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大規模発電設備建設
再生可能エネルギー事業に関する業務全般
（開発、
建設、
販売及び保守管理等）

Corporate name:
Establishment:
Location:

UNIVERGY K.K.
November 11, 2013
Head oﬃce
6th Floor, Halifax Building, 3-16-26 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
Contacts:
Telephone: 03-6229-3390 Fax: 03-6229-3391
Employees:
30 (Entire group: 180)
Contractorʼs license: (S-30) No. 145122
Business description: Large-scale power generation facility construction
General business related to renewable energy
(development, construction, sales and management/maintenance, etc.)

UNIVERGYは、国連が採択した持続可能な開発目的（SDGs）の達成に貢献していきます。
UNIVERGY continues to contribute towards
the Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the United Nations.

http://univergy.co.jp/

会 社 概 要

Corporate Overview

UNIVERGYは、

日本の技術力とスペインの知見を融合した

再生可能エネルギーのリーディングカンパニーです。
私たちは2013年の設立から東京とマドリッドを中心に、世界各地で
再生可能エネルギー事業の開発を手掛けてきました。
住宅用、産業用、農牧 業用など様々なニーズに合わせた太陽光発電
および風力発電の開発事業を行い、再生可能エネルギープロジェクトに

JA

おけるグローバルな開発 者という地位を確 立し、多くの企業と協力
しながらリーダーシップを発揮しています。

PA

N

現在までに、
日本国内で１GWを超える太陽光発電プロジェクトに携わり、
海外においても2.6GWのプロジェクト開発を行い、
また世界中に営業拠点を
開設するなど事業拡大を続けています。

UNIVERGY GROUP is

the lead in renewable energy

through the integration of Japanese technology
and Spanish expertise.

Spa i n

We have developed renewable energy businesses around the world, with focus on Tokyo and
Madrid.
We have demonstrated our leadership skills in collaborations with various companies and
established our position as a global developer for renewable energy projects, through
development in solar and wind power generation that caters to diverse needs that include
housing, industrial and agricultural requirements.
We have participated in solar power projects in Japan that exceed over 1 GW and developed
oversea projects in total of 2.6 GW and continue to expand operations throughout the world with
new business ideas.

茨城県つくば（つくばみらい） 2.2MW
Tsukuba, Ibaraki Prefecture (Tsukubamirai) 2.2 MW

茨城県つくば（筑波ストーンズ） 2.2MW
Tsukuba, Ibaraki Prefecture (Tsukuba Stones) 2.2 MW

ビジョン

茨城県桜川 1.5MW
Sakuragawa, Ibaraki Prefecture 1.5 MW

茨城県石岡 1.5MW
Ishioka, Ibaraki
Prefecture 1.5 MW

Vision

創造

世界中に再生可能エネルギー発電所を開発・建設し、
地域の皆様が安心安全に暮らせる社会を創造していきます。

Create

We will create safe and secure societies for regional citizens
through development and construction of renewable energy
plant facilities around the world.

提供

再生可能エネルギーの電力小売事業や製品開発を通じて、
クリーンで持続的な電力を各地域の皆様へお届けしていきます。

Supply

We will provide clean and sustainable electricity to various
regions through product development and electricity retail
operations for renewable energy.

調和

世界中の再生可能エネルギー発電所の電力及び情報をつなぎ合わせ、
次世代電力需給プラットフォームの構築に貢献していきます。

Harmonize

We will contribute towards constructing next-generation
electricity supply platforms by connecting information and
electricity from renewable energy plants all over the world.

茨城県袋田 27MW
Fukuroda, Ibaraki Prefecture 27 MW

広島県安芸高田 0.7MW
Akitakata, Hiroshima Prefecture 0.7 MW

埼玉県皆野 0.3MW
Minano, Saitama Prefecture 0.3 MW

青森県六戸 10MW
Rokunohe, Aomori Prefecture 10 MW

開発

土木設計
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開発
太陽光発電を主とした再生可能エネルギー開発の運営・開発に必要な土地の選定及び許認可(管轄省庁の許可、
ライセンスおよび承認)の取得し、工事着工前までのプロジェクト開発の全体を指揮監督します。

全てのプロジェクトにおいて、
実際に土地を訪れ、
太陽光プロジェクトに適しているかフィージビリティスタディを行い、
リスク管理も含め事業可能性のある場所を選定します。
土地が発電所建設に適切であると証明されると、
地権者と

Development

Civil design

EPC

O&M

Development
We will lead and supervise all aspects of project development up to commencement of construction,
with land selection and authorization (approval, licensing and permission from applicable ministries and
departments) necessary for the operation and development of renewable energy operations, with focus
on solar energy generation.

許認可を申請し、電力会社に接続を申請します。

We go on-location for all projects and conduct feasibility studies for optimal solar project areas, including
risk management to select locations with business potential. Once a location is certiﬁed as feasible for
power generation facilities, a lease or transfer agreement memorandum is exchanged between the
landowner, and a special purpose company (SPC) that owns the project is established before applying for
permits at applicable authorities and connections with electricity companies.

主な開発業務

Major development operations

土地の賃貸または譲渡契約の覚書を交わし、プロジェクトを所有するSPC(特別目的会社)を設立し、管轄省庁に

・土地の選定・調達
・プロジェクトの構想・企画
・フィージビリティスタディ
・事業収益性の評価償却の検討
・電力会社との契約及びライセンス管理

・Selection and procurement of land
・Project conception and planning
・Feasibility studies
・Consideration of value depreciation for operation proﬁtability
・Contract and license management with electricity companies

開発

土木設計
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土木設計

Development

Civil design

EPC

O&M

Civil works engineering

土木工事及び開発に必要な地形測量をしています。

We conduct topographical surveys necessary for civil development and construction.

最先端の技術を駆使し、測量士の長年の経験と専門知識により、GIS、写真測量、航空測量、UAV-UAS、土木工事

In addition to GIS, photographic surveying, aerial surveying, UAV-UAS, civil construction planning with

の設計に加え、クライアントへのコンサルティングなどを行っております。

主な土木設計業務
測量・地形調査

・トータルステーション
・全球測位衛星システム
・地理情報システム
・航空測量
・無人航空機(ドローン)による撮影
・現地踏査、現地測量
・土木工事の設計

our cutting-edge technology and expertise of seasoned surveyor technicians, we also oﬀer consulting
services for our customers.

Major civil design operations
地質・地盤調査

・地質調査
・水量調査
・地盤調査
・地価調査

Survey/land investigation

・Total station
・Global positioning satellite system
・Geographical information system
・Aerial surveys
・Photography by unmanned aircraft (drones)
・Site reconnaissance, on-site surveys
・Civil construction planning

Geological/subsurface investigations

・Geological investigations
・Water quantity surveys
・Subsurface investigations
・Land price research

開発

土木設計
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Development

EPCM
建築及び電気技術基準を厳格に順守しつつ、
最新技術を駆使し、
経験豊富なエンジニアリングチームがプロジェクトの
事業収益性を可能な限り最大化していきます。
事業主様や地元住民の方々のご要望に柔軟に対応し、
プロジェクトに
関わる皆様とのパートナーシップを大切にしながらEPCM業務を進めていきます。

Civil design

EPC

O&M

Engineering,Procurement,Construction＋Management
Our expert engineering team incorporates advanced technologies to maximize proﬁtability of each project, while
strictly observing construction and electricity technical standards. EPCM operations progress with close partnerships
with everyone related to the project. Additionally, ﬂexible correspondence regarding requests from business
operators and regional citizens will be implemented as well.

設計・事前調査

Design/prior investigation

プロジェクトの事業性はエンジニアリングによって決定づけられます。
私たちのエンジニアリングチームは、
施工性、
安全性、
耐久性の三つにフォーカスし、
最もコストパフォーマンスのよいソリューションをお客様へ提供していきます。

Feasibility of a project is determined by its engineering. Our engineering team focuses on the three points of
workability, safety, and durability, to provide the best solution cost-wise for our customers.

・造成設計・測量・杭打ち／引抜試験 ・架台強度計算 ・コスト比較・検討
・３Dパネルレイアウト図作成
・単線結線図作成 ・日陰シミュレーション ・想定発電量の算出
調達

これまで世界各国で数百MW以上の施工実績を経て、
今私たちは様々なサプライヤーから非常にリーズナブルな価格を
ご提示いただいております。
調達価格や納期だけでなく、
私たち調達チームはサプライヤーのバンカビリティ評価や
工場視察を行い、
最も信頼性の高い製品だけをお客様へお届けします。

・価格及び支払い条件の交渉 ・工場視察 ・サプライヤーの信頼性評価 ・物流監理
建設

建設業法に則り、主任技術者または監理技術者を配置し、現場作業員の施工管理、安全管理を行います。施工に
関わる電力及び行政府、近隣住民の方々と工事内容について合意したうえで、施工方法を考案し進めていきます。
また事業主様には進捗報告や情報共有を目的とし、写真付きの週間レポートをご提供しております。

・電力会社・行政とのスケジュール確認
・地元住民への工事説明
・自然災害時の緊急対応
・組立工事保険の加入
・レポートの作成・報告・設計図等との照合

design, surveying, piling/pull-out testing ・Frame strength calculation
・Formulation
Cost
comparison/consideration
of 3D model panel layout
・Creation of SLD
・Creation
Shade
simulation
・Calculation of anticipated energy generation
・
・

Procurement

Currently, we are being oﬀered extremely reasonable prices from various suppliers. In addition to procurement prices
and delivery times, our procurement team conducts bankability evaluation and factory inspections, to deliver only
the most trusted products to our customers.
Negotiations for price and payment condition
Factory inspections
Trust evaluations for suppliers
Logistics management

・
・

Construction

・
・

Construction and safety management is implemented for on-site workers , by dispatching chief engineers
or technical supervisors. Construction methods will be proposed only after agreements have been made
with regional citizens, the government and electricity organizations related to the project. Furthermore,
weekly reports with photographs are provided, with the goal of sharing information and project progress
with business operators.

conﬁrmation with electricity companies/government ・Construction brieﬁng for regional citizens
・Schedule
Emergency
correspondence during natural disasters
・Creation of reports/reporting/comparisons
・Entering Erection All Risks Insurance
with
blueprints,
etc.
・

開発

土木設計
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O&M

Development

Civil design

EPC

O&M

Operation and Maintenance

発電所の停電時間を最小限に抑えるため、ストリングやセキュリティカメラを常時遠隔監視し、異常時には現場へ

In order to minimize outage times in plants, constant remote supervision with string monitoring and

作業員を急派します。法定点検はもちろんのこと、最新技術を駆使したドローンサーモを利用し、クラスタ異常や

security cameras are conducted, and staﬀ will be dispatched immediately during an emergency. In addition

ホットスポットを速やかに発見するなどし、
発電所の事業収益性を向上させるために様々なサービスをリーズナブルな
価格で提供しております。

・ストリング監視(GPM SCADA)
・データロガーによる総合遠隔監視
・トラブルシューティング(GPM CMMS) ・緊急災害対応(GPM CMMS)
・除草作業
・パネル洗浄等

・ドローンサーモ点検

to legal inspections, advanced Drone Thermo technology is used to swiftly detect abnormal clusters or hot
spots. We oﬀer diverse services at a reasonable price to improve the proﬁtability of power plants.

・String monitoring (GPM SCADA) ・Overall remote supervision with data loggers
・Troubleshooting (GPM CMMS) ・Correspondence during emergencies (GPM CMMS)
・Drone Thermo inspections
・Grass cutting
・Panel washing, etc.

コンサルタント関係

Consultancy

海外進出支援

Support for overseas expansion

再生可能エネルギーを世界中に普及させるため、これまでの幅広い海外事業での経験を活かし、日本国内の
事業者様に向けて、海外における再生可能エネルギー事業進出のためのコンサルティングサービスを提 供
しております。

We o ﬀ e r co nsu l t at i o n s e r v i ce s f o r Ja p a n e s e co m p a ni e s a i m i n g to e x p a n d ove r s eas i n t h e
r e n e w a b l e e n e r g y b u s i n e s s , a p p l y i n g o u r r i c h e x p e r i e n ce i n ove r s e a s o p e r at i o ns tow a r d
promoting renewable energy throughout the world.

アセットマネジメント

Asset management

設置されたプラント設備について詳細な調査と徹底的なフォローアップを行いながら、それぞれのプロジェクトの
エネルギー生産性をより最適なものとしていきます。プロジェクトの監修を行いながら、予防、メンテナンスを
実施し、プラントの実際の発電量をコントロールします。これらを通じてお客様の資産を管理していきます。

We oﬀer thorough follow-ups and detailed investigations for installed plant facilities, to optimize energy
productivity for each project. Project supervision will be conducted, along with prevention and
maintenance, to control actual generation quantity from plants. These activities will protect our customersʼ
investments.

技術コンサルティング

Technical consultation

プロジェクトのあらゆる局面を予測し、開発の全ての領域で、完全なサポート、検査および調整を保証する
サービスやそれぞれの場合でのストラテジーを決定するために必要なすべてのツールを提供します。

製品開発

Product development

再生可能エネルギーを主とした様々な製品の開発及び販売を行っております。
私たちは大規模発電所の開発のみならず、新たに製品開発という形でインフラ整備が十分でない各地域等の
ニーズに応えられる製品をご提供していきます。

UNIVERGYオリジナルソーラーキット Kit Rapid

「 K i t R a p i d 」は 無 電化 地 域 や 電 力 不足の 地 域 に
住 む人 たちが いつで も簡 単 に電 気 を 使 用で きる
ように 、弊 社 が独自で開発した製品です 。
更に、この Kit Rapid は簡単に持ち運びや設置が
できるため、必 要な時、必 要な場所で発電できる、
多用途の製品です 。

We oﬀer all tools necessary to decide various strategies by forecasting various facets of a project,
and also oﬀer full suppor t and ser vices for inspec tion and ensure modiﬁcations in all areas of
development.

UNIVERGY original solar power kit Kit Rapid

“Kit Rapid” is an independently developed product
that allows easy access to electricity in areas with no
electricity or lacking electric power.
Furthermore, Kit Rapid is easily carried around and
installed, making it a diverse product that can be used
whenever and wherever necessary.

We also engage in various product development and sales, with focus on renewable energy.
In addition to large-scale power plant development, we also develop and oﬀer products that answer to
the needs in regions with underdeveloped infrastructure.

UNIVERGYオリジナル浄水システム Water Kit

UNIVERGY original water puriﬁcation system Water Kit

「Water Kit」は持ち運び可能な浄水システムです。
設置・メンテナンスも簡単で、Kit Rapidと併用すれば、
どこでも簡単に飲み水が手に入る弊社オリジナル
製品です。

“Water Kit” is a mobile water puriﬁcation system.
It is an original product from our company that
oﬀers easy installation and maintenance, and
using Water Kit with Kit Rapid will easily create
drinking water.

