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本日の話題

•アリアケジャパン株式会社紹介

•サステナビリティへの取組

•ソーラーカーポート事業について

•今後の脱炭素の取組



・業務内容 天然原料（鶏 豚 牛 魚 野菜）から だし･スープ･ソース
･タレの製造 肉野菜を調理した調理食品の製造

・業界シェア 天然調味料供給メーカーとしては国内最大シェア

・創 業 1966年 （東証プライム上場）

・売 上 527億円（2022年3月：第44期）

・経常利益 113億円

・経常利益率 21.5％

・社 員 数 約1,500名（グループ会社全体）

・国内営業所 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台

・国内工場 九州第一工場、九州第二工場（長崎県）

・海外事業 ベルギー フランス オランダ 中国 台湾 インドネシア

・農業促進事業 アリアケファーム（諫早湾干拓地）・有機野菜水耕栽培工場

東京恵比寿本社ビル

アリアケジャパンの会社概要
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アリアケジャパンの事業活動



九州第一工場 （⾧崎県佐世保市小佐々町黒石370-2）
敷地面積 63,993㎡ 建築面積 20,509㎡
1978年 操業

九州第二工場 （⾧崎県北松浦郡佐々町小浦免1572-21）
敷地面積 131,284㎡ 建築面積 71,234㎡
A棟 1998年操業 B棟 2007年操業



サステナビリティ
基本方針：
当社は「広く世界において健康で豊かな食文化の発展に寄与する」ことを
基本理念とし、事業活動とサステナビリティの調和により、持続可能な社
会の形成に貢献します。

ビジョン：
21世紀の食文化クリエーター

経営方針：
１．天然素材を活かした事業そのもので循環型社会の構築に貢献
２．世界７極体制を基盤としたグローバルな成⾧
３．事業活動を通じて環境・社会課題を解決
４．時代のあらゆるニーズに応えるイノベーションの追求



脱炭素への取組

•太陽光発電（PPAソーラーカーポートと屋上2022年5月から）
•再生可能エネルギーへの変換（2021年4月から）
• LNG気化器の変更、およびその冷気の使用（2021年4月から）
•工場照明のLED化
•電気使用設備の最適化
•排熱エネルギーの回収
•製造工程から発生する動物油脂の回収、燃料化



CO2削減実績とサステナビリティ取組指標(KPI) 
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PPA事業に取り組むきっかけ

アリアケジャパンでは脱炭素に関する様々な取り組みを行ってお
ります。
今回のPPA事業を活用した取り組みもその一つです。
PPA形式でなければ導入に際して投資費用が発生します。その費
用が大きければ、経営の負担になります。
PPAであれば電力会社から購入している電気の一部をPPA事業者
に変更するだけで、負担がなく取り組みやすい形と言えます。生
産設備への資本集中がし易くなったと言えます。



ソーラーカーポート事業概要

本事業は、太陽光発電設備導入により温室効果ガスの発生を抑制
すると共に、SDGsにも掲げられている「クリーンエネルギーの
普及」やRE100への加入を促進し、脱炭素社会への転換に貢献す
ることを目的としています。
また、本事業はリースを利用したPPA事業であり、共同事業者2
社を含む3社で実施しています。各社の役割は次のとおりです。

アリアケジャパン ：需要家（使用者）
テス・エンジニアリング：PPA事業者
JA三井リース ：代表事業者、発電設備の所有者



事業スキーム図

テス・エンジニアリング
【PPA事業者】

アリアケジャパン
【需要家】

エネルギーサービス料の支払

工事業者
【工事】

発注、支払

太陽光発電設備

電力供給

リース会社：JA三井リース
【設備の所有者】

・リース料の支払
・売買代金の支払

・売買契約
・リースバック契約

再契約（20年後）

設備
提供 実施内容

お金

電力



導入設備

発電容量
設置タイプ

発電容量: 太陽光パネル出力 2,569.275kW（5,655枚）
パワコン出力 2,302.1kW

設置タイプ:ソーラーカーポート一体型（駐車場426台分）
屋根上設置型

電力使途 施設にて全量自家消費

九州第一工場 九州第二工場



太陽光パネルの明細
設置場所 パネル枚数（枚） 発電容量（kW）

第一工場カーポート 1,500 667.5

第二工場カーポート 3,195 1421.8

第二工場屋上 960 480.0
合計 5,655 2,569.3

発電総量（推定値） 3,002,061ｋWh/年



事業実施に当たって特に注意した点

施工期間中、駐車場が一時的に使用不可になるため、近隣の土地
に仮設駐車場を準備する等、従業員の利便性が落ちないよう配慮
しました。それでも雨天や機器の納期遅れなどで⾧期間、従業員
には不便をかけてしまいました。

仮設駐車場



課題点

従業員駐車場にカーポートが建設されたことで、支柱への接触事
故の可能性があると考えております。現在の所、接触事故は発生
しておらず、引き続き従業員への注意喚起を行ってまいります。



動画：投影のみ



事業の一次効果
事業開始 2022年5月1日

年間発電量 3,002,000kWh/年見込み
（今年度2,751,800kWh/年見込み）

アリアケジャパン年間使用電力 約6％をカバー

CO2削減効果 1,738t-CO2/年

一般家庭では 604戸分相当
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二次的な効果

二次的効果

カーポートPPAは、毎日使用する施設（駐車場）で再エネ発電する
取り組みであるため、従業員も身近に感じられ、更なる脱炭素への意
識向上にも役立つものと期待しています。

カーポート型太陽光設備は夏場をはじめとする日差しが強い季節に
従業員の車への直射日光を遮り、車内温度の上昇を防いでおり、冷
房がすぐに効くようになりました。

ステイクホルダー始め、関係企業や一般ユーザーにCO2削減の取り組
みを行っていることを分かり易く表現できました。

今年度、電力会社との差額で1,500万円/年間のコストダウン見込
みです。



今後の脱炭素の取組

•第二工場におけるLNG焚きボイラーから、バイオマスボイラー
への変更

•第一工場における重油焚きボイラーからのLNGへの転換

•排熱の利用の促進 など
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