
業界最大級の太陽光発電所ポータルサイト

株式会社エナジーリンクス

『メガ発』のご案内

販売登録企業350社以上！



事業内容
WEBサイト企画・開発・デザイン

デジタルコンテンツによるビジネスサービスの企画・提案

企画・商品・サービスのブランディング

各種プログラム・データベースの開発・構築

太陽光発電システム導入支援

エナジーリンクスってどんな会社？
太陽光発電を中心に環境に優しい再生可能エネルギー関連のビジネスが世界的に注目を浴びています。

以前からWEB事業を中心に運営してきたわたしたちは、WEBの力を活かして再生可能エネルギービジネスの役に立てないか？

との思いからエナジーリンクスを立ち上げました。

また、WEBサイトの企画・作成、SEO対策、マーケティングなどWEB関連の事業をすべて自社開発で行なっております。

WEBについてお悩みの事業者様のお手伝いもさせていただいております。

Webの力を活かし、再エネビジネスのお役に立てる企業となり、社会に貢献できるように、努力してまいります。



太陽光発電・蓄電池・風力発電を中心としたWEBメディアを運営運営サイト

メガ発 メガ発風力 メガ発メンテナンス

エコ発 パネ郎 エコ発蓄電池

https://mega-hatsu.com/ https://mega-hatsu.com/wind-power/ https://mega-hatsu.com/maintenance/

https://www.eco-hatsu.com/ https://panerou.com/ https://www.eco-hatsu.com/battery/



提携企業

全国350社以上と業務提携

業界 の実績！

350社以上の企業と提携し、全国の太陽光に関するあらゆるニーズに対応！

累計物件掲載数6,000件以上！



利用人数 ユーザー分析

データ元：Google アナリティクス ユーザーより
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主要サイトメガ発での取り組みについて
『日本中の太陽光発電所の情報を提供する』を

サイトコンセプトに再生可能エネルギーの領域でWEBメディアを展開中

メガ発データ ※2020年10月～2021年9月末迄

メガ発キーワードランキング(2021/10/11)

アクセス数 387,855
PV数 1,646,653
メガ発会員累計数 19,000名以上

『太陽光発電投資物件』1位

『稼働済太陽光』 1位

『太陽光投資 関東』 1位

『太陽光発電所 査定』1位



投資に関する知識や税務面、メンテナンス等の付随サービスにも対応

投資に関する知識のご提供、
税務面やメンテナンス等の付随サービス
にもご対応投資向け太陽光案件掲載数No.1

物件情報を共有
太陽光物件情報のご提供

年間200案件以上のマッチング！



物件掲載について メガ発への物件掲載

こんな企業様にオススメ

・多くの投資家(お客様)に周知したい
・販売営業の効率化を図りたい
・契約件数を増やしたい

想定問い合わせ数 5～20件程度/月
※物件によって大きく異なります

物件ページ メガ発側で全て作成

ページ作成・掲載料金 無料

成果報酬料 ご契約金額の3％(低圧)
※高圧・メガソーラー等は要相談



セミナーの集客について

開催日程：土曜日または日曜日 平日の開催も可能です。
開催場所：株式会社エナジーリンクス会議室
開催内容：セミナー開催後、ご興味を持っていただいた投資家様とのご商談

個別商談のみの開催も可能です。
投資家様参加数：要相談 ※費用とご相談の上、増枠可能
出展費用：お問い合わせ下さい ※別途、物件成約手数料

大規模、小規模、地方開催など多数のセミナー実績がございます。
また、ご来場いただく投資家様に有益な情報を得ていただくために、
太陽光発電投資に強い税理士様による講演や、メンテナンス会社様の出展、
クレジット会社様のご相談窓口などをご用意させていただくことも可能です。



太陽光発電所 一括査定サービスについて

太陽光発電所の査定または売却を検討されている

お客様の集客を行っております。

以下のようなお考えをお持ちの企業様に登録をおススメします。

・土地付き太陽光はあと1～2年で終わるので、次のビジネスモデルを模索している

・発電所を査定後、転売して利益を得たい

・査定はするが、メンテナンスの定期契約などを取っていきたい

・発電所を査定後、査定依頼者に発電所のリノベーションを提案したい

低圧 15,000円

高圧(低圧バルクも含む)

パネル容量：50kW～499kW 20,000円

高圧(低圧バルクも含む)

パネル容量：500kW～999kW 25,000円

高圧(低圧バルクも含む)

パネル容量：1,000kW～1499kW 30,000円

高圧(低圧バルクも含む)

パネル容量：1,500kW～1,999kW 35,000円

高圧

パネル容量：2,000kW以上 40,000円

特別高圧(低圧バルクも含む)

パネル容量：2,000kW以上 お客様毎に要相談

登録料：無料

1顧客紹介につき※以下全て税別

https://mega-hatsu.com/operating_solar_lp/

◎料金設定について



太陽光発電所 一括査定サービスについて

ご登録いただいた企業様には以下の顧客情報を開示いたします。

お持ちの発電所について

・売電単価 ※必須
・売電開始年月日 ※必須
・売電実績（税込。直近1年分）

土地について

・都道府県 ※必須
・市区町村 ※必須
・町名番地

・パネル総容量 ※必須
・パワコン総容量 ※必須

発電所の所在地について お客様について

・お名前 ※必須
・お電話番号 ※必須
・メールアドレス ※必須
・売却理由 ※必須
・売却希望時期 ※必須
・売却（査定）希望額（税込）
・その他ご質問等

・土地権利形態 ※必須
・土地代（賃貸の際は年間土地賃料税込） ※必須

太陽光発電設備について



エンドユーザー様に向けたサービス

株式会社エナジーリンクス



『法制度』『メーカー』『施工』『メンテナンス』『税務』『融資』等々それぞれの
プロから太陽光投資にまつわるそれぞれの見解を独占インタビューしています！

これからの再生可能エネルギー

国内太陽光パネルの大手メーカー

業界トップクラスの販売実績

ソーラーローンを提供する信販会社

太陽光投資家のプラットフォームとしての役割



太陽光投資家のプラットフォームとしての役割～コラム～

太陽光発電に関する情報を発信しています。
実際にご執筆頂いているコラムニストさんは太陽光発電所を保有・
投資されている方ばかりです。コラムニストさんが体験した貴重な
情報は、これから発電所の保有を検討されている投資家様から、既
に所有されている方まで役に立つ内容となっております。
記事は発電所購入前や融資、トラブルなどカテゴリー毎に分けてい
ます。必要に応じて閲覧が可能です。
コラムは定期的にメールマガジンでも配信しております。



太陽光投資家のプラットフォームとしての役割～太陽光知識・セミナー～

土地付き太陽光・個別販売会セミナー
弊社と業務提携しております販売業者主催の土地付き太陽光・個別
販売会セミナーを全国各地で定期的に開催しております。
セミナーは無料でご参加いただけます。セミナーにご参加いただいた
方には、非公開物件のご紹介や参加者限定の特典もございます。
※非公開物件や特典内容は販売業者によって異なります。
太陽光投資の初心者や、追加で発電所の購入を検討されている方まで、
お気軽にご参加ください。
セミナーの最新情報はメガ発でご確認いただけます。
また、メールマガジンでも発信しております。

基礎知識
太陽光発電投資に関する基礎知識をまとめています。
Webサイト『メガ発』から無料で閲覧可能です。

「太陽光発電に投資して大丈夫なの？」
「太陽光発電所は何を基準に選べばよいか？」
「そもそも投資がはじめてで不安・・・」

などのお考えをお持ちの方は、ぜひお役立て下さい。



太陽光投資家のプラットフォームとしての役割～その他セービス～

税務関係のサポート
メガ発では、太陽光発電投資に関する税務処理を得意とし
た、ソーラー税理士さんのご紹介やお客様サポートを行っ
ております。

太陽光発電投資のメリットを十分に引き出すための、消費
税還付や優遇税制のご相談もお任せください！

メンテナンス業者の紹介
太陽光発電システムの性能を⾧期で維持するためには、
メンテナンスを定期的に実施することが必須です。

メガ発では、太陽光発電のプラットフォームとして、
350社を超える提携企業からお客様のニーズに合った
メンテナンスプランをご提案可能です。

対応エリアは全国どこでもＯＫ！
物件購入後のアフターフォローもお任せください。



物件掲載数はNo.1！
気になる物件を見つけたら『無料お問合せはコチラ』
から簡単お問い合わせ！
あとは物件担当者からの連絡を待つだけ！
お電話での受付も承っております。

気になる物件を探してお問い合わせ！一括比較・プッシュ通知機能
会員様登録後、掲載物件の一括比較と新着物件がアップされたかどうか
がすぐにわかるプッシュ通知機能のサービスがご利用頂けます。一括比
較とプッシュ通知機能はそれぞれマイページにアクセス後、ご利用出来
ます。一括比較はお気に入りページより、比較したい物件へチェックを
いれ、「まとめて比較」ボタンで比較出来ます。



無料会員登録でお得な情報をゲット！

簡単90秒！無料会員登録！
会員登録数は19,000人を突破！
メガ発の会員になると特典が盛りだくさん！

・会員限定物件が閲覧可能！
・入力なしのワンクリックで物件の資料請求ができる！
・オトクなキャンペーン・セミナー情報がいち早く届く！
・太陽光発電投資の全てがわかるebookを無料でプレゼント！

LINE＠でお得な情報をいち早くお届け！
LINEでメガ発とともだちになると、セミナー情報や非公開物件、
インタビューなど、太陽光発電投資にまつわる様々なお役立ち情報を
お届けします！
メガ発とともだちになる方法▼
右の[QRコード]をQRコードリーダーで
スキャンしてください。
検索からでもメガ発と友だちになれます。
メガ発ID：@megahatsu

2,500人突破
おかげさまでともだち登録数



社名 株式会社エナジーリンクス

設立 2013年4月

役員 代表取締役 田中 直行

所在地 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目15-14-6F

IRONSIDE NAKAMEGURO

Tel: 03-5734-1416 Fax: 03-5734-1417
E-mail: info@mega-hatsu.com
URL: https://mega-hatsu.com/

お問い合わせ

会社概要



お問い合わせ 株式会社エナジーリンクス

〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目15-14-6F

IRONSIDE NAKAMEGURO Tel: 03-5734-1416 Fax: 03-5734-1417

E-mail: info@mega-hatsu.com

URL: https://mega-hatsu.com/


