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History

・ケーブル管理ソリューションの新ブランド「RUNNUR（ランナー）」を立ち上げ、建設市場に参入
・Xiamen C&D INC.及びXiamen Lide Groupと戦略的パートナーシップを締結 
・中国国家能源局（NEA）の支援のもと、中国全土での屋根建設型太陽光パネル（分散型）の展開を目指す試験プロジェクトを開始                                           
・新たなビジョンとミッションを反映したブランドの再構築に着手

現 在

2004
豪州 メルボルンで創業

・PVezRack®架台開発、特許取得
・豪州向けPVezRack®ソーラールーフ・シリーズ出荷開始
・豪州で販売店第１号が誕生
・小型家庭用パワーコンディショナー認証

・PVezRack®ソーラーテラスⅡ、ソーラーテラスⅢ、
  ソーラーマトリックスプロ、ソーラートリポッドを出荷
・SPH小型パワーコンディショナーをオーストラリアで出荷、
  電力会社と成約

2007
・中国 アモイで合弁会社を設立
・電力会社用パワーコンディショナーを開発
・米国で初めて代理店契約を結ぶ

2009
・PVezRack®ソーラーテラスⅠが豪州 ベンディゴ市で採用
・豪州市場で屋根設置架台でトップシェアを獲得

2011
・米国 カルフォルニアで子会社を設立、地上置３型８ＭＷを受注
・豪州国会議事堂でPV-ezRack®ソーラーマトリックスプロ採用
・大型ソーラー発電所でPV-ezRack®ソーラーテラスシリーズを多数採用
・英国 ノーザンプトンで子会社を設立
・大型パワーコンディショナー認証

2015
・PVezRack®ポストマウントｰＡシリーズ 出荷開始
・日本 累積オーダー500ＭＷを達成
・豪州開催ワールドソーラーチャレンジ(ソーラーカーレース)をスポンサード
・タイ事務所、フィリピン事務所を開設

2019
日本 累積オーダー980ＭＷを達成

2013
グローバル 累積オーダー1GWを達成

2017
上海証券取引市場へ上場

2008

・PVezRack®ソーラーテラスⅡｰＡ、ソーラーテラスⅢｰＡ、
  ソーラーテラスⅤ 出荷開始
・日本 累積オーダー400ＭＷを達成
・ISO14001認証取得

2014

・日本オフィス移転
・ソーラーテラスⅡ-F出荷開始

2018

2010

横浜にクリーンエナジージャパンを設立
2012

3D設計業務スタート
2016



・ケーブル管理ソリューションの新ブランド「RUNNUR（ランナー）」を立ち上げ、建設市場に参入
・Xiamen C&D INC.及びXiamen Lide Groupと戦略的パートナーシップを締結 
・中国国家能源局（NEA）の支援のもと、中国全土での屋根建設型太陽光パネル（分散型）の展開を目指す試験プロジェクトを開始                                           
・新たなビジョンとミッションを反映したブランドの再構築に着手

CEOのご挨拶

会社概要

Message

オーストラリアのメルボルンを拠点とし、世界各地に拠点を構えるクリーンエナジーは、
小規模のブティック型ソーラーソリューションプロバイダーから、世界的にその名を知られた
意欲的なスマートエネルギー企業へと成長し、4大陸にオフィスと約400人の社員を構えています。
クリーンエナジーの製品とサービスは、品質と革新の代名詞となり、再生可能エネルギー、建築、IT業界
に幅広いソリューションを提供しています。　

私たちは、市場の声に耳を傾け、業界の発展に合わせて成長してきました。
PVezRack®は、革新的で高品質なデザインと施工の容易さで、また社員は、信頼できるプロフェッショナルであることで
知られています。

製造事業

太陽光発電用の架台システム開発・販売とソリューショ
ンの提供を事業の柱とし、事業用から住宅用ルーフ太
陽光架台をはじめとして、トラッキングシステム、野立て
スチール架台システムの提供、そしてPE製品として接続
箱、インバーター、システムソリューション提供として発
電所の運用監視など多様な事業を展開し、現在20カ国
以上で販売されています。当社は、約100件の特許とソ
フトウェアの著作権を取得しており、また製品製造に関
してISO9001、ISO14001をはじめ、ドイツのTUV、中
国のCQC、EUのCEなど専門機関の認証を取得してい
ます。

クリーンエネルギー
サービス事業

当社のグループ会社である、クリーンエナジー・エネルギ
ー・エンジニアリングは太陽光発電、風力発電、省エネ・
環境保護開発分野に取り組んでおり、設計コンサルティ
ング、プロジェクト管理、EPCパッケージなどの幅広いサ
ービスをお客様に提供しており、お客様へクリーンエネ
ルギープロジェクトをサポートしています。国内・海外の
多くのプロジェクトを通して蓄積された豊富な経験によ
り、クリーンエナジー・エネルギー・エンジニアリングは、
優れた品質の太陽光発電所、風力発電所及び地熱と電
力が統合されたプロジェクトを効果的に削減し、システ
ム効率を改善することにより、よりクリーンな環境に優
しい再生可能エネルギ―電力と地熱統合ソリューショ
ンを提供しています。

クリーンエネルギー
投資事業

当社の共同戦略パートナー及び関連機関は、国内・海
外で太陽光発電所、風力エネルギー及びその他のクリ
ーンエネルギーへの投資を実施し、「産業チェーン規模
の拡大」を目標にクリーンエネルギーの促進という使命
の実践に向かって前進し続けています。

仲間や外部のステークホルダーを大切にする情熱的なプロ集団として、Clenergyは社会的責任を非常に重視
します。その観点から、当社は教育、再生可能エネルギープロジェクトや災害救援活動などのグローバルな非営
利活動への支援を行っています。
クリーンエナジーは創業以来、企業の社会的責任（CSR）を事業活動の一環に位置づけています。また、持続可
能な未来に向けて世界を一歩でも前に進めるため、働く仲間のすべてがビジョンと価値観を共有しています。
社員全員そしてClenergyに協力してくださる外部の方々にも当社の厳格な指示や規則を遵守してほしいとい
う願いを込めて、当社はガイドラインにCSRを含めています。
数々の事例を通じ、当社はパートナー、協力会社、サプライヤーなど外部のステークホルダーの皆様に、基本的
なコンプライアンスの遵守のみならず、社会への還元への意識を促しています。こうした仲間たちと共に、当社の
価値観を反映した活動を支援し、持続可能な環境づくりを推進していきます。

Daniel Hong（ダニエル・ホン）
クリーンエナジー CEO

About Us

継続的な改善を推進するために、私たちはお客様からのフィードバック、開発、サービス、社員、パートナーに多くの時間と資源を
投資しています。このようなアプローチにより、クリーンエナジーはエネルギー分野の専門家としての評判を得ており、信頼されるブラント
になっています。
クリーンエナジーは多様な製品の中から、社員で検討を重ねて現場の状況にあった製品を選び、架台を設計します。
そして施工は、弊社社員の施工に関する専門知識と経験がお客様のお役に立つと信じています。



SolarTerrace II-F （ソーラーテラス II-F）
プリアッセンブル杭打式地上設置型太陽光発電架台システム

設置場所 地上

傾斜角

基準風力 34m/s

垂直積雪量 40cm 以下

積雪荷重 20N/ ㎡ /cm（一般地域）

モジュール情報 2066x1160x35mm

パネル配置 横置き4段 x6列 縦置き2段 x6列

杭タイプ 打込み杭(ラミング)

土壌条件 N５

パネル前面地上高 800mm

オプション品 アースクリップ

設計例

Products

Ez Tracker D （イージートラッカーD） シングルポストカーポート Ascent II （アセントII）

Ascent II （アセントII）
陸屋根

設置場所 陸屋根

5°傾斜角

基準風速 38m/s

垂直積雪量 30cm

積雪荷重 20N / ㎡ / cm (一般地域)

モジュール情報 1754×1096×30mm

パネル配置 縦置き1段3列

設置例



SolarTerrace II-F （ソーラーテラス II-F） ソーラーファーム

シングルポストカーポート
地上設置型カーポート太陽光発電架台システム

ソーラーファーム
ソーラーシェアリング用営農型太陽光発電架台システム

設置場所 地上

5°傾斜角

基準風力 32m/s

垂直積雪量 30cm

モジュール情報 1665x1006x35mm

パネル配置 横置き10段ｘ17列

杭タイプ コンクリート基礎

設計例

Ez Tracker D （イージートラッカーD）
自動追尾型太陽光発電架台システム 設置場所 地上

傾斜角

基準風力 34m/s

垂直積雪量 45cm 以下

モジュール情報 1640 x 992 x 40mm

パネル配置 横置き4段 x 5列

杭タイプ スクリュー杭

土壌条件 N５

パネル前面地上高 2180mm

オプション品 アースクリップ

粗度区分 Ⅲ

設計例

設置場所 地上

傾斜角

基準風力 34m/s

垂直積雪量 45cm 以下

モジュール情報 1640 x 992 x 40mm

パネル配置 横置き4段 x 5列

杭タイプ スクリュー杭

土壌条件 N５

パネル前面地上高 2180mm

オプション品 アースクリップ

粗度区分 Ⅱ Ⅲ

設計例



株式会社 クリーンエナジージャパン
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル5階
T: 045-228-8226   F: 045-228-8316  E: sales@clenergy.co.jp  W: www.clenergy.co.jp

Enabling carbon neutrality


