
 



   

 

 
  

トータルなサービス提供会社としてのシュタットベルケ

ライプチッヒ SW　他企業連携部門
リーダー
カイ-ウヴェ・ブリヒシュミット



   





 



 


 



 


 













   

 

















（ライプチッヒ市の変遷について）

ライプチッヒ市は、ドイツ国内に
おいて魅力的な都市TOP１０に
ランクインしている。

（ライプチッヒ市は、競争を勝ち抜いた。） （ライプチッヒ市は、
国際的な関連性を高めた。）

（ライプチッヒ市は、
社会的な安定を確立した。）

（ライプチッヒ市は、
市民の生活の質向上にコミットしている。）

（ライプチッヒSWの
オーナーシップについて）
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（ライプチッヒSWグループの概要説明）

私たちの主要なマーケットは、
ドイツ中心部であり、
200万人程の住民を抱えている。

固定資産
総収益

減価償却前の
総収益

（ライプチッヒ公共企業）

（ライプチッヒ下水道企業）

（ライプチッヒ公共交通企業）

（私たちの事業は、175年以上の実績があります）

（歴史的な革新の抜粋）
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（我々が地域にもたらした付加価値について）

売上高

グループ内における
利益移転前の結果

投資額

貸借対照表合計

（ライプチッヒ公共企業を計量的に説明する）

（売上高の構成について）

（消費の構成について）
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（生み出されてきた価値について）
（2003～2017 購入量の変化について）

EKV, stands for 
“Development Construction Sales”.
EKV gesamtは、開発・建設・販売の総額。
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（私たちのエネルギー・サービスにおける総合的アプローチについて）

エネルギー供給
（モニタリングとエネルギー消費量の可視化による、
　個人用にカスタマイズ可能な
　　　エネルギーサービスの提供を可能にする。）

エネルギーの創出

エネルギーの効率的利用
と、それを支える技術

サービス

決算システムと、
メーター計測のサービス

（創エネ：地域熱供給について）

・　物価変動に左右されにくい、エネルギー供給を保証する。
・　コジェネレーションの活用を通じ、効率的かつCO２排出の小さい、
　　つまり、環境に貢献することができる。
・　再生可能エネルギー法（EEG）の要件を履行できる。
・　エネルギー変換の必要性・労力が小さい。
・　各家庭にとっての省スペースに貢献する（暖房設備や燃料タンク等）。
・　環境に優しく、また静かな冷暖房設備。
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（創エネ：個別の熱供給システムについて）

・　個別の（例えば、中規模・大規模消費者やビルなど）熱供給システムを
　　プランニングする。

・　太陽熱設備やヒートポンプなどのコジェネレーション設備を組み合わせ、
　　環境に優しく、熱効率と技術力の高いボイラーシステムを提供する。

・　再生可能エネルギー法（EEG）の要件を履行できる。

・　設備の、計画プラン・建設・低コストの資材調達・管理・メンテナンス・修理のすべて
　　のサービスを一括して、ライプチッヒSWに任せられる。

（創エネ：太陽光発電について）

・　自家発電システムの導入により、長期的なエネルギーコストの削減を実現
　　できる。

・　太陽光発電は、100％自然由来のエネルギー源であるため、環境に優しい。

・　公共の電力送電網に、生産余剰の電力を供給することができる。

・　初期コストとその他コスト（プランニング・建設・メンテナンス）はライプチッヒSW
　　が負担します。

・　顧客のニーズに合わせた、発電設備のオーダーメイド寸法調整をします。
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（創エネ：太陽光発電について）

・　現行法的規制によって、のテナントのオーナーにとって創エネへの取り組みが
　　トレンドとなっている。（従来の状況では、経済的メリットがなかった。）

・　ライプチッヒ市にて、テナントに対する電力活用ソリューションに関する
　　試験的実証プロジェクトが始まっている。（技術的な準備を導入している段階だ。）

・　目的は、現実的な技術・構造的な基準の把握と、顧客の満足度の獲得である。

（エネルギー活用の効率化と、その技術的発展： 
　　　　　　電気自動車に関する取り組みについて）

・　電気自動車関連のコンサルティング・オペレーションまでのすべてのサービスを
　　私たちの顧客（一世帯から、事業者、公的機関まで）に提供します。

・　電気自動車の活用を前提とした、市の都市政策におけるすべての実施関連当局
　　を統合し、進めていきます。

・　様々な車両サイズに適応したモジュールの提供をします。（一台用、複数台用の
　　充電設備など。）

・　100％自然エネルギー活用した充電ステーションの運営をします。
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（サービス向上への取り組みについて：ServicePLUSの紹介）

・　ServicePLUSとは： 顧客の様々なニーズに応じて、サービスの組み合わせを行います。
　　（ポータルサイトによる問題解決、エネルギー性能証明書、
　　　　　　　　　　　　　　　　レジオネラ試験(汚水等の品質調査)と煙感知器）
・　EnEVの規格に則った、住宅・商業ビルのエネルギー性能評価と証明証発行を
　　を行うことができます。
・　飲料水の品質調査（レジオネラ試験のための、サンプルテストをTrinkwVの規格に
　　則り行います。）
・　地域の煙検知のリクエストに添い、煙検知・感知を行います。

（決算システムとモニタリングシステムの運営について：
　　　　　　　　　　　　Sub mertingシステムの紹介）

・　Sub mertingシステムにより、法的に準じた、ビル全体暖房システム
　　の最適化を図ります。

・　従来型のシステムに依存しない、無線ベースか

・　決算システムと不動産・住宅産業のERP情報とを比較、結合し、データの
　　やりとりを自動化した上での、請求を行う。
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