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日本では稀な、同時通
訳対応有りの国際PVカ
ンファレンス

O&Mプロバイダー、
アセ
ットマネージャー、投資
企業など太陽光バリュ
ーチェーンに関わる300
名以上の参加者

50名を超える講演者を
お招きし、専門知識や
実際の経験、将来のビ
ジョンについて共有

20以上のスポンサー・
パートナー企業

アジア最大級、太陽光発電のO&Mとアセット/ポートフォリオマネジメ
ントに特化した唯一のカンファレンス
日本と海外のPVプレイヤーの交流の場であるソ
ーラーアセットマネジメントアジアが再び開催さ
れます。第4回目の開催となる2018年度のイベント
は、
アセット/ポートフォリオマネジメント企業、IPP
企業、電力会社、
プロジェクト開発企業、金融・投資
関連企業、O&MサービスプロバイダーなどPV業界
をリードする企業の方々が参加されます。講演で
は、PV業界の第一線で活躍する方々が現在の日本

のPV市場の反映、
そして経験や知識の共有をしま
す。講演のトピックは運用パフォーマンスの最適
化からリスク削減、
セカンダリー市場に至るまで、
技術的・財務的なトピックの両方を網羅していま
す。
300名以上の参加者を見込む2018年度のイベ
ントも、
日本で唯一のプロフェッショナルかつユニ
ークなカンファレンスとして、実りあるネットワー
キングの機会をご提供いたします。

講演では日英同時通訳システム
をご利用いただけます

ソーラーアセットマネジメントのキーワード
メンテナンス アセットマネジメント

現場警備 – パネルクリーニング – パネルの除雪
修景 - 予防保全
事後保守 - 事前保守
修復ストラテジー

報告書 – 請求書 – 会計 - サービスプロバイダ
監督 - SPV管理 - 保険・補償請求管理 – 保証管理
PBA所有者管理インターフェイス
サービスレベルの考慮事項

オペレーション

保守監督
パフォーマンス監視＆分析
プラント制御 – スペアパーツ管理
グリットコンプライアンス – 停電スケジュール
安全衛生コンプライアンス

効率化

稼動期間の最大化 – データ/パフォーマンス
エンジニアリング – 予測 – 発電所の品質向上
レトロフィット戦略 – サービスプロバイダーへの
動機付け - 発電所のリモート制御
補助サービスバッテリーのストレージ統合
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ポートフォリオマネジメント

新規資産の統合
ポートフォリオ全体の標準化
インソーシング・アウトソーシングの
考慮事項 - 分 散リソース

投資管理

キャッシュフロー管理 – セカンダリーマーケット
借換え – 資産評価 – 主要評価指標（KPI)
ポートフォリオ証券 – 資産譲渡
最適化 – ストックリストファンド
継続するための計画
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プロジェクト視察
5月23日

千葉 · 山倉水上メガソーラー発電所

プロジェクト視察 - 千葉 · 山倉水上メガソーラー発電所
京セラTCLソーラー合同会社（東京センチュリー株式会社
と、京セラ株式会社が共同出資）は、2018年3月、千葉県市
原市にて日本最大の水上設置型太陽光発電所である
「千
葉・山倉水上メガソーラー発電所」を稼働させました。
こ
の発電所は日本最大規模であり、弊社が発行した「世界の
稼働済み水上太陽光発電プロジェクト規模別ランキング
TOP70」にも3位にランクインするほどのプロジェクトです。
このプロジェクト視察では、工業用ダムに浮かぶ日本最大
規模の水上太陽光発電所の計画から建設に関する説明、
シ
ステムデザインやO&M、
そして技術的な説明に加え、実際
のサイトを見学する機会をご提供いたします。

水上太陽光発電市場は爆発的なペースで成長してきまし
た。今回更新した「世界の稼働済み水上太陽光発電プロジ
ェクト規模別ランキングTOP70」の記事内における、
トップ
70発電所の累計発電容量は昨年度のランキングに比べ、2
倍以上も増えました。今回のプロジェクト視察では、
より実
践的な知識と洞察、そして他では経験することのできない
プライベートなネットワーキング機会の両方を皆様にご提
供いたします。

当日の予定
09:00 | 集合（有明周辺を予定）
09:15 | バス出発
10:30 | 到着と登録
10:45 | 発電所についての紹介。
イントロダクション＋ビデオ
11:05 | ダム周辺のツアー：システム設計とO&Mの説明
11:45 | Q&A
12:00 | 視察終了、帰りのバス乗り場まで集合
13:15 | 東京に到着、解散
京セラTCLソーラー合同会社について：

このプロジェクト視察は
京セラ株式会社様のご
協力のもと、開催いたし
ます。
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京セラTCLソーラー合同会社は、2012年8月の設立以来、
本発電所を含めて全国で61ヵ所、合計約184.7MW※3の
太陽光発電所を開設しました。
この内、水上設置型発電所
は本発電所で7ヵ所目となり、
日本国内に数多くあるダム
やため池の有効活用を図るとともに、再生可能エネルギ
ーの普及 · 促進に努めています。
京セラTCLソーラー合同会社、東京センチュリー株式会社、
京セラ株式会社は、今後も太陽光発電事業を通じ、地球環
境保全ならびに循環型社会の形成に寄与してまいります。
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プログラム１日目
5月24日
09:00 | 開会の言葉
セッション 1 | オープニングセッション
09:15 | 日本の太陽光発電市場の概要と改正FIT法に関する最新情報
梶 直弘 /// 資源エネルギー庁 新エネルギー課 総括補佐 - 経済産業省

10:00 | アジアの太陽光発電市場の概要
• アジア主要PV市場の太陽光発電設備導入容量
• 日本企業の海外における成功事例
• アジア地域のPV市場は今後どのように成長するのかー予測と展望ー
貝塚

泉 /// 調査事業部 部長 - 株式会社資源総合システム

10:30 - 11:15 コーヒーブレーク
セッション 2A | プラントパフォーマンス

セッション 2B | アセットマネジメント

11:15 | アセットパフォーマンスと点検に関する洞察

11:15 | 日本におけるアセットマネジメント

• 現在のプラント検査の方法論と傾向
• 損失、故障、加速劣化の根本原因
• リパワリングを検討する場合

• アセットマネージャーの責任範囲
• 資産管理のための適切なツール選択
• 業務をインソーシングする際とアウトソーシングする際そ
れぞれの考慮事項
• 銀行や投資者へのレポートや、やり取りについて

司会者: マーティン・メズマー /// 創設者 - M2PV

近藤 茂樹 /// カントリー・ディレクター - AMPTジャパン

平山 裕二朗 /// マネージングディレクター - オクターヴジャパン
鷲見 仁康 /// カントリーマネージャー＆アセットマネジメント部
長 - GSSGソーラー
五条 為展 /// プロジェクトファイナンス部門長 - 三井住友信託銀行

12:00 | 稼働する前の段階について考える：EPCとプロジェク
ト開発がその後のO&Mに与える影響
•
•
•
•

プラント性能における地形変動の影響
架台に求められる必要条件
プラント設計がO＆M活動にどのように影響するか
設計および設置上の欠点に関するケーススタディ

司会者: マーティン・メズマー /// 創設者 - M2PV

12:00 | ソーラーポートフォリオの拡大
• 「ポートフォリオレベル思考」
と
「アセットレベル思考」の
基本的な違い
• ポートフォリオ全体で考えるO&M契約の作成：要件や相
違点
• 補償請求に対する効果的な対応とは
• 成長するIPPを構造化することで学んだ教訓
百合田
会社

和久 /// 事業開発部 運営管理チーム長 - オリックス株式

12:45 - 14:00 ランチブレーク
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プログラム１日目
5月24日
セッション 3A | オペレーション＆メンテナンス
14:00 | 日本のO＆Mの枠組み
•
•
•
•

鳥瞰的な視点からみるO&Mガイドライン
電気技術者の役割と責任
般的なトラブルシューティングのケーススタディ
山岳地帯雪原地帯における要件と運用のベストプラク
ティス

渡邉 敬浩 /// 技術運用管理部ゼネラルマネージャー - アドラー
ソーラーワークス
渡辺 伸介 /// O&M事業部責任者 - トリナ・ソーラー・ジャパン・
エナジー株式会社

セッション 3B | インベストメントファンド
14:00 | 太陽発電光投資におけるプライベートファンドの
戦略
• 既存するファンドの構造や経験
• 投資機会の多様化の理由
• ファンドを効果的に管理するためのベストプラクティス
司会者: 松本 直之 /// トランザクションアドバイザリーグループパー
トナー - KPMG

志村 隼人 /// SATM 取締役 インフラ投資部長兼ファンドマ
ネージャー - スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント株式
会社
向山 哲史 /// 丸の内インフラストラクチャー株式会社 取締役

14:45 | 低圧のC&I（商用&産業用）PV発電所

14:45 | インフラファンド市場への上場

• C&Iモデルを加速させるには？またそのリスクについて
• 小規模なPVシステムにおけるO&Mプランには何が含ま
れているのか。
またそのプランの根拠について
• 低圧分野におけるO&Mのトレンド

• ファンドの構造と上場までのプロセス
• インフラ資産のリスクとリターンの特性
司会者: 松本 直之 /// トランザクションアドバイザリーグループパー
トナー - KPMG

髙橋 衛 /// 代表取締役社長 - タカラアセットマネジメント株式
会社
中村 哲也 /// 取締役投資運用部長 - カナディアン・ソーラー・ア
セットマネジメント株式会社

15:30 - 16:15 コーヒーブレーク
セッション 4 | PV市場の成熟度合い
16:15 | 日本の太陽光発電市場の学習曲線を加速させるには
•
•
•
•

国外の成熟したPV市場における現在のトレンド
日本におけるO&Mとアセットマネジメントのデジタル化の状況
日本のサービスプロバイダーはどのように革新していくべきか
オーナーとサービスプロバイダー間の期待を一致させるには

百合田 和久 /// 事業開発部 運営管理チーム長 - オリックス株式会社
ホルヘ・デ・ミゲル /// 日本地域マネージャー - Vector Cuatro
ジェームス・パゴニス /// ディレクター - Powerhub

17:00 ネットワーキングドリンク
19:00 ネットワーキングディナー
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プログラム２日目
5月25日
09:00 | 開会の言葉
09:15 | 基調講演 - 持続可能なエネルギー社会の道：2050年までに再生可能エネルギー100%を目標に
飯田

哲也 /// 所長 /// 認定NPO法人環境エネルギー政策研究所（ISEP）

セッション5 | PVセカンダリーマーケット
09:45 | 日本のPVセカンダリー市場：教訓&ケーススタディ
• 日本におけるPVセカンダリー市場の概要
• 適切な機会と取引相手の選択
• 主な成功要因とよくある間違った認識
司会者: デイビッド・リット /// 教授 - 慶応技術大学大学院 法務研究科

江口
三宅
土井
若山

直明 /// 銀行・金融プラクティス・グループリーダー - ベーカー&マッケンジー法律事務所
哲史 /// 統轄次長 - 新生銀行
聖 /// 執行役員 - ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社
和夫 /// 専務代表理事 - 一般社団法人 日本資産評価士協会(JASIA)

10:30 - 11:15 コーヒーブレーク
セッション 6A | データマネジメント

セッション 6B | アセットの評価と保険

11:15 | データの取得と分析

11:15 | 太陽光アセットの査定とリスクアセスメント

• KPIの標準化と近代化
• モニタリングシステムに期待すること
• ドローンがもたらす価値と可能性

• 日本における太陽光発電所の査定：現在の原資産価値
の欠点とリスクアセスメント
• 限られた履歴データに基づくアセットパフォーマンスの
モデリング方法

石井 康司 /// 電力事業本部 Data Solution部 部長 - SBエナジ
ー株式会社

松川 洋 /// 再生エネルギーシニアコンサルタント - モットマク
ドナルド
森本 晃弘 /// 事業本部長 - 株式会社CO2O
マルティン・シュタイン /// ディレクター - AMP株式会社

12:00 | データ分析の導入

12:00 | リスクの軽減や回避のストラテジー

•
•
•
•

•
•
•
•

OPEXを削減する機会
予防保全を可能にするには
遠隔操作に可能なことと、要求されること
デジタル化と機械学習の今後の動向

保険とコンポーネント保証の相互作用
運用と発電のリスクを軽減する戦略の最新の動向
リスク低減ソリューションに対する資産運用者の期待
ケーススタディと起こりうる結果

ソック・チャンヴィボル /// アセットマネージャ - PACIFICO
ENERGY

12:45 - 14:00 ランチブレーク
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プログラム２日目
5月25日
セッション 7A | グリッド&ストレージ

セッション 7B | FIT制度の進化

14:00 | グリッド運用

14:00 | 補助金なしのPV制度への移行

•
•
•
•

• FIT制度から他の制度への移行：海外の事例や経験
• CAPEXとOPEXの国際動向と日本での事例
• 投資家の投資意欲の変化と、認識されるリスク

現在電力会社が保持するグリッド接続容量
入札制度におけるグリッド接続のプロセス
出力抑制の財務リスクを評価するには
グリッド革命：スマートグリッドとVPP

司会者: 松川 洋 /// 再生エネルギーシニアコンサルタント - モット
マクドナルド

ジョン・リリック /// ビジネス開発ディレクター - Consensys

イヴォンヌ・リウ /// 太陽光&分散型発電 アソシエイト - ブルー
ムバーグニューエナジーファイナンス
マーティン・メズマー /// 創設者 - M2PV
樋口 航 /// パートナー - アンダーソン・毛利・友常法律事務所

14:45 | 蓄電池（バッテリーストレージ）

14:45 | 第1回目の入札を振り返る

• 太陽光発電所 + 蓄電池の機会と、現在のステータス
• 蓄電池市場を発展させる起爆剤になりうる、現在のPV市
場を取り巻く状況について
• ブラックボックスを開けてみる：蓄電池のリスクマネジメ
ントと緩和方法
• O&M制度の中で蓄電池が果たす役割とは

• 何を改善すべきなのか？ 最初の入札制度の内容や要
件、結果の反映
• 2018年に行われる入札への期待と予測される業界の
関与

司会者: 松川 洋 /// 再生エネルギーシニアコンサルタント - モット
マクドナルド

松田 道郎 /// リスクソリューション部 部長 - Munich Reジャ
パン
ジャスティン・ウー /// アジア・パシフィック地域代表 - ブルーム
バーグニューエナジーファイナンス

15:30 - 16:15 コーヒーブレーク
セッション 8 | 今後の見通し
16:15 | 日本におけるソーラーインテグレーション：フューチャーグリッド＆PV出力制御実証プロジェクト
深津

尚明 /// 技術開発部 分散電源出力制御プロジェクトマネージャー - 東京電力ホールディングス株式会社

16:45 | 日本の太陽光発電市場の歩む道：その先にあるものは
•
•
•
•

日本のPV市場が発展し続けるための適正なFIT価格は？
低FIT価格におけるビジネスモデルの再構築
破壊的なサービスモデルとそのための技術
現在の日本におけるPV市場動向が3年後にどのように影響するのか

酒井
井上

正行 /// 代表取締役・創設者 - CO2O株式会社
徹 /// インフラ ストラクチャー・ストラクチャードファイナンス 部長 - ゴールドマンサックス証券

17:30 閉会の言葉 & ネットワーキングドリンク
カンファレンス終了
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ゲストスピーカー

飯田

哲也

所長 / 認定NPO法人環
境エネルギー政策研究所
（ISEP）

中村

哲也

深津

尚明

泉

調査事業部 部長 / 株式
会社資源総合システム

志村

酒井

隼人

取締役投資運用部長 /
カナディアン・ソーラー・
アセットマネジメント株
式会社

SATM 取締役 インフラ投
資部長兼ファンドマネージ
ャー / スパークス・アセッ
ト・トラスト＆マ
ネジメント株式
会社

江口

直明

貝塚

技術開発部 分散電源出
力制御プロジェクトマネ
ージャー / 東京電力ホー
ルディングス株式会社

正行

代表取締役・創設者 /
CO2O株式会社

銀行・金融プラクティス・
グループリーダー / ベー
カー&マッケンジー法律
事務所

平山

マネージングディレクタ
ー / オクターヴジャパン

裕二朗

事業開発部 運営管理
チーム長 / オリックス株
式会社

マーティン・メズ
マー

髙橋

衛

山時

義孝

哲史

創設者 / M2PV

代表取締役社長 / タカラ
アセットマネジメント株
式会社

松川

洋

百合田

和久

代表取締役 / メテオコン
トロールジャパン

再生エネルギーシニアコ
ンサルタント
/ モットマクドナルド

イヴォンヌ・リウ

三宅

太陽光&分散型発電 ア
ソシエイト / ブルームバ
ーグニューエナジーファ
イナンス

統轄次長 / 新生銀行

井上

ジェームス・パゴ
ニス

徹

インフラ ストラクチャー・
ストラクチャードファイナ
ンス 部長 / ゴールドマ
ンサックス証券

ディレクター /
POWERHUB

近藤

茂樹

カントリー・ディレクター
/ AMPTジャパン

ゲストスピーカーについての詳しい情報はウェブサイトにて常時更新されておりますので、下記のリンクからご覧ください：

http://solarassetmanagement.asia/speakers-jp
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ゲストスピーカー

ジョン・リリック

森本

晃弘

ビジネス開発ディレクタ
ー / CONSENSYS

事業本部長 / 株式会社
CO2O

樋口

渡辺

航

パートナー / アンダー
ソン・毛利・友常法律事
務所

向山 哲史

丸の内インフラストラク
チャー株式会社 取締役

土井

聖

伸介

O&M事業部責任者 / トリ
ナ・ソーラー・ジャパン・
エナジー株式会社

松田

道郎

リスクソリューション部
部長 / Munich Reジ
ャパン

ジャスティン・ウー

執行役員 / ジャパン・リ
ニューアブル・エナジー
株式会社

アジア・パシフィック地
域代表 / ブルームバー
グニューエナジーファイ
ナンス

ルシアン・リウ

石井

O&Mマネージャー
/ SAFERAY株式会社

デイビッド・リット

教授 / 慶応技術大学大学
院 法務研究科

康司

マルティン・シュタ
イン
ディレクター
/ AMP株式会社

ソック・チャンヴィ
ボル
アセットマネージャ /
PACIFICO ENERGY

渡邉

敬浩

鷲見

仁康

松本

直之

技術運用管理部ゼネラル
マネージャー / アドラー
ソーラーワークス

カントリーマネージャ
ー＆アセットマネジメン
ト部長 / GSSGソーラー

電力事業本部 DATA
SOLUTION部 部長 /
SBエナジー株式会社

トランザクションアドバ
イザリーグループパート
ナー / KPMG

ホルヘ・デ・ミゲル

セバスチャン・ペト
レツェク

日本地域マネージャー /
VECTOR CUATRO

副部長 / テュフ ライン
ランド

ゲストスピーカーについての詳しい情報はウェブサイトにて常時更新されておりますので、下記のリンクからご覧ください：

http://solarassetmanagement.asia/speakers-jp
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ゲストスピーカー

若山

和夫

専務代表理事 / 一般社団
法人 日本資産評価士協
会(JASIA)

五条

為展

プロジェクトファイナン
ス部門長 / 三井住友信
託銀行

ヴィ―シャル・プナ
ミヤ
代表取締役 / Dronegrid

梶 直弘

資源エネルギー庁 新エ
ネルギー課 総括補佐 /
経済産業省

上記以外のゲストスピーカー情報も後ほど更新予定です。

ゲストスピーカーについての詳しい情報はウェブサイトにて常時更新されておりますので、下記のリンクからご覧ください：

http://solarassetmanagement.asia/speakers-jp
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コミュニケーションツール
ソーラーアセットマネジメントアジアでは、皆様に講演やネットワーキン
グ時間を最大限に活用いただけるよう、革新的なツールとプラットフォー
ムをご提供いたします。

Sli.do（スライド）
講演中は、
「Sli.do]というウェブサービスを使
用します。Slidoは、会場の方々の質問を匿名で集めることができる
サービスです。
このアプリを使用することで主催者、
スピーカー、そ
の他参加者全員が、
リアルタイムで質問・フィードバックを共有す
ることが可能になります。講演者は、講演中に簡単な投票形式で
の質問を投げかけることができます。匿名なので、気軽に投票に
参加したり、質問をしたり、その質問に答えたりすることができま
す。講演プログラムのセッション開催中、司会者はこのアプリを使
用し、
スピーカーやパネリストの方々が質問することを手助けする
ことができます。
ダウンロードやインストールする必要はなく、
スマ
ートフォン、
タブレット、
ノートパソコンから簡単にアクセスできま
す。

Solarplazaアプリ
ソーラーアセットマネジメントアジアではイベン
ト専用のアプリをご用意しております。
このアプリではカンファレンス開催前から、参加
者に事前にミーティングのアポイントを申し込む
ことができます。
また、
アプリ内には講演プログラムや講演者、展
示企業の名前とブース位置などの情報も載せてありますので、
より
スムーズでユニークなイベント体験が可能になります。
アプリは開
催2週間前からダウンロードが可能になる予定です。
カンファレン
スに参加される皆様は、
このアプリを事前にダウンロードしておい
てください。

www.solarassetmanagement.asia
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2018年度の参加企業・団体

ウェブサイトにて毎週参加予定企業を更新しています：http://solarassetmanagement.asia/attendees-jp
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会場

東京コンファレンスセンター・有明
ゆりかもめ「有明」
「国際展示場正門」駅より徒
歩4分
りんかい線「国際展示場」駅より徒歩5分
羽田空港からバスまたはタクシーで約25分
「品川」駅からタクシーで約20分
「新橋」駅まで約24分（ゆりかもめ利用）
東京コンファレンスセンター・有明
〒135-0063 東京都江東区有明3- 7 -18
有明セントラルタワー 3F・4F
TEL：03-3570-6111
FAX：03-3570-6112
E-mail：ariake@tokyo-cc.co.jp

より詳細な情報はこちらのウェブサイトをご参照ください : http://solarassetmanagement.asia/venue-jp
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2017年度の
カンファレンス記録

+250 50+

名を超える参加者

組織タイプ

名の講演者/
パネリスト

30+

スポンサー &
パートナー

役職

製造業

15%

マネージャー

41%

O&Mサービス業

12%

ディレクター

24%

プロジェクト開発業

12%

執行役員レベル

23%

コンサルタント業

10%

アナリスト/コンサルタント

8%
4%

電力会社/IPP

9%

アソシエイト/パートナー

アセットマネジメント業

7%

金融/投資関連業

7%

参加者（参加企業）の活動拠点

建設／設備工事業

7%

メディア

その他のアジア地域国

6%

5%

4%

モニタリング/データマネジメント業

ドイツ

3%

3%

代理店

その他のヨーロッパ地域国

2%

1%

その他

その他の国

11%

参加者のカンファレンスに対する評価は？
総合評価：

8 10

日本

86%

外国人・日本人比率
日本人

65%

外国人

35%

74%

の参加者がこのカンフ
ァレンスを友人または
同僚に薦めると回答

“興味深いリード企業と出会い、
日本市場について知ることができる良い場”
“日本で活躍する太陽光業界プレーヤーとって最高のネットワーキング

62%

の参加者がこのイベントに参
加したことで取引・商談を成
立させる自信が有ると回答

--ビジネス開発
部門

イベント”

--APAC事業創業
責任者

“日本のPVプロフェッショナル達が集う、素晴らしいイベント”

--グローバル
O&M部門部長

より詳細な情報はこちらのウェブサイトをご参照ください:
http://solarassetmanagement.asia/sam-track-record-jp
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ソーラーアセットマネジメントアジア2017－フォトギャラリー
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スポンサー＆パートナーシップの機会

2日間に及ぶこの国際カンファレンスには、
プロジェクトの決定権を持つハイレベルな参加者が世界
中から集まります。弊社のスポンサーシップパッケージでは、投資事業、金融事業、
プロジェクト開発事
業、EPC事業、IPP事業や製造業事業などに携わる国内外のステークホルダーの方々に向け、貴社のブラ
ンドの構築やプロモーションの促進をお手伝いするためのオプションを多数用意しております。
オプションの一例：
•

ブランディング、ネットワーキングに焦点をあて
たパッケージ（オプションは個別にカスタマイ
ズが可能です）

•

主要なステークホルダーと1対1でのミーティン
グをアレンジ

•

オンライン・オフラインを問わず、視認性の高い
国際規模のマーケティングキャンペーン

•

プレゼンテーションやパネルディスカッション
へのご登壇の機会の提供

•

カンファレンス開催中に個別の円卓会議や昼
食会をアレンジ

•

O&M・アセットマネジメントにターゲットを絞っ
た、他に類を見ない独特のネットワークの機会

スポンサーシップおよび展示パッケージの内容や詳
細について、
英語でのご質問がある場合は下記の担
当者までご連絡ください：

ユーゴ・アウレンブルック

イェンス・ヴァンデラーン

アカウントマネージャー

アカウントマネージャー

hugo@solarplaza.com
+31 10 302 7910

jens@solarplaza.com
+31 10 302 7910

スポンサーシップパッケージの数には限りがあり
ますので、
ご検討される場合はお早めにご連絡く
ださい。
日本語でのお問い合わせは、
南野沙織(みなみの さ
おり）
(saori@solarplaza.com)までご連絡ください。
南野 沙織
プロジェクトアシスタント

saori@solarplaza.com
+31 10 302 7902

www.solarassetmanagement.asia
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スポンサー企業

ダイヤモンドスポンサー

ゴールドスポンサー

ネットワーキング
スポンサー

エキシビション
スポンサー

ブランディング
スポンサー

2018年度スポンサー＆出展企業に関する詳細はこちらをご覧ください：
http://solarassetmanagement.asia/sponsors-jp
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パートナー企業

サポーティングパートナー

コンテンツパートナー

メディアパートナー

2018年度パートナー企業についての詳細はこちらをご覧ください：
http://solarassetmanagement.asia/partners-jp
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お問合せ

カンファレンスのプログラ
ムやイベント内容、
ウェブ
内コンテンツについて

イベント・ウェブサイト・コ
ンテンツ等、すべてに関す
る日本語でのお問合せ

出展スペースやスポンサーシップ詳細に
ついてのお問合せ

マルセル・ランゴーン

南野 沙織

Hugo Uijlenbroek

Jens van der Laan

プロジェクトマネージャー
marcel@solarplaza.com

プロジェクトアシスタント
saori@solarplaza.com

アカウントマネージャー
hugo@solarplaza.com

アカウントマネージャー
jens@solarplaza.com

+31102809 198

+31103027 902

+31103027 910

+31103027 910

株式会社CO2Oの関係者様は下記のディスカウントコードを利用し、
15%割引価格でカンファレンスチケットをお申込みいただけます。
酒井 正行 /// 代表取締役・創
設者 - CO2O株式会社

プラウド・ダイヤモンド
スポンサー：

割引コード CO2O-15 を利用すると

カンファレンスチケットから

15

%

割引

www.solarassetmanagement.asia/registration-jp
www.solarassetmanagement.asia

ソーラープラザは5万5000人を超える世界中のPVエキスパートやビジ
ネス関係者に信頼を置かれ、
日々仕事を遂行しております。当社のニュー
スレター、記事、インタビュー、市場レポート、業界レポート、それに加え
世界規模で開催されているイベントは、太陽光エネルギーが重要な役割
担う、再生エネルギーの未来への世界的な移行に活力を与えています。
2004年から今までに75以上のイベント・カンファレンス開催の実績をも
つ当社は、既存・新興市場を問わず世界中で市場を探索しております。

より詳細な情報・登録方法については

WWW.SOLARASSETMANAGEMENT.ASIA
をご参照下さい。

