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1

国際的で同時通訳有りのカンファレンス

2

300名以上のO&Mプロバイダーからインベスターま
で、太陽光バリューチェーンに関わる参加者

3

50名以上の講演者を招いて専門知識や実際の経験、
将来のビジョンについて共有

4

20社以上のスポンサーと、製品やサービスを展示す
る企業

講演では日英同時通訳システムをご利用いただけます

カンファレンスに参加するべき3つの理由：
日本の太陽光発電市場で活躍する主要な業界プレイヤーに会える

2018年度のイベントでは日本のトップ10PVオーナーのうち9社が参加＆40社以上
の投資期間やレンダーが参加

すべての主要トピックをカバーし国際的なケーススタディも学べる

運用中の太陽光発電所およびPVポートフォリオの最適化に焦点を当て、国内外の
ケーススタディも学べる

日本と海外、両方のステークホルダーが参加するイベント

国内の企業と海外の企業が協力関係を確立するための理想的なプラットフォーム
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2019 年講演プログラム概要
セッション1 - オープニング
日本の資産運用ランドスケープの変化とFIT法告示改正案の影響に関する考察
セッション2A - ライフサイクル品質保証
発電所の経年変化の検出および診断の
ケーススタディ

セッション 2B - O&M戦略と労働力
O&M契約、垂直的統合および太陽光発
電市場における労働力の状況

セッション3A - パフォーマンスエンジニア
リング＆パネルの汚損
プラント保全の最適化：パネル汚損と雪
対策

セッション3B - セッション3B - PVセカンダ
リー市場
O&M契約の潜在力の見積もり、評価お
よび影響の評価

セッション4 - 資産管理のためのデジタルツール
デジタルツールへの移行、OPEX削減の機会
セッション5 - 出力抑制：今後増え続ける？
出力抑制の予測や財務上の影響、および軽減策
セッション6A - メガソーラーから分散型
電源へ
分散型発電 & 水上太陽光発電

セッション6B - リスクマネジメントとリファ
イナンス
PV資産のリスク軽減とリファイナンス戦
略における重要な要素

セッション7 - イノベーションラボ

新たな技術や革新的サービス、そして将来を見据えたビジネス

セッション8 - 日出づる国 - The land of the rising sun 日本における太陽光発電の潜在的機会

ダイヤモンドスポンサー
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2019 年度スピーカー
百合田 和久
チーフストラテジー
オフィサー

酒井 正行
代表取締役・創設者

マーティン・メズマー
創設者

杉渕 康一
太陽光発電事業支援
部 部長代理

エティエネ・レコンプテ
代表取締役

ヴィ―シャル・プナミヤ
代表取締役

GLOBAL

PARTNER

井上 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

髙橋 衛
代表取締役社長

片山 洋一
パートナー

フィル・ナピエール・
ムーア
再生エネルギープログ
ラムリーダー

江口 直明
銀行・金融プラクティ
ス・グループリーダー

近藤 茂樹
カントリー・ディレクター

渡邉 敬浩
技術運用管理部ゼネラ
ルマネージャー

五条 為展
プロジェクトファイナ
ンスチーム長

ラケシュ・シヴァサンカ
ラン
日本地域O&Mマネー
ジャー

超早期カンファレンスチケット
購入期限は：
4
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2018 年度イベント参加企業セレクション

GLOBAL

PARTNER

参加者のコメント
「日本のPVアセットマネジメント業界のキーパーソンと出会え、最
新 のビジネススキームを共有でき国際PVプレイヤーの人たちと繋
がる ことができる最高の機会」

--株式会社資源総合システム

「日本で唯一、本当の国際的な視点をもったPVイベント」

--ゴールドマンサックス

「世界でもトップクラスのアセットマネージャーが集まる、
日本の
太陽光発電市場のための最高のカンファレンス」

--3megawatt

「日本のプロの太陽光発電プロジェクトのコミュニティにとって素晴
らしいイベント」

ダイヤモンドスポンサー

--Sitemark
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2019年 5月30－31日

スペシャルネットワーキングイベント開催東京開催
！
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（金）18:00 - 21:00
日時：2019年3月1日
場所：ホテルサンルート有明

5th edition

スマートエネルギーWeek最終日、PV業界の方々とミートアップし、共に学び、
楽しみましょう。
イベントではビュッフェ形式のディナーとドリンクもご用意！

プログラム

18:00 受付開始
18:30「様々な分散型電力発電のモデル」

講演者：

マーティン・メズマー /// ReTC.io

18:45 「水上太陽光発電事業の開発とバンカビリティ」
19:00

菊池 達人 /// モットマクドナルドジャパン

ワークショップ（ラウンドテーブルディスカッション）
：
水上太陽光発電
C&I（商業・工業施設）向けエネルギーストレージ導入の経済性
日本におけるマーチャントPVプラント

パートナー
運営パートナー
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ネットワーキングイベント
リードパートナー：

参加登録はこちらから：
https://asia.solar-asset.management

ダイヤモンドスポンサー

2019年に開催予定のイベント
SOLAR ASSET MANAGEMENT
NORTH AMERICA
2019年3月26-27日
アメリカ・サンフランシスコ
northamerica.solar-asset.management
SOLAR ASSET MANAGEMENT
AUSTRALIA
2019年6月26日-27日
オーストラリア・シドニー
australia.solar-asset.management
SOLAR ASSET MANAGEMENT
MEXICO & CENTRAL AMERICA
2019年10月初旬（予定）
メキシコ・メキシコシティ
solarassetmanagement.mx
SOLAR ASSET MANAGEMENT
EUROPE
2019年10月中旬（予定）
europe.solar-asset.management

2019年3月8日までに

割引コード PVEXPO-10 を利用すると

10

%

割引

コンタクト

イベントやウェブサイトに関するお問い合わせは以下の担当者までご連絡下さい：
マルセル・ランゴーン

プロジェクトマネージャー
+31 10 302 79 04
marcel@solarplaza.com

南野 沙織

プロジェクトアシスタント
+31 10 302 79 02
saori@solarplaza.com

