
2020年 12月 25日 

一般社団法人低炭素投資促進機構 

太陽光第７回入札（令和２年度下期）の結果について 

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

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

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

第５．４の規定に基づき、太陽光第７回入札（令和２年度下期）の結果を、下記のと

おり公表します。 

１．太陽光第 7回入札（令和２年度下期）の概要 

・対象設備：出力 250kW以上の太陽光発電設備

・入札量（募集容量）：750MW（750,000kW）

・供給価格上限額：11.50円／kWh（非公表により実施）（※１）

※１ 昨年度の調達価格等算定委員会において、上限価格は非公表とし、開札後に公表するこ

ととされました。これを受けて、2020年 11月 27日（金）に非公開の調達価格等算定委

員会が開催され、その意見を尊重して経済産業大臣が決定しました。 

２．入札の結果 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画数の合計：114件

・入札件数の合計：92件

・入札された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計：78,653.4kW

（参考） 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画に係る再生可能エネルギー発電

設備の出力の合計：134,504.7kW

・入札に参加することができる旨を通知した件数の合計：101件

・入札に参加することができる旨を通知した再生可能エネルギー発電設備の出力の

合計：89,245.3kW

・加重平均入札価格：11.34円／kWh

３．落札の結果 

・落札件数の合計：83件

・落札された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計：69,400.5kW

・最低落札価格：10.48円／kWh

・加重平均落札価格：11.20円／kWh

・最高落札価格：11.50円／kWh



  

落札者名 供給価格 

（円／kWh） 

発電設備の

出力（kW） 事業者名 代表者氏名 

Ｂｉｓｏｎ ｅｎｅｒｇｙ株式会社 張 恒波 10.48  1,360.0  

枚方ロジスティクス特定目的会社 三品 貴仙 10.50  1,500.0  

東急不動産株式会社 岡田 正志 10.50  1,000.0  

公益財団法人日本モンキーセンター 尾池 和夫 10.50  499.0  

株式会社桂スチール 三木 桂吾 10.80  1,150.0  

株式会社マエテック 前川 昭二 10.90  1,500.0  

合同会社ビジネスサポート 伏見 晶子 10.90  1,250.0  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.91  1,998.0  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.91  499.5  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.91  499.5  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.91  499.5  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.91  499.5  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.91  499.5  

平成エレクトリック株式会社 川岸 浩 10.91  499.5  

合同会社Ａ 川岸 浩 10.91  499.5  

合同会社Ａ 川岸 浩 10.91  499.5  

ＯＳ工業株式会社 大崎 重雄 10.99  1,999.0  

株式会社Ｃｉｅｌ Ｔｅｒｒｅ Ｊ

ａｐａｎ 

森 一 10.99  1,997.5  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.99  990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.99  990.0  

エネグローバル株式会社 李 力欧 10.99  594.0  

株式会社エコ革 伊藤 繁三 10.99  566.1  

神戸エネルギー株式会社 カンベ・シダ

ルタ・ヴィシ

ェー 

11.00  1,990.0  

丸山工務店株式会社 丸山 生朗 11.00  1,098.9  

株式会社リエール 保坂 新吾 11.00  1,000.0  

株式会社リエール 保坂 新吾 11.00  1,000.0  

株式会社リエール 保坂 新吾 11.00  937.5  

株式会社リエール 保坂 新吾 11.00  937.5  

株式会社リエール 保坂 新吾 11.00  499.0  

株式会社リエール 保坂 新吾 11.00  499.0  

サンテックエナジーディベロップメ

ント株式会社 

ルウ ビン 11.00  700.0  

サンテックエナジーディベロップメ

ント株式会社 

ルウ ビン 11.00  400.0  



  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 11.00  500.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 11.00  400.0  

日本太陽光発電株式会社 上本 貴雅 11.00  400.0  

株式会社エーイーエス 中村 翼 11.00  499.0  

山本自動車工業有限会社 山本 友次 11.00  480.0  

ジャパン・リニューアブル・エナジ

ー株式会社 

中川 隆久 11.00  437.5  

フジ・ホールディングス株式会社 山﨑 博之 11.00  375.0  

荻野 貴史 － 11.00  250.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 11.40  1,312.5  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 11.40  1,000.0  

株式会社クリーンベンチャー２１ 室園 幹男 11.40  750.0  

有限会社熊本建設 緒方 則高 11.40  937.5  

有限会社熊本建設 緒方 則高 11.40  500.0  

株式会社あらた 須崎 裕明 11.40  700.0  

株式会社あらた 須崎 裕明 11.40  500.0  

株式会社ちかみつ 渡辺 佑樹 11.48  1,497.0  

株式会社ちかみつ 渡辺 佑樹 11.48  499.9  

ＣＳ鳥取大山２合同会社 ジェフ ロイ 11.49  1,500.0  

ＡＣＡクリーンエナジー株式会社 足利 恵吾 11.49  800.0  

ＡＣＡクリーンエナジー株式会社 足利 恵吾 11.49  700.0  

ＡＣＡクリーンエナジー株式会社 足利 恵吾 11.49  600.0  

ＡＣＡクリーンエナジー株式会社 足利 恵吾 11.49  400.0  

ＡＣＡクリーンエナジー株式会社 足利 恵吾 11.49  400.0  

ＦＲＥＳＨ ＵＰ株式会社 大松 慎太郎 11.49  800.0  

株式会社日本ベネックス 小林 洋平 11.50  1,999.9  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  1,999.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  1,999.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  1,250.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  1,250.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  950.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  800.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  750.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  625.0  

大和エネルギー株式会社 濱 隆 11.50  450.0  

徳山 正基 － 11.50  1,500.0  

株式会社ジェネックス 石川 清成 11.50  1,265.4  

株式会社ジェネックス 石川 清成 11.50  366.3  



  

株式会社富士テクニカルコーポレー

ション 

小川 毅一郎 11.50  1,050.0  

株式会社富士テクニカルコーポレー

ション 

小川 毅一郎 11.50  900.0  

株式会社富士テクニカルコーポレー

ション 

小川 毅一郎 11.50  499.0  

ファームランド株式会社 岩井 雅之 11.50  750.0  

ファームランド株式会社 岩井 雅之 11.50  300.0  

フジ・ホールディングス株式会社 山﨑 博之 11.50  560.0  

株式会社コアフィールズ 中田 純一 11.50  499.9  

株式会社プロメディア 尾髙 智明 11.50  499.9  

株式会社プロメディア 尾髙 智明 11.50  350.0  

株式会社プロメディア 尾髙 智明 11.50  300.0  

太平洋電力株式会社 小川 輝 11.50  499.0  

有限会社キタ 喜多 良明 11.50  499.0  

株式会社ジェネックスパートナーズ 石川 清成 11.50  432.9  

株式会社ジェネックスパートナーズ 石川 清成 11.50  366.3  

 

以上  



  

2020年 12月 25日 

一般社団法人低炭素投資促進機構 

 

着床式洋上風力第１回入札（令和２年度）の結果について 

 

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

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

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

第５．４の規定に基づき、着床式洋上風力第１回入札（令和２年度）の結果を、下記

のとおり公表します。 

 

１．着床式洋上風力第１回入札（令和２年度）の概要 

・対象設備：着床式洋上風力発電設備 

・入札量（募集容量）：120MW（120,000kW） 

・供給価格上限額：34.00円／kWh（非公表により実施）（※１） 

※１ 昨年度の調達価格等算定委員会において、上限価格は非公表とし、開札後に公表するこ

ととされました。これを受けて、2020年 11月 27日（金）に非公開の調達価格等算定委

員会が開催され、その意見を尊重して経済産業大臣が決定しました。 

 

２．入札の結果 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画数の合計：１件 

・入札件数の合計：１件 

・入札された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計：4,800.0kW 

 

（参考） 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画に係る再生可能エネルギー発電

設備の出力の合計：4,800.0kW 

・入札に参加することができる旨を通知した件数の合計：１件 

・入札に参加することができる旨を通知した再生可能エネルギー発電設備の出力の

合計：4,800.0kW 

 

３．落札の結果 

落札者なし（※２） 

※２ 入札に参加した全ての事業計画について、上限価格を下回る応札が無かったため。 

 

以上  



  

2020年 12月 25日 

一般社団法人低炭素投資促進機構 

 

バイオマス第３回入札（令和２年度）の結果について 

 

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

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

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

第５．４の規定に基づき、バイオマス第３回入札（令和２年度）の結果を、下記のと

おり公表します。 

 

１．バイオマス第３回入札（令和２年度）の概要 

・対象設備：出力 10,000kW 以上の一般木材等バイオマスによるバイオマス発電設備

バイオマス液体燃料によるバイオマス発電設備 

・入札量（募集容量）：120MW（120,000kW） 

・供給価格上限額：19.60円／kWh（非公表により実施）（※） 

※ 昨年度の調達価格等算定委員会において、上限価格は非公表とし、開札後に公表すること

とされました。これを受けて、2020 年 11 月 27 日（金）に非公開の調達価格等算定委員会

が開催され、その意見を尊重して経済産業大臣が決定しました。 

 

２．入札の結果 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画数の合計：７件 

・入札件数の合計：１件 

・入札された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計：1,920.0kW 

・入札された設備のバイオマス比率考慮後出力の合計：1,920.0kW 

 

（参考） 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画に係る再生可能エネルギー発電

設備の出力の合計：318,790.0kW 

・入札参加資格の審査のために提出された事業計画に係る設備のバイオマス比率考

慮後出力の合計：318,790.0kW 

・入札に参加することができる旨を通知した件数の合計：３件 

・入札に参加することができる旨を通知した再生可能エネルギー発電設備の出力の

合計：163,920.0kW 

・入札に参加することができる旨を通知した設備のバイオマス比率考慮後出力の合

計：163,920.0kW 

  



  

３．落札の結果 

・落札件数の合計：１件 

・落札された再生可能エネルギー発電設備の出力の合計：1,920.0kW 

・落札された設備のバイオマス比率考慮後出力の合計：1,920.0kW 

・落札価格：18.50円／kWh 

 

落札者名 
供給価格 

（円／kWh） 

発電設備の

出力（kW） 

バイオマス

比率（％） 

バイオマス

比率考慮後

出力（kW） 
事業者名 代表者氏名 

株式会社ナダック 宮本 育也 18.50 1,920.0 100.000 1,920.0 

 

以上 
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