Invenergy and EastEdge Energy
Announce Venture to Develop Renewable
Energy Generation Projects in Japan
TOKYO and CHICAGO (July 2, 2013) – Invenergy LLC, a Chicago-based leading clean energy
generation company, and EastEdge Energy G.K., a solar and wind power development company
in Japan, announced today the formation of Invenergy EastEdge GK, a strategic joint venture
focused on renewable energy generation in Japan.
The announcement comes as Japan seeks additional renewable energy resources directed at
greater energy independence. The country offers good solar and wind resources, a favorable
investment climate, and public support for renewables.
“EastEdge Energy is excited to join with Invenergy to develop sustainable, clean energy
resources throughout Japan,” said Jason Holt, a founding partner at EastEdge Energy. “With
Invenergy’s expertise – evidenced by the more than 7,100 MW of clean energy generation the
company has developed worldwide - and EastEdge’s strong network of local partners, we look
forward to building a large portfolio of renewable energy projects in Japan.”
In building a foundation in Japan, the venture will seek to partner with large property owners and
local governments interested in utilizing all, or a portion of, their land to host solar or wind
facilities. In turn, such project participation will provide landowners and local communities with
an additional, diversified source of income and jobs.
“Invenergy is delighted to expand our international scope of business into Japan,” said James
Shield, Chief Development Officer at Invenergy. “Through this partnership, we have the
expertise and resources to develop, permit, finance, and construct a large portfolio of renewable
energy projects. We’re excited to begin utilizing this expertise by teaming with landowners, and
other project participants in Japan.”

About Invenergy
Invenergy and its affiliated companies develop, own and operate large-scale renewable and
other clean energy generation facilities. North America’s largest independent wind power
generation company, Invenergy is committed to clean power alternatives and continued
innovation in electricity generation. The company’s home office is located in Chicago and it has
regional development offices throughout the United States and in Canada and Europe.
Invenergy has developed more than 7,100 MW of clean energy projects that are in operation, in
construction, or under contract, including 58 wind, solar, and natural gas power facilities. For
more information, please visit www.invenergyllc.com.

About EastEdge
EastEdge Energy is a Japan based solar and wind development company with a strong network
of local partners, and extensive knowledge of the Japanese renewable energy industry.
EastEdge Energy is an affiliate of EastEdge Partners, a property advisory firm with extensive
experience in sustainable planning and creative solutions, sourcing, development, and project
management. www.ee-p.com
#

#

#

Contact:
For Invenergy EastEdge GK/EastEdge Energy G.K.
Tokyo, Japan
+81 03-6206-9940
info@eastedge-energy.com

For Invenergy
Chicago, Illinois USA
312-582-1554
akrinsky@invenergyllc.com

インべナジーとイーストエッジ・エナジー
が日本に再生エネルギー発電施設の開発合弁を発表
東京・シカゴ（2013 年 7 月 2 日）– 米シカゴが本拠の先端クリーン電力大手、インべナジーLLC
と、日本の太陽光及び風力発電施設開発会社、イーストエッジ・エナジーが本日、日本において
の再生電力発電の戦略的合弁会社、インべナジー・イーストエッジ合同会社の設立を発表した。
日本が電力の独立を進めるよう再生可能な電力を増設する中での発表です。日本という国は太陽
光及び風力のよい資源、良好な投資環境、及び世論の再生可能エネルギー支持というが提供され
ている。
「インべナジーと一緒に日本中にサステナブル、クリーンエネルギー施設の開発を楽しみにして
います。」とイーストエッジ・エナジーの設立パートナー、ジェーソン・ホルトが言う。「世界
中に7,100メガワット以上のクリーンエネルギー発電施設を開発してきた実績の証として、イン
べナジーのクリーンエネルギー専門知識に、イーストエッジの国内ネットワークを活用して大規
模な再生エネルギープロジェクトのポートフォリオを築き上げたいと思います。」
当該合弁は、日本で基盤を作るのに土地の全部または一部を太陽光か風力の発電利用として土地
を提供する意思のある大規模土地所有者及び市町村と組んでいく。参入すれば地主及び地域コミ
ュニティーに新収入源及び雇用を生み出す。さらに、既存にある再生エネルギー開発企画で、大
規模なためエネルギー専門家の事業主が希望されるプロジェクト開発も検討する。
「インべナジーは、国際ビジネスの範囲を日本に拡張することに喜んでいます。」と開発担当役
員ジェームズ・シールドが言う。「このパートナーシップを通じて、我々は再生可能エネルギー
プロジェクトの大規模なポートフォリオの開発、許認可、資金調達、施設建設する一環のノウハ
ウ及び財源があります。我々の専門知識が活用できるよう地域の地主、自治体、その他各現地の
プロジェクト参入者との連携を楽しみに進みたいと思います。」

インべナジーについて
インべナジー及びその関連会社は、大規模な再生及びクリーンエネルギー発電施設を開発、所有、
運営する事業会社です。北米独立系風力発電の最大手として、インべナジーは代替クリーンパワ
ーとさらなる発電インべーション先端を信じて貢献している会社です。インべナジーの本店は米
シカゴに所在し、地域の開発事務所は米国・カナダ及びヨーロッパ中に点在します。
インべナジーは、契約済み、建設中及び稼働中プロジェクトを含む 7,100 メガワット以上、58
箇所の風力、太陽光及びガス発電のクリーンエネルギー施設を開発してきました。事業の詳細は、
www.invenergyllc.com をご覧ください。

イーストエッジについて
イーストエッジ・エナジー合同会社は、日本国内の太陽光及び風力施設開発会社で、日本の再生
エネルギー業界のローカル知識及びネットワークを持っています。イーストエッジ・エナジーは、
想像力の活かしたサステナブル開発の企画、そして土地の仕入れ、開発管理及びプロジェクト管
理の不動産アドバイザリー会社、株式会社イーストエッジ・パートナーズの関連会社です。詳細
については www.ee-p.com をご覧ください。
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連絡先:

インべナジー・イーストエッジ合同会社

インべナジーLLC

東京オフィス
TEL 03-6206-9940
FAX 03-6206-9941
info@eastedge-energy.com

シカゴ、イリノイ州、アメリカ
TEL +1 312-582-1554
akrinsky@invenergyllc.com

