


　ITC エネクス（タイランド）の相川と申します。
　当社の親会社、伊藤忠エネクスは、日本で 60 年以上の歴史と約
200 MW（メガワット）の太陽光発電所の開発・運営実績を持つエ
ネルギー商社です。タイでは、再生可能エネルギー（グリーンエ
ネルギー）である太陽光発電システムを使い、お客様の「コスト削
減」や「環境対策」といった課題の解決に貢献しています。
　世界中で、そしてここタイでも、CO₂の削減を初めとする環境
問題への取り組みがますます広がっているのは、皆様ご存知のと
おりと思います。これを受け身ではなく、攻めの課題として積極
的に取り組むことで、関連する企業の信頼、スタッフの採用活動
など、企業活動の向上にも繋がるチャンスがあります。
　具体的な対応として、太陽光発電の導入が有効な解決方法の一
つです。これは、お客様の工場のエネルギーコストの削減にも繋
がります。
　ITC エネクス（タイランド）では、初期費用不要で、電気代とCO₂
が削減できる「定額レンタル型」の太陽光発電システムをタイで
提供しています。
　当社は、伊藤忠エネクスの電力事業で培ったノウハウを持って
おり、お客様に寄り添った提案を実施しています。長期で安心し
てお使いいただけるよう、バックアップ体制も整えています。
　タイで太陽光発電設備の導入をお考えの皆様に、当社が導入の
サポートをさせていただけますと幸いです。
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相川 晃次郎
Kojiro Aikawa / Managing Director

お客様に寄り添ったご提案をいたします
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伊藤忠エネクスグループ

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS 

　企業が本気で環境対策を考える時代が来てい
ます。持続可能な開発目標（SDGs）は、グローバ
ルゴールズとも呼ばれ、貧困に終止符を打ち、地
球を守り、2030年までにすべての人々が平和と
豊かさを享受できるようにすることを目指す普
遍的な行動を呼びかけるものとして、2015年に
国連サミットで採択されました。
　SDGsにはいくつもの目標がありますが、生産
工場を持つ企業における環境対策のソリュー
ションとして、CO₂の削減と消費電力の削減が実
現できる、太陽光発電の導入がお薦めです。
　例えば、300 kWのソーラーパネルを設置した
場合、１年間の予測発電量は約 420,500 kWh で
す。また、 CO₂の排出削減量は年間約 251,800 kg
となります。
　このCO₂の排出削減量においては、約17,800本
分の植林による削減効果と同程度です。
※1　概算発電量
※2　Co₂ 排出係数は、TGO（ Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization ）発表係数 0.599 kg / kWhを使用

　また、電気料金が年々上昇するタイにおいて
太陽光発電システムをレンタルで導入する場合、
太陽光発電による電力価格は固定となります。
　そのため、原油や天然ガスといった燃料価格の
変動やタイの電力会社の制度変更による影響を
受けずに済み、たとえ電気料金が年々上がり続け
たとしても、価格上昇のヘッジとなります。

(SDGs)

レンタルなら太陽光発電分の電力価格は固定のため、
国や電力会社の制度変更の影響を受けず、電力価格
上昇のヘッジができます。
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ピセック キティハナサーム
Pisek Kittithanasarn / Sale, Sales Section

ITC ENEX がお客様の工場屋根に
太陽光発電システムを設置

　　

　　●
太陽光発電システムで発電した電気は
全てお客様工場でご使用いただく

　　

　　●
毎月一定のレンタル料をお支払い

初期投資は一切不要
　　

　　●
　　　レンタル期間は 10 ～ 13 年
　　 ～
　　●

　　レンタル期間中は ITC ENEX が
設備の所有・管理・維持を行なうため
余計な手間や費用はかかりません

　　

　　●
契約期間満了後は

太陽光発電システムをお客様に譲渡
　　

 

　当社の太陽光発電システムはレンタルという形態ですので、初期費用（設備投資）
が不要となります。太陽光パネル（モジュール）、パワコン（インバーター）など、必要
な設備は当社費用にて設置します。
　加えて、事前調査／設置に関する申請手続き／自治体や省庁への申請などは当社
が代行しますので、太陽光発電導入のハードルが大変低くなっています。
　また、レンタル期間中の修理代や部品交換代、メンテナンス費用などの追加料金は
かかりません。太陽光パネルの清掃（年２回実施）／設備点検  （年２回実施）などO＆
M（運用 ・ 保守点検）サービスが付帯しています。
　遠隔監視により稼働状況をチェックしますので、いち早くトラブルを把握し、お客
様にご相談の上、迅速に対応します。

Customer Profit
お客様メリット
Rental fee
レンタル料

Electric fee
電気料金

Electric fee
電気料金

Customer Profit
お客様メリット

Electric fee
電気料金

Current
契約前

Rental
レンタル契約中

After termination
契約満了後

契約満了後は
システムをお客様に譲渡いたします。

（契約期間は10 ～ 13年）
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▼ QRコードで ITC ENEX （Thailand）のホームページへ！
(

59/16, Serm-Mit Tower, 10th Fl., Room No. 1016/1, Sukhumvit 21 Rd., 
Kongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

ITC ENEX (Thailand) Co., Ltd.

Tel: +66 (0) 2 - 258 - 6951 担当：臼井 （日本語）／ Oum （Thai）

伊藤忠エネクスグループ

　世界中の政府・企業がネットゼロをキーワードに脱炭素化の取り組みを加速させ
ています。温室効果ガス排出量が大きい電力部門でも、従来の化石燃料から再生可
能エネルギーへの転換は不可避となっています。
　太陽光発電は、お客様の工場などで使用する電力を太陽光で賄い、電気料金を削
減するのは無論のこと、温室効果ガス（主にCO₂）の削減に非常に有効です。
　企業が事業の使用電力を100 ％ 再生エネルギーで賄うことを目指す国際的なイ
ニシアティブ 『RE100』 には、世界で 300 社以上、日本からも 50 社以上の企業が加
盟しており、当社は太陽光発電のレンタルサービスに加え、『 再生エネルギー証明
書（I-REC）』の取り扱いにより各企業の環境対策もサポートします。
　また、タイにおける太陽光発電システム導入には、設置に伴う BOI 恩典というも
のがあります。
　「省エネ ・ 代替エネルギー使用 ・ 環境負荷軽減のための投資奨励措置 」というこ
とで、 BOI 申請を行なうと ① 機械の輸入税の免除  ② 法人所得税の 3 年間の免除
（土地代および運転資金を除く生産効率向上のための投資金額の 50％ を上限とす
る）を享受できます。
　ITC エネクス（タイランド）では、電気料金削減という実質的なメリットだけでは
なく、タイで操業するお客様のイメージアップにも貢献したいと考えています。
　当社のWEBページにも情報が記載されていますので、ぜひ下のQRコードを使っ
てアクセスしていただければと思います。

---

---

---  

 

---

---

--- Thailand

---  

臼井 彰
Akira Usui / Sales Manager
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