会社		0		0		0		0		0		30,000,000		2,618,400		0		35,000,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ONEエネルギー株式会社 カブ		93,000,000		93,000,000		22,320,000		0		0		6,500,000		0		6,500,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		61,500,000		61,500,000		14,760,000		0		0		3,888,280		3,829,280		59,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式会社ファミリーネットジャパン		660,000		660,000		158,400		0		0		4,950,000		0		0		4,950,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		株式会社ローソン カブ		株式会社ローソン カブ		29,683,300		29,683,300		7,123,992		0		0		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		64,150,000		62,700,000		15,048,000		1,450,000		404,550		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		6		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		296,240,750		143,888,750		34,533,300		152,352,000		42,506,208		0		0		900,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						KDDI株式会社 カブ		1,330,500,000		1,164,800,000		279,552,000		165,700,000		46,230,300		7,161,000		0		7,161,000		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						京セラ株式会社② キョウ カブ		600,000,000		420,000,000		100,800,000		180,000,000		50,220,000		30,000,000		0		0		31,240,000		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		0		0		0		0		0		0		3,807,130		663,580		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計 ゴウケイ						8,216,307,750		5,902,036,250		1,505,788,700		2,314,271,500		645,681,749		551,037,581		110,699,625		158,886,298		350,995,369		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!







比較条件サマリ  (割当枠詳細）

		採択条件別　金額・導入規模サマリ サイタク ジョウケン ベツ キンガク ドウニュウ キボ

		■想定エリア別導入規模（割当枠） ソウテイ ベツ ドウニュウ キボ								予算 ヨサン		¥1,491,000,000																		■想定実証別導入規模（割当枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ														■想定実証別導入蓄電池数（割当枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ チクデンチ スウ

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		１０社 シャ																予算割合 ヨサン ワリアイ				25.3%						採用社数 サイヨウ シャ スウ		１０社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ		１０社 シャ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				複合 フクゴウ				合計 ゴウケイ						制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																																														家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク						ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		東京電力 トウキョウ デンリョク		40,473		1,018,160,000		14,757		463,137,050		1,740		59,700,000		0		0		12,695		1,107,225,000		69,665		2,648,222,050				東京電力 トウキョウ デンリョク		69,665		22,563		12,843		1,486		106,556				東京電力 トウキョウ デンリョク		17,593		30,679		13,090		1,607		11,138		1,707		936		500				5,891		2,016,391,000		30,679		260		496,000,000

		関西電力 カンサイ デンリョク		1,650		213,000,000		5,000		407,057,300		0		0		0		0		6,490		465,208,000		13,140		1,085,265,300				関西電力 カンサイ デンリョク		13,140		9,984		6,384		1,423		30,931				関西電力 カンサイ デンリョク		9,120		1,464		7,920		1,464		5,120		1,264		210		1,157		9,120		2,810		1,013,500,000		1,464		45		52,833,000

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		1,830		245,000,000		14,500		33,256,900		100		35,000,000		0		0		18,807		1,855,292,000		35,237		2,168,548,900				九州電力 キュウシュウ デンリョク		35,237		28,242		14,807		356		78,642				九州電力 キュウシュウ デンリョク		16,056		4,631		14,656		4,531		14,656		4,031		156		400		16,056		4,500		1,687,680,000		4,631		57		429,544,300

		合計 ゴウケイ		43,953		1,476,160,000		34,257		903,451,250		1,840		94,700,000		0		0		37,992		3,427,725,000		118,042		5,902,036,250				合計 ゴウケイ		118,042		60,789		34,034		3,265		216,129				合計 ゴウケイ		42,769		36,774		35,666		7,602		30,914		7,002		1,302		2,057		25,176		13,201		4,717,571,000		36,774		362		978,377,300

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		11,104		372,914,443		8,654		228,234,080		465		23,923,557		0		0		9,598		865,927,920		29,820		1,491,000,000				導入見込 ドウニュウ ミコミ		29,820		15,357		8,598		825		54,600				導入見込 ドウニュウ ミコミ		10,805		9,290		9,010		1,920		7,810		1,769		329		520		6,360		3,335		1,191,774,849		9,290		91		247,162,249



		■想定エリア別導入規模（割当枠） ソウテイ ベツ ドウニュウ キボ								予算 ヨサン		¥1,675,000,000																		■想定実証別導入規模（割当枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		４社 シャ																予算割合 ヨサン ワリアイ				40.7%						採用社数 サイヨウ シャ スウ		４社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ		４社 シャ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				複合 フクゴウ				合計 ゴウケイ						制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																																														家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク						ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		東京電力 トウキョウ デンリョク		38,483		1,007,160,000		11,782		70,373,300		0		0		0		0		19,400		441,975,000		69,665		1,519,508,300				東京電力 トウキョウ デンリョク		53,460		11,338		1,890		1,486		68,173				東京電力 トウキョウ デンリョク		5,243		30,259		740		1,507		1,638		1,507		936		500		5,243		3,021		987,661,000		30,259		48		445,500,000

		関西電力 カンサイ デンリョク		1,650		213,000,000		3,800		243,932,300		0		0		0		0		7,690		131,358,000		13,140		588,290,300				関西電力 カンサイ デンリョク		7,240		4,584		1,684		1,423		14,931				関西電力 カンサイ デンリョク		3,420		1,264		2,220		1,264		420		1,264		210		1,157		3,420		1,485		546,525,000		1,264		25		22,833,000

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		1,830		245,000,000		14,500		33,256,900		100		35,000,000		0		0		18,807		1,689,592,000		35,237		2,002,848,900				九州電力 キュウシュウ デンリョク		32,837		25,842		12,407		356		71,442				九州電力 キュウシュウ デンリョク		13,656		4,631		12,256		4,531		12,256		4,031		156		400		13,656		4,000		1,521,980,000		4,631		57		429,544,300

		合計 ゴウケイ		41,963		1,465,160,000		30,082		347,562,500		100		35,000,000		0		0		45,897		2,262,925,000		118,042		4,110,647,500				合計 ゴウケイ		93,537		41,764		15,981		3,265		154,546				合計 ゴウケイ		22,319		36,154		15,216		7,302		14,314		6,802		1,302		2,057		22,319		8,506		3,056,166,000		36,154		130		897,877,300

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		17,099		597,021,029		12,258		141,624,206		41		14,261,743		0		0		18,702		922,093,022		48,100		1,675,000,000				導入見込 ドウニュウ ミコミ		38,114		17,018		6,512		1,330		62,974				導入見込 ドウニュウ ミコミ		9,095		14,732		6,200		2,975		5,833		2,772		531		838		9,095		3,466		1,245,321,583		14,732		53		365,865,591



		■想定エリア別導入規模（割当枠） ソウテイ ベツ ドウニュウ キボ								予算 ヨサン		¥1,636,000,000																		■想定実証別導入規模（割当枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		５社 シャ																予算割合 ヨサン ワリアイ				39.2%						採用社数 サイヨウ シャ スウ		５社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ		５社 シャ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				複合 フクゴウ				合計 ゴウケイ						制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																																														家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク						ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		東京電力 トウキョウ デンリョク		40,083		1,010,160,000		11,782		70,373,300		1,740		59,700,000		0		0		16,060		441,975,000		69,665		1,582,208,300				東京電力 トウキョウ デンリョク		56,800		11,338		3,343		1,486		72,966				東京電力 トウキョウ デンリョク		5,243		30,459		740		1,507		1,638		1,707		936		500		5,243		3,021		987,661,000		30,459		50		479,500,000

		関西電力 カンサイ デンリョク		1,650		213,000,000		3,800		243,932,300		0		0		0		0		7,690		131,358,000		13,140		588,290,300				関西電力 カンサイ デンリョク		7,240		4,584		1,684		1,423		14,931				関西電力 カンサイ デンリョク		3,420		1,264		2,220		1,264		420		1,264		210		1,157		3,420		1,485		546,525,000		1,264		25		22,833,000

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		1,830		245,000,000		14,500		33,256,900		100		35,000,000		0		0		18,807		1,689,592,000		35,237		2,002,848,900				九州電力 キュウシュウ デンリョク		32,837		25,842		12,407		356		71,442				九州電力 キュウシュウ デンリョク		13,656		4,631		12,256		4,531		12,256		4,031		156		400		13,656		4,000		1,521,980,000		4,631		57		429,544,300

		合計 ゴウケイ		43,563		1,468,160,000		30,082		347,562,500		1,840		94,700,000		0		0		42,557		2,262,925,000		118,042		4,173,347,500				合計 ゴウケイ		96,877		41,764		17,434		3,265		159,339				合計 ゴウケイ		22,319		36,354		15,216		7,302		14,314		7,002		1,302		2,057		22,319		8,506		3,056,166,000		36,354		132		931,877,300

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		17,077		575,535,529		11,792		136,248,479		721		37,123,484		0		0		16,683		887,092,508		46,274		1,636,000,000				導入見込 ドウニュウ ミコミ		37,977		16,372		6,834		1,280		62,463				導入見込 ドウニュウ ミコミ		8,749		14,251		5,965		2,862		5,611		2,745		510		806		8,749		3,334		1,198,052,062		14,251		52		365,306,571

		■想定エリア別導入規模（割当枠） ソウテイ ベツ ドウニュウ キボ								予算 ヨサン		¥1,507,000,000																		■想定実証別導入規模（割当枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ																予算割合 ヨサン ワリアイ				25.5%						採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				複合 フクゴウ				合計 ゴウケイ						制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																																														家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク						ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		東京電力 トウキョウ デンリョク		40,473		1,018,160,000		14,757		463,137,050		1,740		59,700,000		0		0		12,695		1,107,225,000		69,665		2,648,222,050				東京電力 トウキョウ デンリョク		69,665		22,563		12,843		1,486		106,556				東京電力 トウキョウ デンリョク		17,593		30,679		13,090		1,607		11,138		1,707		936		500		17,593		5,891		2,016,391,000		30,679		260		496,000,000

		関西電力 カンサイ デンリョク		1,650		213,000,000		5,000		407,057,300		0		0		0		0		6,490		465,208,000		13,140		1,085,265,300				関西電力 カンサイ デンリョク		13,140		9,984		6,384		1,423		30,931				関西電力 カンサイ デンリョク		9,120		1,464		7,920		1,464		5,120		1,264		210		1,157		9,120		2,810		1,013,500,000		1,464		45		52,833,000

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		1,830		245,000,000		14,500		33,256,900		100		35,000,000		0		0		18,807		1,855,292,000		35,237		2,168,548,900				九州電力 キュウシュウ デンリョク		35,237		28,242		14,807		356		78,642				九州電力 キュウシュウ デンリョク		16,056		4,631		14,656		4,531		14,656		4,031		156		400		16,056		4,500		1,687,680,000		4,631		57		429,544,300

		合計 ゴウケイ		43,953		1,476,160,000		34,257		903,451,250		1,840		94,700,000		0		0		37,992		3,427,725,000		118,042		5,902,036,250				合計 ゴウケイ		118,042		60,789		34,034		3,265		216,129				合計 ゴウケイ		42,769		36,774		35,666		7,602		30,914		7,002		1,302		2,057		42,769		13,201		4,717,571,000		36,774		362		978,377,300

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		11,223		376,916,208		8,747		230,683,272		470		24,180,282		0		0		9,701		875,220,239		30,140		1,507,000,000				導入見込 ドウニュウ ミコミ		30,140		15,521		8,690		834		55,185				導入見込 ドウニュウ ミコミ		10,920		9,390		9,107		1,941		7,893		1,788		332		525		10,920		3,371		1,204,563,848		9,390		92		249,814,560

												1,558,000,000

												1,572,000,000

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ																予算割合 ヨサン ワリアイ				26.6%						採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				複合 フクゴウ				合計 ゴウケイ						制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																																														家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク						ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		東京電力 トウキョウ デンリョク		40,473		1,018,160,000		14,757		463,137,050		1,740		59,700,000		0		0		12,695		1,107,225,000		69,665		2,648,222,050				東京電力 トウキョウ デンリョク		69,665		22,563		12,843		1,486		106,556				東京電力 トウキョウ デンリョク		17,593		30,679		13,090		1,607		11,138		1,707		936		500		17,593		5,891		2,016,391,000		30,679		260		496,000,000

		関西電力 カンサイ デンリョク		1,650		213,000,000		5,000		407,057,300		0		0		0		0		6,490		465,208,000		13,140		1,085,265,300				関西電力 カンサイ デンリョク		13,140		9,984		6,384		1,423		30,931				関西電力 カンサイ デンリョク		9,120		1,464		7,920		1,464		5,120		1,264		210		1,157		9,120		2,810		1,013,500,000		1,464		45		52,833,000

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		1,830		245,000,000		14,500		33,256,900		100		35,000,000		0		0		18,807		1,855,292,000		35,237		2,168,548,900				九州電力 キュウシュウ デンリョク		35,237		28,242		14,807		356		78,642				九州電力 キュウシュウ デンリョク		16,056		4,631		14,656		4,531		14,656		4,031		156		400		16,056		4,500		1,687,680,000		4,631		57		429,544,300

		合計 ゴウケイ		43,953		1,476,160,000		34,257		903,451,250		1,840		94,700,000		0		0		37,992		3,427,725,000		118,042		5,902,036,250				合計 ゴウケイ		118,042		60,789		34,034		3,265		216,129				合計 ゴウケイ		42,769		36,774		35,666		7,602		30,914		7,002		1,302		2,057		42,769		13,201		4,717,571,000		36,774		362		978,377,300

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		11,707		393,173,376		9,124		240,633,115		490		25,223,227		0		0		10,119		912,970,282		31,440		1,572,000,000				導入見込 ドウニュウ ミコミ		31,440		16,191		9,065		870		57,566				導入見込 ドウニュウ ミコミ		11,391		9,795		9,500		2,025		8,234		1,865		347		548		11,391		3,516		1,256,519,157		9,795		96		260,589,575

						]

				0





比較条件サマリ  (自由枠)

		採択条件別　金額・導入規模サマリ サイタク ジョウケン ベツ キンガク ドウニュウ キボ



		■想定エリア別導入規模（自由競争枠） ソウテイ ベツ ドウニュウ キボ ジユウ キョウソウ ワク								予算 ヨサン		¥646,000,000																		■想定実証別導入規模（自由競争枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ ジユウ キョウソウ ワク

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ																予算割合 ヨサン ワリアイ				27.9%						採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				複合 フクゴウ				合計 ゴウケイ						制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																																														家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク						ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		0		0		700		21,822,300		0		0		125		31,500,000		1,800		125,932,300		2,625		179,254,600				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		600		1,300		600		125		2,625				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		0		600		200		600		0		600		125		0		325		90		52,560,000		600		1		125,932,300

		東北電力 トウホク デンリョク		910		20,000,000		720		762,300		0		0		250		63,000,000		0		0		1,880		83,762,300				東北電力 トウホク デンリョク		910		720		0		250		1,880				東北電力 トウホク デンリョク		0		350		0		0		0		0		250		0		250		100		63,000,000		350		20		15,000,000

		東京電力 トウキョウ デンリョク		0		0		19,579		149,393,900		0		0		1,125		283,500,000		13,978		46,870,000		34,682		479,763,900				東京電力 トウキョウ デンリョク		0		26,228		2,439		6,035		34,702				東京電力 トウキョウ デンリョク		0		0		614		1,580		165		580		1,125		500		1,739		674		298,900,000		1,580		25		103,327,000

		中部電力 チュウブ デンリョク		2,610		43,000,000		2,437		130,444,600		0		0		500		126,000,000		8,020		174,570,000		13,567		474,014,600				中部電力 チュウブ デンリョク		2,610		6,447		3,430		1,080		13,567				中部電力 チュウブ デンリョク		0		2,320		3,640		33		2,403		33		500		0		4,140		1,153		420,900,000		2,353		58		42,440,000

		北陸電力 ホクリク デンリョク		0		0		0		0		0		0		125		31,500,000		0		0		125		31,500,000				北陸電力 ホクリク デンリョク		0		0		0		125		125				北陸電力 ホクリク デンリョク		0		0		0		0		0		0		125		0		125		50		31,500,000		0		0		0

		関西電力 カンサイ デンリョク		0		0		15,900		144,762,300		0		0		750		189,000,000		21,656		125,075,000		38,306		458,837,300				関西電力 カンサイ デンリョク		0		24,693		6,459		7,291		38,442				関西電力 カンサイ デンリョク		0		0		719		4,169		119		4,069		750		4,000		1,469		538		280,280,000		4,169		19		119,480,000

		中国電力 チュウゴク デンリョク		510		0		50		5,265,000		0		0		250		63,000,000		0		0		810		68,265,000				中国電力 チュウゴク デンリョク		510		50		0		250		810				中国電力 チュウゴク デンリョク		0		0		50		0		0		0		250		0		300		110		68,265,000		0		0		0

		四国電力 シコク デンリョク		0		0		600		80,000,000		0		0		125		31,500,000		240		1,000,000		965		112,500,000				四国電力 シコク デンリョク		0		720		120		125		965				四国電力 シコク デンリョク		0		0		600		0		0		0		125		0		725		250		111,500,000		0		0		0

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		0		0		18,592		134,573,800		6,800		161,450,000		500		126,000,000		3,762		4,350,000		29,654		426,373,800				九州電力 キュウシュウ デンリョク		0		20,398		8,606		650		29,654				九州電力 キュウシュウ デンリョク		0		0		737		0		0		1,300		500		0		1,237		449		206,000,000		1,300		3		80,000,000

		沖縄電力 オキナワ デンリョク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				沖縄電力 オキナワ デンリョク		0		0		0		0		0				沖縄電力 オキナワ デンリョク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ		4,030		63,000,000		58,577		667,024,200		6,800		161,450,000		3,750		945,000,000		49,456		477,797,300		122,613		2,314,271,500				合計 ゴウケイ		4,630		80,555		21,654		15,931		122,769				合計 ゴウケイ		0		3,270		6,559		6,382		2,687		6,582		3,750		4,500		10,309		3,414		1,532,905,000		10,352		126		486,179,300

		3エリア合計 ゴウケイ		1,125		17,585,664		16,351		186,191,479		1,898		45,066,752		1,047		263,784,953		13,805		133,371,152		34,226		646,000,000				導入見込 ドウニュウ ミコミ		1,292		22,486		6,044		4,447		34,270				導入見込 ドウニュウ ミコミ		0		913		1,831		1,781		750		1,837		1,047		1,256		2,878		953		427,891,295		2,890		35		135,710,883

		■想定エリア別導入規模（自由競争枠） ソウテイ ベツ ドウニュウ キボ ジユウ キョウソウ ワク								予算 ヨサン		¥674,000,000																		■想定実証別導入規模（自由競争枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ ジユウ キョウソウ ワク

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ																予算割合 ヨサン ワリアイ				29.1%						採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				複合 フクゴウ				合計 ゴウケイ						制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																																														家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク		出力		金額 キンガク						ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		0		0		700		21,822,300		0		0		125		31,500,000		1,800		125,932,300		2,625		179,254,600				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		600		1,300		600		125		2,625				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		0		600		200		600		0		600		125		0		325		90		52,560,000		600		1		125,932,300

		東北電力 トウホク デンリョク		910		20,000,000		720		762,300		0		0		250		63,000,000		0		0		1,880		83,762,300				東北電力 トウホク デンリョク		910		720		0		250		1,880				東北電力 トウホク デンリョク		0		350		0		0		0		0		250		0		250		100		63,000,000		350		20		15,000,000

		東京電力 トウキョウ デンリョク		0		0		19,579		149,393,900		0		0		1,125		283,500,000		13,978		46,870,000		34,682		479,763,900				東京電力 トウキョウ デンリョク		0		26,228		2,439		6,035		34,702				東京電力 トウキョウ デンリョク		0		0		614		1,580		165		580		1,125		500		1,739		674		298,900,000		1,580		25		103,327,000

		中部電力 チュウブ デンリョク		2,610		43,000,000		2,437		130,444,600		0		0		500		126,000,000		8,020		174,570,000		13,567		474,014,600				中部電力 チュウブ デンリョク		2,610		6,447		3,430		1,080		13,567				中部電力 チュウブ デンリョク		0		2,320		3,640		33		2,403		33		500		0		4,140		1,153		420,900,000		2,353		58		42,440,000

		北陸電力 ホクリク デンリョク		0		0		0		0		0		0		125		31,500,000		0		0		125		31,500,000				北陸電力 ホクリク デンリョク		0		0		0		125		125				北陸電力 ホクリク デンリョク		0		0		0		0		0		0		125		0		125		50		31,500,000		0		0		0

		関西電力 カンサイ デンリョク		0		0		15,900		144,762,300		0		0		750		189,000,000		21,656		125,075,000		38,306		458,837,300				関西電力 カンサイ デンリョク		0		24,693		6,459		7,291		38,442				関西電力 カンサイ デンリョク		0		0		719		4,169		119		4,069		750		4,000		1,469		538		280,280,000		4,169		19		119,480,000

		中国電力 チュウゴク デンリョク		510		0		50		5,265,000		0		0		250		63,000,000		0		0		810		68,265,000				中国電力 チュウゴク デンリョク		510		50		0		250		810				中国電力 チュウゴク デンリョク		0		0		50		0		0		0		250		0		300		110		68,265,000		0		0		0

		四国電力 シコク デンリョク		0		0		600		80,000,000		0		0		125		31,500,000		240		1,000,000		965		112,500,000				四国電力 シコク デンリョク		0		720		120		125		965				四国電力 シコク デンリョク		0		0		600		0		0		0		125		0		725		250		111,500,000		0		0		0

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		0		0		18,592		134,573,800		6,800		161,450,000		500		126,000,000		3,762		4,350,000		29,654		426,373,800				九州電力 キュウシュウ デンリョク		0		20,398		8,606		650		29,654				九州電力 キュウシュウ デンリョク		0		0		737		0		0		1,300		500		0		1,237		449		206,000,000		1,300		3		80,000,000

		沖縄電力 オキナワ デンリョク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				沖縄電力 オキナワ デンリョク		0		0		0		0		0				沖縄電力 オキナワ デンリョク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ		4,030		63,000,000		58,577		667,024,200		6,800		161,450,000		3,750		945,000,000		49,456		477,797,300		122,613		2,314,271,500				合計 ゴウケイ		4,630		80,555		21,654		15,931		122,769				合計 ゴウケイ		0		3,270		6,559		6,382		2,687		6,582		3,750		4,500		10,309		3,414		1,532,905,000		10,352		126		486,179,300

		3エリア合計 ゴウケイ		1,174		18,347,890		17,060		194,261,698		1,980		47,020,110		1,092		275,218,357		14,404		139,151,945		35,709		674,000,000				導入見込 ドウニュウ ミコミ		1,348		23,460		6,306		4,640		35,755				導入見込 ドウニュウ ミコミ		0		952		1,910		1,859		783		1,917		1,092		1,311		3,002		994		446,437,667		3,015		37		141,593,088





リソース別設備出力

		■リソース別内訳 ベツ ウチワケ				【別紙①】 ベッシ

		項目 コウモク		台数		設備出力　(kW)		区分 クブン

		家庭用蓄電池		2		4		家庭蓄電池 カテイ チクデンチ

		産業用蓄電池						産業蓄電池 サンギョウ チクデンチ

		蓄電池小計 チクデンチ ショウケイ		2		4

		V2H（EV）		0				家庭IoT カテイ

		エコキュート		0				家庭IoT カテイ

		EV充電器		0				産業IoT サンギョウ

		コジェネ		0				産業IoT サンギョウ

		ポンプ		0				産業IoT サンギョウ

		空調		（商業施設に含む） ショウギョウ シセツ フク				産業IoT サンギョウ

		自家発電		0				産業IoT サンギョウ

		商業施設		170		578		産業IoT サンギョウ

		照明		（商業施設に含む） ショウギョウ シセツ フク				産業IoT サンギョウ

		製造設備		0				産業IoT サンギョウ

		送風機		0				産業IoT サンギョウ

		蓄熱槽		（上げDRで別途実施） ア ベット ジッシ				産業IoT サンギョウ

		冷凍庫		（商業施設に含む） ショウギョウ シセツ フク				産業IoT サンギョウ

		その他小計 タ ショウケイ		170		578

		総計		172		582		―



		■区分別内訳 クブン ベツ ウチワケ

		区分 クブン		台数 ダイスウ		設備出力 (kW) セツビ シュツリョク

		家庭蓄電池 カテイ チクデンチ		2		4

		産業蓄電池 サンギョウ チクデンチ		0		0

		家庭IoT カテイ		0		0

		産業IoT サンギョウ		170		578

		総計		172		582





元データ

		親アグリゲーター オヤ		リソースアグリゲーター		導入予定先 ドウニュウ ヨテイ サキ		区分 クブン		電力管区 デンリョク カンク		ＶＰＰリソース		台数 ダイスウ		設備出力 セツビ シュツリョク		電源Ⅰ-ｂＤＲ デンゲン		小売向けＤＲ コウリ ム		上げＤＲ ア		他 ホカ		補助率 ホジョ リツ		補助金額 ホジョキン ガク				3管区１ｂ カンク		蓄電池 チクデンチ		東京 トウキョウ		関西 カンサイ		九州 キュウシュウ		4社 シャ		5社 シャ		6社 シャ

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		エコキュート		10		10						10		10		1/2・定額 テイガク		500,000										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		V2H（EV）		5		15				15		15		15		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		EV充電器 ジュウデン キ		10		30				30		30		30		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		関西電力		EV充電器 ジュウデン キ		40		120				120		120		120		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		九州電力		EV充電器 ジュウデン キ		50		150				150		150		150		1/2・定額 テイガク		0												※		※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		公共施設 コウキョウ シセツ		業務・産業		関西電力		EV充電器 ジュウデン キ		5		15				15		15		15		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力㈱技術研究所 カンサイ デンリョク ギジュツ ケンキュウ ショ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		50		50		50		50		50		1/2・定額 テイガク		1,500,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		㈱三社電機製作所大阪工場 サンシャ デンキ セイサクショ オオサカ コウジョウ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		50		50		50		50		50		1/2・定額 テイガク		8,000,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		㈱GSﾕｱｻ 京都西工場 キョウト ニシ コウジョウ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		100		50		50		50		50		1/2・定額 テイガク		750,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 北港事務所 オオサカシ ヤオシ マツバラシ カンキョウ シセツ クミアイ ホクコウ ジム ショ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		600		600		600		600		600		1/2・定額 テイガク		8,083,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		㈱日本べネックス ニホン		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		400		200		200		200		200		1/2・定額 テイガク		37,412,000				※		※						※		※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		近畿日本鉄道㈱ キンキ ニホン テツドウ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		4,000				4,000		4,000		4,000		1/2・定額 テイガク		100,000,000						※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力㈱技術研究所（H28） カンサイ デンリョク ギジュツ ケンキュウ ショ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		100		100		100		100		100		1/2・定額 テイガク		0				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		（株）三社電機製作所（滋賀工場）（H28） サンシャデンキ セイサクショ シガ コウジョウ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		100		100		100		100		100		1/2・定額 テイガク		0				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		（株）ＧＳユアサ（向日市独身寮）（H28） カブ ムコウシ ドクシンリョウ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		20		20		20		20		20		1/2・定額 テイガク		0				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力㈱技術研究所（H28） カンサイ デンリョク ギジュツ ケンキュウ ショ		家庭		関西電力		エコキュート		2		2						2		2		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		関西電力㈱技術研究所（H28） カンサイ デンリョク ギジュツ ケンキュウ ショ		家庭		関西電力		EV充電器 ジュウデン キ		1		3				3		3		3		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社NTTスマイルエナジー カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		700		700		700		700		700				1/2・定額 テイガク		256,200,000				※		※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社NTTスマイルエナジー カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		200		200		200		200		200				1/2・定額 テイガク		73,200,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社NTTスマイルエナジー カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		100		100		100		100		100				1/2・定額 テイガク		36,600,000				※		※						※		※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社エネゲート カブ		スマートラボ
エネゲート事業所内		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1		5				3		3				1/2・定額 テイガク		630,000						※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社エネゲート カブ		スマートラボ
エネゲート事業所内		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1		6				3		3				1/2・定額 テイガク		570,000						※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社エネゲート カブ		スマートラボ
エネゲート事業所内		家庭		関西電力		空調 クウチョウ		1		3				1		1				1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社エネゲート カブ		スマートラボ
エネゲート事業所内		家庭		関西電力		エコキュート		1		1				1		1				1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社エネゲート カブ		スマートラボ
エネゲート事業所内		家庭		関西電力		V2H（EV）		1		6				3		3				1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		エリーパワー株式会社 カブ		当社		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池		5		7		3		3		3				1/2・定額		0				※		※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		エリーパワー株式会社 カブ		当社		業務・産業		東京電力		家庭用蓄電池		1		2		1		1		1				1/2・定額		0				※		※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		エリーパワー株式会社 カブ		当社取引先		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池		12		17		6		6		6				1/2・定額		0				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		エリーパワー株式会社 カブ		当社販売先		家庭		関西電力		家庭用蓄電池		5		10		5		5		5				1/2・定額		0				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		エリーパワー株式会社 カブ		提携Ｃ事業者		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池		1		50		10		10		10				1/2・定額		2,500,000		※		※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		500		500		500		500		500		1/2・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		東京電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		3,800				3,800				3,800		1/2・定額 テイガク		0								※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		関西電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		1,000				1,000				1,000		1/2・定額 テイガク		1,000,000										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		125		125		125		125		125		1/2・定額 テイガク		0				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		関西電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		1,000				1,000				1,000		1/2・定額 テイガク		1,000,000										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		建設業 ケンセツギョウ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		500				500		500		500		1/2・定額 テイガク		0						※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		建設業 ケンセツギョウ		業務・産業		東京電力		自家発電 ジカ ハツデン		2		400				380				380		1/2・定額 テイガク		0								※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		建設業 ケンセツギョウ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		8		200				100		200		200		1/2・定額 テイガク		20,000,000								※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		建設業 ケンセツギョウ		業務・産業		関西電力		空調 クウチョウ		1		148				100				100		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		関西電力		空調 クウチョウ		1		178				100				100		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		関西電力		空調 クウチョウ		1		20				10				10		1/2・定額 テイガク		0										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		中部電力		空調 クウチョウ		1		200				200				200		1/2・定額 テイガク		2,500,000														※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		中部電力		空調 クウチョウ		1		80				80				80		1/2・定額 テイガク		1,000,000														※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		製造業 セイゾウギョウ		業務・産業		中部電力		空調 クウチョウ		1		300				300				300		1/2・定額 テイガク		1,750,000														※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		住友電気工業株式会社 スミトモ デンキ コウギョウ カブ		建設業 ケンセツギョウ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		1		10				10				10		1/2・定額 テイガク		250,000								※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		株式会社ダイヘン カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		1,000		50		200		200				1/2・定額 テイガク		80,000,000		※		※		※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		Nature Japan株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		東京電力		空調 クウチョウ		20		20		4		4								0				※				※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		協力世帯①		家庭		関西電力		家庭用蓄電池		80		210		210		210		210		210		1/2・定額		23,325,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		協力世帯②		家庭		東京電力		家庭用蓄電池		18		36		36		36		36		36		1/2・定額		7,775,000				※		※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		製造業		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池		2		12		12		12		12		12		1/2・定額		2,000,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		製造業		業務・産業		関西電力		V2H（EV）		1		6		6		6		6		6		1/2・定額		2,000,000				※						※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		製造業		業務・産業		関西電力		自家発電		1		100		100		100		100		100		1/2・定額		10,000,000				※						※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		商業施設		業務・産業		東京電力		商業施設		1		50		50		50		50		50		1/2・定額		5,000,000				※				※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		京セラ株式会社① キョウ カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		600		1,800		900		900						1/2・定額 テイガク		240,000,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		京セラ株式会社① キョウ カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		200		600				300						1/2・定額 テイガク		80,000,000						※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		京セラ株式会社① キョウ カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		四国電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		200		600				300						1/2・定額 テイガク		80,000,000						※								※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		シャープ株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		関西電力 カンサイ デンリョク		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		2		40		14		40		40				1/2・定額 テイガク		0				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		シャープ株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		関西電力 カンサイ デンリョク		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		100				100						1/2・定額 テイガク		14,000,000						※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		パナソニック株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		600		1,200		120								1/2・定額 テイガク		210,000,000				※		※				※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		パナソニック株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1,800		3,600		360								1/2・定額 テイガク		630,000,000				※		※		※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		パナソニック株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		700		1,400		140								1/2・定額 テイガク		245,000,000				※		※						※		※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		福島工業株式会社 フクシマ コウギョウ カブ		食品スーパー ショクヒン		業務・産業		関西電力		冷凍庫 レイトウコ		50		15,000				250						1/2・定額 テイガク		50,000,000										※				※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		福島工業株式会社 フクシマ コウギョウ カブ		食品スーパー ショクヒン		業務・産業		東京電力		冷凍庫 レイトウコ		50		15,000				250						1/2・定額 テイガク		50,000,000								※						※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		福島工業株式会社 フクシマ コウギョウ カブ		食品スーパー ショクヒン		業務・産業		九州電力		冷凍庫 レイトウコ		50		15,000				250						1/2・定額 テイガク		50,000,000												※		※		※		※

		関西電力株式会社 カンサイ デンリョク カブ		横河ソリューション株式会社 ヨコカワ カブ		浄水場 ジョウスイ ジョウ		業務・産業		関西電力		ポンプ		3		875				875		875				1/2・		2,665,000										※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		SBエナジー株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1,490		5,412		3,780		3,780		3,780				1/2・定額 テイガク		712,540,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		SBエナジー株式会社 カブ		公共施設 コウキョウ シセツ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		60		288		120		120		120				1/2・定額 テイガク		21,960,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		SBエナジー株式会社 カブ		商業施設 ショウギョウ シセツ		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		20		1,600		1,600		1,600		1,600				1/2・定額 テイガク		199,000,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		SBエナジー株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		エコキュート		220		220		220		220		220				1/2・定額 テイガク		22,000,000				※								※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社Looop カブ		家庭		家庭		九州電力		家庭用蓄電池		50		200		100		60		60				1/2・定額		4,000,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社Looop カブ		オフィス		業務・産業		九州電力		家庭用蓄電池		200		1,300		650		390		390				1/2・定額		26,000,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社洸陽電機 カブ コウヨウ デンキ				業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		100		100				100				1/2・定額 テイガク		35,000,000		※		※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社洸陽電機 カブ コウヨウ デンキ		商業施設 ショウギョウ シセツ		業務・産業		九州電力		空調 クウチョウ		34		430		100								1/2・定額 テイガク		0				※								※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社スマートテック カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1,000		3,000		3,000		3,000		3,000				1/2・定額 テイガク		336,000,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		東芝三菱電機産業システム株式会社 トウシバ ミツビシ デンキ サンギョウ カブ		工場向け コウジョウ ム		業務・産業		九州電力		製造設備 セイゾウ セツビ		4		5,000						5,000				1/2・定額 テイガク		80,000,000												※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		東芝三菱電機産業システム株式会社 トウシバ ミツビシ デンキ サンギョウ カブ		自社 ジシャ		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		300						300				1/2・定額 テイガク		0												※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		東芝三菱電機産業システム株式会社 トウシバ ミツビシ デンキ サンギョウ カブ		工場向け コウジョウ ム		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		2		1,000						1,000				1/2・定額 テイガク		80,000,000						※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社サニックス カブ		一般家庭		家庭		九州電力		家庭用蓄電池		300		1,650		660		660		600				1/2・定額		85,800,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		55		165				165		165				1/2・定額 テイガク		15,400,000						※		※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		中部電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1		3				3		3				1/2・定額 テイガク		280,000						※								※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		36		108				108		108				1/2・定額 テイガク		10,080,000						※				※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		20		60		60		60		60				1/2・定額 テイガク		5,600,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		15		45				45		45				1/2・定額 テイガク		4,200,000						※		※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		中部電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		3				3		3				1/2・定額 テイガク		280,000						※								※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		8		24				24		24				1/2・定額 テイガク		2,240,000						※				※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		12		36		36		36		36				1/2・定額 テイガク		3,360,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		7		35				35		35				1/2・定額 テイガク		2,520,000						※		※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		中部電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		6		30				30		30				1/2・定額 テイガク		2,160,000						※								※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		9		45				45		45				1/2・定額 テイガク		3,240,000						※				※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		19		95		95		95		95				1/2・定額 テイガク		6,840,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		3		1,800		1,800		1,800		1,800				1/2・定額 テイガク		144,000,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		東京電力		エコキュート		1		11				11		11				1/2・定額 テイガク		50,000								※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		九州電力		エコキュート		1		11				11		11				1/2・定額 テイガク		50,000												※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		東京電力		空調 クウチョウ		56		388				388		388				1/2・定額 テイガク		2,800,000								※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		中部電力		空調 クウチョウ		1		7				7		7				1/2・定額 テイガク		50,000														※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		関西電力		空調 クウチョウ		36		252				252		252				1/2・定額 テイガク		1,800,000										※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		四国電力		空調 クウチョウ		10		50				50		50				1/2・定額 テイガク		500,000														※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		九州電力		空調 クウチョウ		22		108				108		108				1/2・定額 テイガク		1,100,000												※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		15		255				255		255				1/2・定額 テイガク		750,000								※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		中部電力		空調 クウチョウ		1		17				17		17				1/2・定額 テイガク		50,000														※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		関西電力		空調 クウチョウ		8		104				104		104				1/2・定額 テイガク		400,000										※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		四国電力		空調 クウチョウ		10		70				70		70				1/2・定額 テイガク		500,000														※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		店舗 テンポ		業務・産業		九州電力		空調 クウチョウ		13		82				82		82				1/2・定額 テイガク		650,000												※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		8		440				440		440				1/2・定額 テイガク		400,000								※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		中部電力		空調 クウチョウ		6		570				570		570				1/2・定額 テイガク		300,000														※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		関西電力		空調 クウチョウ		9		435				435		435				1/2・定額 テイガク		450,000										※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		九州電力		空調 クウチョウ		20		755				755		755				1/2・定額 テイガク		1,000,000												※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		10		400				400		400				1/2・定額 テイガク		500,000								※						※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		中部電力		空調 クウチョウ		10		400				400		400				1/2・定額 テイガク		500,000														※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		関西電力		空調 クウチョウ		10		400				400		400				1/2・定額 テイガク		500,000										※				※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		エフィシエント株式会社 カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		九州電力		空調 クウチョウ		31		700				700		700				1/2・定額 テイガク		1,550,000												※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社メディオテック カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		30		90		90		90		90				1/2・定額 テイガク		18,180,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社地域電力 カブ チイキ デンリョク		市庁舎 シチョウシャ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		2		6		6		6		6		6		1/2・定額 テイガク		1,212,000				※		※						※		※		※		※

		SBエナジー株式会社 カブ		株式会社地域電力 カブ チイキ デンリョク		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		48		150		150		150		150		150		1/2・定額 テイガク		29,088,000				※		※						※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		北海道電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		500				500						1/2・定額 テイガク		762,300														※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		北海道電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		600		600		600		600				1/2・定額 テイガク		125,932,300						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		東北電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		720				720						1/2・定額 テイガク		762,300														※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		自家発電 ジカ ハツデン		3		9,000		9,000		9,000						1/2・定額 テイガク		5,690,000				※				※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		自家発電 ジカ ハツデン		3		1,400				1,400						1/2・定額 テイガク		2,286,900								※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		ホテル		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		1		40				40						1/2・定額 テイガク		0								※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		中部電力		自家発電 ジカ ハツデン		2		1,200				1,200						1/2・定額 テイガク		1,524,600														※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		関西電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		2,000		2,000		2,000						1/2・定額 テイガク		3,932,300				※						※				※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		関西電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		200				200						1/2・定額 テイガク		762,300										※				※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		九州電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		600		600		600						1/2・定額 テイガク		3,932,300				※		※						※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		九州電力		自家発電 ジカ ハツデン		2		12,650		12,650		12,650						1/2・定額 テイガク		2,824,600				※								※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		工場 コウジョウ		業務・産業		九州電力		自家発電 ジカ ハツデン		4		2,045				2,045						1/2・定額 テイガク		3,049,200												※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		ホテル		業務・産業		九州電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		200				200						1/2・定額 テイガク		762,300												※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		ショッピングモール		業務・産業		九州電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		610				610						1/2・定額 テイガク		762,300												※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		リサイクル		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		800		300								1/2・定額 テイガク		101,000,000				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		電機・電子 デンキ デンシ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		1,200		100								1/2・定額 テイガク		94,500,000				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		電機・電子 デンキ デンシ		業務・産業		東京電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		3,600		3,600								1/2・定額 テイガク		1,000,000				※				※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		食品 ショクヒン		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		1,800		70								1/2・定額 テイガク		110,000,000				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		自動車（既設） ジドウシャ キセツ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		12,000		2,000								1/2・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		精密機器（既設） セイミツ キキ キセツ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		1,000		500								1/2・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		自動車部品（既設） ジドウシャ ブヒン キセツ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		1,500		500								1/2・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		半導体(既設) ハンドウタイ キセツ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		2,000		500								1/2・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		自動車部品（既設） ジドウシャ ブヒン キセツ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		8,000		3,000								1/2・定額 テイガク		1,000,000				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		東京電力エナジーパートナー株式会社① トウキョウ デンリョク カブ		陶業（既設） トウギョウ キセツ		業務・産業		中部電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		2,000		500								1/2・定額 テイガク		0						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		150		2,400		420								1/2・定額 テイガク		10,000,000				※				※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウ ヨウ チクデンチ		20		280		160								1/2・定額 テイガク		59,000,000				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		照明 ショウメイ		700		60		20								1/2・定額 テイガク		0				※				※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		公共施設 コウキョウ シセツ		業務・産業		東北電力		産業用蓄電池 サンギョウ ヨウ チクデンチ		20		350		180								1/2・定額 テイガク		15,000,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		公共施設 コウキョウ シセツ		業務・産業		東北電力		空調 クウチョウ		40		560		100								1/2・定額 テイガク		5,000,000														※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		公共施設 コウキョウ シセツ		業務・産業		中部電力		産業用蓄電池 サンギョウ ヨウ チクデンチ		50		320		180								1/2・定額 テイガク		40,000,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		公共施設 コウキョウ シセツ		業務・産業		中部電力		空調 クウチョウ		20		290		50								1/2・定額 テイガク		3,000,000														※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		関西電力		空調 クウチョウ		30		450		80								1/2・定額 テイガク		3,000,000				※						※				※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		中国電力 チュウゴク デンリョク		空調 クウチョウ		20		330		40								1/2・定額 テイガク		0														※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社NTTファシリティーズ カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		中国電力 チュウゴク デンリョク		照明 ショウメイ		2,100		180		20								1/2・定額 テイガク		0														※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		北海道電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		50		125								125		1/2・定額 テイガク		31,500,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		東北電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		100		250								250		1/2・定額 テイガク		63,000,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		450		1,125								1,125		1/2・定額 テイガク		283,500,000						※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		中部電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		200		500								500		1/2・定額 テイガク		126,000,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		北陸電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		50		125								125		1/2・定額 テイガク		31,500,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		300		750								750		1/2・定額 テイガク		189,000,000						※				※				※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		中国電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		100		250								250		1/2・定額 テイガク		63,000,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		四国電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		50		125								125		1/2・定額 テイガク		31,500,000						※								※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		積水化学工業株式会社 セキスイ カガク コウギョウ カブ		一般家庭 イッパンカテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		200		500								500		1/2・定額 テイガク		126,000,000						※						※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		三井物産株式会社		新和環境 シンワ カンキョウ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		1		100		100								1/3・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		三井物産株式会社		NAS西船橋 ニシフナバシ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		6		36		36								1/4・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		三井物産株式会社		NAS稲毛海岸 イナゲ カイガン		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		2		12		12								1/5・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		三井物産株式会社		NAS戸塚 トツカ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		4		24		24								1/6・定額 テイガク		0				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		ONEエネルギー株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		100		300		300				100		300		1/2・定額 テイガク		29,800,000				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		ONEエネルギー株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		400		600		600				300		600		1/2・定額 テイガク		63,200,000				※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		物販量販店 ブッパン リョウハンテン		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		15		1,200		225		225						1/2・定額 テイガク		0				※				※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		ディスカウントストア		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		10		800		150		150						1/2・定額 テイガク		17,500,000				※				※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		ホームセンター		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		10		750		150		150						1/2・定額 テイガク		17,500,000				※				※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		ディスカウントストア		業務・産業		九州電力		空調 クウチョウ		10		800		150		150						1/2・定額 テイガク		17,500,000				※								※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		大崎電気株式会社 オオサキ デンキ カブ		ホームセンター		業務・産業		九州電力		空調 クウチョウ		5		450		75		75						1/2・定額 テイガク		9,000,000				※								※		※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社ファミリーネットジャパン		マンション		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1		3		3								定額 テイガク		460,000		※		※		※		※						※		※		※

		株式会社グローバルエンジニアリング カブ		株式会社ファミリーネットジャパン		マンション		家庭		東京電力		空調 クウチョウ		3		68		27								定額 テイガク		200,000				※				※						※		※		※

		株式会社ローソン カブ		株式会社ローソン カブ		コンビニ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		104				78		312						1/2		29,457,300				※				※						※		※		※

		株式会社ローソン カブ		株式会社ローソン カブ		コンビニ		業務・産業		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1		2		1		2						定額 テイガク		226,000		※		※		※		※						※		※		※

		株式会社ローソン カブ		株式会社ローソン カブ		コンビニ		業務・産業		東京電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		10		5		5						1/2		0				※				※						※		※		※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		事業所 ジギョウ ショ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		10		100		100		100						1/2・定額 テイガク		15,000,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		200		120		100								1/2・定額 テイガク		1,500,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		150		211		61								1/2・定額 テイガク		4,500,000				※				※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		コジェネ		2		1,690				845						1/2・定額 テイガク		500,000								※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		ポンプ		6		5		5								1/2・定額 テイガク		500,000				※				※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		工場 コウジョウ		業務・産業		東京電力		送風機 ソウフウキ		18		55		55								1/2・定額 テイガク		1,500,000				※				※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		産業廃棄物事業者 サンギョウ ハイキブツ ジギョウシャ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		2		1,000				1,000						1/2・定額 テイガク		96,607,000						※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		事業所 ジギョウ ショ		業務・産業		関西電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		20		200		200		200						1/2・定額 テイガク		30,000,000				※		※				※								※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		事業所 ジギョウ ショ		業務・産業		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		20		100		100		100						1/2・定額 テイガク		10,530,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		事業所 ジギョウ ショ		業務・産業		北海道電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		40		200				200						1/2・定額 テイガク		21,060,000						※												※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		事業所 ジギョウ ショ		業務・産業		中部電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		30		150				150						1/2・定額 テイガク		15,795,000						※												※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		株式エナリス カブシキ		事業所 ジギョウ ショ		業務・産業		中国電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		10		50				50						1/2・定額 テイガク		5,265,000						※												※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		KDDI株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		2,000		9,500		3,167		9,500		9,500				1/2・定額 テイガク		665,250,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		KDDI株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		中部電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		500		2,400				2,400		2,400				1/2・定額 テイガク		165,700,000						※												※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		KDDI株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		1,000		4,700		1,567		4,700		4,700				1/2・定額 テイガク		333,850,000				※		※				※								※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		KDDI株式会社 カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		500		2,400		800		2,400		2,400				1/2・定額 テイガク		165,700,000				※		※						※						※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		京セラ株式会社② キョウ カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		750		2,350		1,100		1,100						1/2・定額 テイガク		300,000,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		京セラ株式会社② キョウ カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		中部電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		250		600				300						1/2・定額 テイガク		100,000,000						※												※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		京セラ株式会社② キョウ カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		200		600				300						1/2・定額 テイガク		80,000,000						※						※						※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		京セラ株式会社② キョウ カブ		一般家庭 イッパン カテイ		家庭		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		300		900		400		400						1/2・定額 テイガク		120,000,000				※		※				※								※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		京セラ株式会社② キョウ カブ		一般家庭(H28年導入) イッパン カテイ		家庭		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		169		449				220						1/2・定額 テイガク		0						※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		京セラ株式会社② キョウ カブ		一般家庭(H28年導入) イッパン カテイ		家庭		中部電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		147		387				190						1/2・定額 テイガク		0						※												※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		京セラ株式会社② キョウ カブ		一般家庭(H28年導入) イッパン カテイ		家庭		九州電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		49		137				60						1/2・定額 テイガク		0						※						※						※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		事務所ビル ジム ショ		業務・産業		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		25		100		100		100						1/2・定額 テイガク		13,125,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		事務所ビル ジム ショ		業務・産業		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		25		100		100		100						1/2・定額 テイガク		13,125,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		倉庫・事務所ビル ソウコ ジム ショ		業務・産業		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		25		100		100		100						1/2・定額 テイガク		13,125,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		事務所ビル ジム ショ		業務・産業		中部電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		25		100				100						1/2・定額 テイガク		13,125,000						※												※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		事務所ビル ジム ショ		業務・産業		関西電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		25		100		100		100						1/2・定額 テイガク		13,125,000				※		※				※								※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		スーパーマーケット		業務・産業		東京電力		家庭用蓄電池 カテイヨウ チクデンチ		25		100		100		100						1/2・定額 テイガク		13,575,000				※		※		※										※

		株式会社エナリス カブシキガイシャ		戸田建設株式会社 トダ ケンセツ カブ		スーパーマーケット		業務・産業		東京電力		冷凍庫 レイトウコ		5		25		25		25						1/2・定額 テイガク		14,283,750				※				※										※

		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		産業用蓄電池 サンギョウヨウ チクデンチ		2		200		80				63				1/2・定額 テイガク		34,000,000				※		※		※								※		※

		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		蓄熱槽 チクネツソウ		4		1,540		1,140				1,340				1/2・定額 テイガク		4,350,000				※				※								※		※

		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		自家発電 ジカ ハツデン		2		800		800								1/2・定額 テイガク		2,000,000				※				※								※		※

		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		九州電力		自家発電 ジカ ハツデン		1		500						500				1/2・定額 テイガク		1,350,000												※				※		※

		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		空調 クウチョウ		3				95				50				1/2・定額 テイガク		21,350,000				※				※								※		※

		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		九州電力		空調 クウチョウ		1								100				1/2・定額 テイガク		100,000												※				※		※

		アズビル株式会社 カブシキガイシャ		アズビル株式会社 カブ		事業所 ジギョウショ		業務・産業		東京電力		コジェネ		1		800		800								1/2・定額 テイガク		1,000,000				※				※								※		※





比較条件サマリ  (合算)

		採択条件別　金額・導入規模サマリ サイタク ジョウケン ベツ キンガク ドウニュウ キボ



		■想定実証別導入規模（合算） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ ガッサン																■想定実証別導入蓄電池数（自由競争枠） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ チクデンチ スウ ジユウ キョウソウ ワク

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		１０社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当 デンゲン ソウトウ				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中部電力 チュウブ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				中部電力 チュウブ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		北陸電力 ホクリク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				北陸電力 ホクリク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		関西電力 カンサイ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				関西電力 カンサイ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中国電力 チュウゴク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				中国電力 チュウゴク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		四国電力 シコク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				四国電力 シコク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				九州電力 キュウシュウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		沖縄電力 オキナワ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				沖縄電力 オキナワ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				導入見込 ドウニュウ ミコミ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		■想定実証別導入規模（合算） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ ガッサン

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		４社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中部電力 チュウブ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				中部電力 チュウブ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		北陸電力 ホクリク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				北陸電力 ホクリク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		関西電力 カンサイ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				関西電力 カンサイ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中国電力 チュウゴク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				中国電力 チュウゴク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		四国電力 シコク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				四国電力 シコク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				九州電力 キュウシュウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		沖縄電力 オキナワ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				沖縄電力 オキナワ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				導入見込 ドウニュウ ミコミ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		■想定実証別導入規模（合算） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ ガッサン

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		５社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中部電力 チュウブ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				中部電力 チュウブ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		北陸電力 ホクリク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				北陸電力 ホクリク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		関西電力 カンサイ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				関西電力 カンサイ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		中国電力 チュウゴク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				中国電力 チュウゴク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		四国電力 シコク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				四国電力 シコク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		九州電力 キュウシュウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				九州電力 キュウシュウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		沖縄電力 オキナワ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				沖縄電力 オキナワ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		導入見込 ドウニュウ ミコミ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				導入見込 ドウニュウ ミコミ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		■想定実証別導入規模（合算） ソウテイ ジッショウ ベツ ドウニュウ キボ ガッサン

		採用社数 サイヨウ シャ スウ		６社 シャ												採用社数 サイヨウ シャ スウ

		制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b相当
（3管区以外） デンゲン ソウトウ カンク イガイ		小売向け コウリ ム		上げ ア		他 ホカ		合計 ゴウケイ				制御方法 セイギョ ホウホウ		電源I-b デンゲン				小売向け コウリ ム				上げ ア				他 ホカ				合計 ゴウケイ

																		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用		産業用		家庭用 カテイヨウ						産業用 サンギョウヨウ

				ｋW		kW		kW		kW		kW						ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク		ｋW		台数 ダイスウ		金額 キンガク

		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東北電力 トウホク デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				東京電力 トウキョウ デンリョク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!
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5リソースの計量方法

 スマートメーターのBルートより電力値を取得し、ローソンスマートクラウドで全店舗もしくは各店舗の電力量を把握、
エネルギーリソースの死活も把握

 ベースラインに関してはHigh4of5（補正あり、受電点）、事前計測（受電点）、個別計測（節電制御実施結
果に基づく個別設備機器の節電容量算出値の和）の評価を実施

エネルギーリソースの死活を把握

消費電力量をBルート取得データで把握

日々のリソースマネジメントは、
需要家単位(スマートメーター
単位)に「スマートメーターB
ルート計量値」により実現

エネマネ機能として対象店舗の設備機器の死活を把握



Aメニュー 2回目

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

Aメニュー 1回目

各回の指令値・制御量の結果 －ローソン－（1/4）

実施日 2018/1/10

時間帯 13:00~17:00

対象地域 東電管内

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

実施日 2018/1/12

時間帯 8:00~12:00

対象地域 東電管内

制御対象
２店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗

制御対象
２店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗



Aメニュー 3回目

各回の指令値・制御量の結果 －ローソン－（2/4）

実施日 2018/1/16

時間帯 14:00~18:00

対象地域 東電管内

Aメニュー 4回目

実施日 2018/1/18

時間帯 13:00~17:00

対象地域 東電管内

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

制御対象
２店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗

制御対象
２店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗



Bメニュー 1回目

各回の指令値・制御量の結果 －ローソン－（3/4）

実施日 2018/1/23

時間帯 13:00~17:00

対象地域 東電管内

Bメニュー 2回目

実施日 2018/1/25

時間帯 14:00~18:00

対象地域 東電管内

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

制御対象
２店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗

制御対象
２店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗



Bメニュー 3回目

各回の指令値・制御量の結果 －ローソン－（4/4）

実施日 2018/1/29

時間帯 10:00~14:00

対象地域 東電管内

Bメニュー 4回目

実施日 2018/1/31

時間帯 13:00~17:00

対象地域 東電管内

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

------ ：指令値（7 kW）

ローソン ：空調、照明

制御対象
２店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗

制御対象
４店舗

制御対象
３店舗

制御対象
３店舗

制御対象
４店舗



10平成29年度の成果（概要）

① 各種国のガイドラインの本事業への反映⇒概ね、達成
 資源エネルギー庁ERAB検討会の結果（ECHONET Lite対応、OpenADR対応、サイバーセキュリティガイドライン）、資源エネ

ルギー庁「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」が、本事業へ反映されているか。「需要家側VPPシス
テム評価委員会」で反映されていることを確認

② スモールスタートを可能にするシステムのスケーラブル化⇒概ね、達成
 小さなくくりから始め、大きなくくり（全店舗展開等）へ展開できるスケーラビリティを担保されているか。今年度の結果は、将来的に

システム参加店舗が拡大（5,000店舗）に増加すると、創出するエネルギーリソースの期待値は、最大27MW（家庭用蓄電池
13,500台の節電容量に相当）することを確認

③ 他の業態への転換を可能にする冗長性⇒概ね、達成
 本事業の成果を他のチェーンストアなどに展開可能なものであり、リーディングプロジェクトとして推進可能にする冗長性が担保されて

いるか。「需要家側VPPシステム評価委員会」がベンダーロッキングしない設備機器の公正な選択、有望なサービスの自由な選択
や後発的な追加、高圧、および低圧スマート電力量メーターBルート計測による電力量計測の実現ができていることを確認

④ 調整力確保(電源I-b)を目的としたDR発動への対応⇒条件付きで節電実施率99%を達成
 調整力確保（電源Ⅰ-b）を目的とした一般送配電事業者からのDR発動に対する負荷削減を実現しているか。今年度の結果

は、特定条件が満たされれば節電実施率99%を達成できることを確認

⑤ 調整力確保（電源I’）に向けたDR発動への対応⇒節電実施率93%を達成
 調整力確保（電源Ⅰ’）に向けたDR発動に対する節電実施率の向上に関して、今年度の結果は、節電実施率93%を達成で

きることを確認



11事業化に向けた課題点について

 【制度面】・需要家側が実現可能なベースラインやインセンティブの設計
・VPPにおける制御量計測の考え方のとりまとめ

 【技術面】・ECHONET Lite搭載エネルギーリソースのさらなる拡大
・制御容量の予測精度の向上、対象店舗数を増加させての統計的評価

 【コスト面】高圧スマートメーター⇔店舗間ネットワーク敷設、太陽光発電・蓄電池の設置・施工コスト

【制度面の課題に対する取組み】
• 需要家側が実現可能かつ正確なベースラインやインセンティブの早期確立。各種取引ルールと同期し、実証デー

タを元に気象情報等を鑑みたベースラインや事業性を鑑みたインセンティブの検討を継続実施
• 高圧・低圧スマートメーターのBルート計測に基づく制御量管理の経験をERAB検討会の議論へ反映

【技術面の課題に対する取組み】
• ERAB検討会と同期し、PVのエネルギーリソース化を反映
• ショーケースの霜取り制御含め、エネルギーリソースの拡大を検討

2017年度 2018年度

5.4kW 5.4kW

12kW
（太陽光発電上乗せ）

(5,000店舗で27MW)

(5,000店舗で93MW)

1.2kW（強制霜取り上乗せ）

【コスト面の課題に対する取組み】
• 高圧スマートメーターの設置では、約

20%の店舗において、スマートメー
ターが店舗から遠く、Ethernetを敷
設するために、追加工事が必要にな
るケースあり。特に今後の新店に当
たっては、スマートメーターの設置位置
を店舗の近くにするなど、店舗の建設
方針にも反映

• 新店への屋根一体型の太陽光パネ
ルの導入によるコスト削減などを検討


2017年度

2018年度

5.4kW

5.4kW

12kW

（太陽光発電上乗せ）

(5,000店舗で27MW)

(5,000店舗で93MW)

1.2kW（強制霜取り上乗せ）









12来年度以降の取り組みについて

【来期実証において】
 平成30年度も引き続き、対象店舗数の拡大を図り、

① 実証システムのデータを用い、各種取引ルールと同期し、需要家側で実現可能な
気象情報等を鑑みたベースラインや事業性を鑑みたインセンティブの検討

② スマートメーターBルート計測に基づく制御量計測の考え方の整理
③ 制御容量の予測精度の向上や店舗数を増やした統計的評価

 ERAB検討会の結果と同期し、PVのエネルギーリソース化に反映。
ショーケースの霜取り制御含め、エネルギーリソースの拡大を検討

 連続したDR期間だけでなく、30分スロットの種々の組合せでのDR制御の有効性の検討
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