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売 主：

総合管理：

ダイナミックソーラーマイニング
那須塩原埼玉

100%即時償却可能
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ESG投資の潮流として見直される再生可能エネルギー
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日経ESG経営フォーラム 特別会員登録
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太陽光発電設備の新しい可能性
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次世代型太陽光発電所



POINT １

POINT ２

POINT ３

豊富な開発・販売・管理実績
お客様に信頼を頂き、多くの投資家様がリピート頂いています。

投資初年度に100％即時償却若しくは10%の
税額控除が可能！
太陽光発電設備を含めた設備一式が投資初年度に100％即時償却が出来ます。

売電事業（FIT36円）で投資を手厚くバック
アップ！
採掘実績とビットコインの市況により早期投資回収も期待。

本商品をお勧めする３つのポイント
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POINT１ 豊富な開発・販売・管理実績
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DS下伊那下條村発電所（長野県）

DC2148.4KW / AC1975.0KW

DSP下野上古山発電所（栃木県）

DC56.16KW / AC49.5KW   ×27区画

【高圧】

全国 ４５か所
総発電容量 ３３．３３５MW

【低圧】

全国 １０１か所
区画数 ６３４区画
総発電容量 ３４．４３２MW

総発電容量＝６７．７６７MW ➡ 約２１６００世帯分の電力供給
➡ CO2削減効果＝杉の木約１７５万本

開発・稼働・管理 実績
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≪低圧≫                                                     ※（）内の数字は区画数

結城瀬神Ⅰ    （3） 笠間安居Ⅰ（4） 筑西下星谷Ⅰ（6）
笠間安居Ⅱ （12） 笠間安居Ⅲ（14） 結城瀬神Ⅱ   （4）
古河上和田Ⅰ（10） 匝瑳今泉 （2） 荒尾川登 （15）
笠間安居Ⅳ   （2） 筑西下星谷Ⅱ（3） 行方Ⅰ        （7）
行方Ⅱ         （4） 筑西桑山 （12） 小美玉小岩戸（9）
那須烏山 （36） 那須塩原三区町（10） 御殿場柴怒田（3）
高松香南町 （3） 宍粟山崎 （5） 加西桑原田 （3）
水戸柳河Ⅱ   （1） 藤岡譲原 （6） 水戸田野 （8）
石岡山崎Ⅰ   （7） 石岡山崎Ⅱ（7） 行方井上 （9）
みやま高田 （8） 高松香南町Ⅱ（4） 鉾田札 （11）
那須塩原三区町Ⅱ（1） 小美玉部室 （1） つくば沼田 （22）
下野上古山 （27） 大網白里 （3） 吉備中央 （10）
龍馬宿毛 （1） 龍馬土佐清水（1） 石岡柿岡 （22）
津山上田邑 （15） 姶良加治木町（8） 筑西三郷 （1）
吉備中央吉川（1） 高梁松原 （1） 那須豊原乙 （13）
鹿児島東俣Ⅰ・Ⅱ  （5） 姶良湧水町 （9） 高知重倉Ⅰ・Ⅱ（2）
安中東上秋間Ⅰ・Ⅱ（10） 知覧南別府（10） 西都三納 （8）
酒々井墨Ⅱ（13） 宮崎高鍋 （1） 高崎榛名山町 （5）
酒々井墨Ⅲ（3） 酒々井墨Ⅳ（5） 神崎福崎町 （4）
伊達上長和（12） 市原寺谷 （2） 筑西蓮沼Ⅱ    （1）
筑西蓮沼Ⅴ（1） 西白河真船（7） 安中東上秋間Ⅲ（3）
筑西蓮沼Ⅳ（1） 市原山木 （1） 渋川折原 （2）
霧島国分Ⅱ（1） 桜川青柳 （1） 龍ヶ崎大徳町 （7）
佐野閑馬町（10） みやま高田Ⅱ（１）

合計 101か所 634区画

≪高圧≫ 

稲敷石納 921.0  kW 龍馬越智町 928.0 kW
水戸青柳 261.0  kW       水戸柳河Ⅰ        326.0  kW
郡山逢瀬町 666.0  kW       姫路花田 217.0 kW
桜川大国玉 942.0 kW       龍馬四万十町 1102.0  kW
古河上和田Ⅱ 653.0  kW       館林日向町 500.0  kW
笠間稲田 544.0  kW       鉾田梶山 196.56 kW
姫路ドンテン 918.0  kW       東松山 816.0  kW
宮城大衡村 911.2  kW       岡山大内田 313.6  kW
熊谷千代 473.08 kW 石岡瓦谷 326.4  kW
笠間鯉淵 652.8  kW       鉾田梶山Ⅱ 556.5 kW
高崎吉井岩崎 190.4  kW 前橋小坂子町 567.0 kW
津市高野尾 2036.8  kW       下伊那下條村 2149.0  kW    
霧島国分 1240.0 kW       高崎吉井小串 819.0  kW    
前橋嶺町 372.0  kW       日置吹上町 248.0  kW
北佐久立科 445.0  kW       鳥羽安楽島 2285.0  kW
筑西桑山Ⅱ 672.0 kW 筑西蓮沼Ⅲ 345.6 kW
飽海遊佐町 660.8 kW       八街根古谷 1360.8 kW
佐久茂田井 304.2 kW 渋川北橘町 1424.5 kW
田村船引 1462.8 kW

合計 45か所 33.335MW
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開発・稼働・管理 実績



POINT２ 投資初年度に100％即時償却！
若しくは10%の税額控除が可能！
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■即時償却 or 税額控除

・青色申告書を提出する中小企業者
・指定期間内：平成２９年４月１日から令和３年３月３１日
・中小企業等経営強化法の認定を受けた一定の新規取得設備を指定事業の用に供する

即時償却又は取得価額の１０％（※７％）税額控除
（資本金3000万円以下の法人は１０％、資本金3000万円～1億円以下の法人は税額控除が
７％となります）
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中小企業経営強化法に基づく優遇税制



・現在、販売・稼働済みの案件は全て、認定が下りております。
申請も弊社タイアップの税理士法人が行いますのでご安心ください。

確認書 認定書

※申請→認定 通常約2か月

経済産業省 確認書 認定書 決算申告時に提出します。
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POINT３ マイニング事業展開後、売電事業
（FIT36円）で投資を手厚くバックアップ！
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ｖ

～22年

開始

4年～ 事業切替

確実に年間10％以上の売電売上を獲得

マイニングの収益状況を勘案しながら事業切替可能

事業切替・継続の判断

マイニング事業 売電事業

高い運用利回りを期待

事業の流れ 2段階の収益構造

FIT単価＝36円/KWH

2020年 2024年

※売電事業可能期間
≪ 2024年4月30日～2041年10月25日 ≫

2041年

（中途売却も可） 事業終了or継続



DSM ハイブリッドマイニングの仕組み
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POW POS

効率の良いアルトコインを採掘

ビットコインは掘りません 持ってるだけで増える

お客様
BTC口座
へ

毎月1回
送金



昼間は太陽光発電所の電力を自家消費し、夜間は電力会社の商用電源（低圧２００V）により
マイニングマシンを24時間稼働させ、マイニング事業を行います。
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電力供給

事業開始 マイニング事業 （当初数年を想定）

お客様
BTC口座
へ

毎月1回
送金



マイニング事業を終えた場合に、太陽光発電の売電事業として事業継続できます。
（マイニング事業を継続してゆくことも可能です。）
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事業開始 売電事業 （当初数年経過後から）

お客様
銀行口座
へ

毎月1回
送金

（税別・17年間）

FIT36円

約5,000万円



ダイナミックソーラーマイニング那須塩原埼玉名 称

栃木県那須塩原市埼玉字行田 293-21～293-33所在地

山林地 目

74.0ｋＷ （全13区画）規 模

各区画765㎡～770㎡土地面積

条 件 土地賃貸借契約 （賃借権登記・費用は別途）

DSM 那須塩原埼玉 概要
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DSM 那須塩原埼玉 現地写真 2020年4月4日
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DSM 那須塩原埼玉 現地写真 2020年6月23日

第6区画～第13区画 建設予定地
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DSM 那須塩原埼玉 現地写真 2020年4月4日



太陽電池モジュール パワーコンディショナー

DSM 那須塩原埼玉 発電設備 と 独自保証制度
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DSM那須塩原埼玉 現況

稼働・売約済

販売価格 4,900万円（税別）

表面利回り 16.33%

NET利回り 5.87%

残区画数 2区画（全13区画中）

DSM 那須塩原埼玉 販売状況
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①～⑪区画 稼働・売約済
販売区画 ⑫～⑬区画：残数 3区画
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DSM 稼働実績 香取山倉（千葉県） 7区画 2019年 2月～ 運転開始
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DSM 稼働実績 佐野閑馬（栃木県） 10区画 2019年 2月～ 運転開始




