
http://www.greenfund.jp
Tel. 03-5942-8987 （受付時間: 祝日を除く月～金の9時～18時）

募集期間  2014年1月23日～2014年6月30日

みんなで応援やまぐち
ソーラーファンド2014
～被災地支援寄付つき～
みんなの力で山口からのエネルギー未来を

匿名組合名称 みんなで応援やまぐちソーラーファンド2014匿名組合
募集会社 株式会社自然エネルギー市民ファンド
事業管理運営主体 市民エネルギーやまぐち株式会社
営業者 市民エネルギーやまぐちアセット株式会社
 （市民エネルギーやまぐち株式会社の100％子会社）
募集総額 2億1,040万円（A号1億8,000万円、B号3,040万円）
募集期間 2014/1/23～2014/6/30
申込単位 A号100,000円　B号1,000,000円
お申込金A号100,000円・B号1,000､000円のうち、本匿名組合への出資はA号
90,000円・B号950,000円、山口島根豪雨災害へのご寄付がA号10,000円・B号
50,000円となります。ご寄付のみをご希望の方は、別途、お問い合わせ下さい。
申込手数料 1口につき3,000円（税込）
分配対象期間 A号: 9年間 （2015年～2023年）
 B号: 19年間 （2015年～2033年）
契約期間 A号: 契約締結日～2023年3月31日
 B号: 契約締結日～2033年3月31日
目標利回り A号: 2%　B号: 4%以上
※目標利回りは、事業が計画通りに運営された場合の現金分配のうち元本返還を控
除した利益分配に相当する額を、1年複利の預金と見立てた場合、この利率にあたり
ます。あくまでも事業計画上の目標であり、これを保証するものではありません。

＜対象自社事業＞ 江泊やまぐち未来発電所（防府市）のほか山口
県内各地での市民参加型ソーラー事業

＜被災地支援先＞ 澄川酒造場を含む2013年山口島根豪雨災害
の被災施設・団体

出資金は、山口県内各地での市民参加型太陽光発電事業
に直接活用されます。 

「みんなで応援やまぐちソーラーファンド2014」は、市民のお金で山口県内の
自然エネルギーを増やし、あわせて豪雨災害の被災地を支援する仕組みです。
ファンドへの出資金は、自然エネルギー事業に直接活用され、
原発や化石燃料からのエネルギーシフトに確実に貢献します。
一人では大規模で難しい自然エネルギーなどの導入や活用も、
私たちみんなの力で共に取り組む事で、実現させていきます。
未来の子供たちのため、あなたの意思ある出資で、山口からのエネルギー未来を一緒に創りませんか。
寄付金は、2013年7月の山口島根豪雨で被災した銘酒「東洋美人」を醸す澄川酒造場などの復旧に
使わせていただき、ご寄付いただいた皆さまには、現地から復活酒や野菜を贈らせていただきます。

事業管理運営主体: 市民エネルギーやまぐち株式会社 （〒753-0057 山口市前町2-1  Tel. 083-933-0777）
（非営利型株式会社とは、定款で配当を制限した株式会社のことです。当社では、利益を株主配当ではなく、地域に還元して参ります。）

（注記）匿名組合の営業者は、事業管理運営主体である市民エネルギーやまぐち(株)の100%子会社である市民エネルギーやまぐちアセット（株）となります。

資料請求・お問合せ

　 株式会社自然エネルギー市民ファンド
　　　 第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1811号

〒164-0001 東京都中野区中野4-7-3
Fax. 03-5942-4134   E-mail: jgf@greenfund.jp

¥90,000 ¥10,000¥3,000

A号

一口10万円
（出資 + 寄付）

A号 ¥103,000
1口

= + +
出資金 手数料 寄付金

非営利型株式会社



詳しくはWebまで！ ホームページでは、最新のご当地エネルギー市民ファンド情報が掲載されています。
おひさまエネルギーファンド株式会社

第二種金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第1927号）

http://www.ohisama-fund.jp

株式会社自然エネルギー市民ファンド 第二種金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第1811号）

http://www.greenfund.jp

日本全国、ご当地エネルギー市民ファンド

5つのご当地エネルギー市民ファンドから、全国へ。

さあ、新しいエネルギーの時代がやってきた。わたしたちの生活に欠かすことのできないエネルギー。
それを自分たちの手で安心・安全な方法でつくって、その利益を自分たちで共有する。
全国各地で当地エネルギーファンドが誕生しています。新しい社会のしくみを一緒に作りましょう。

福島 復興支援付き（仮）
 （予定）

小田原 ほうとくソーラー市民ファンド（仮）（予定）長野 おひさまファンド 7（募集中） 山口 みんなで応援やまぐちソーラーファンド2014
　　　～被災地支援寄付つき～（募集中）

北海道 市民風車ファンド2014石狩厚田（仮）
 （予定）

□ 市民出資（寄付組込み型）の出資と寄付の仕組み
ご出資は山口県内の太陽光発電事業に直接活用されます。皆さまからのご寄付は、
澄川酒造場を含む2013年山口島根豪雨災害被災施設・団体に寄付します。
なお、ご寄付のみでのご支援も可能です（詳細は別資料をご参照下さい）。

□ 市民出資（寄付組込み型）の分配計画 ※事業計画上の目標であり、分配を保証するものではありません。
皆さまからの匿名組合出資は各契約条件に従って元本返還および利益の分配が行われます。
また、ご寄付に対する記念品は、あらかじめお選びいただき、被災者事業復興後にお贈りいたします。

出資者寄付者

太陽光発電事業 電力会社

みんなで応援やまぐち
ソーラーファンド2014匿名組合

（事業管理運営主体: 市民エネルギーやまぐち株式会社
営業者: 市民エネルギーやまぐちアセット株式会社

〈市民エネルギーやまぐち株式会社の100％子会社〉）
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寄付の記念品（1品を選択）
・東洋美人復活酒
・阿武町野菜セット
・徳佐完熟りんごジャム
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非営利型株式会社  市民エネルギーやまぐち株式会社について

ごあいさつ

□リスクについて
　本匿名組合出資は、一定の利益の分配及び出資金の返還を保証しているものではありません。本匿名組合出資金
の一部あるいは全部に損失が生ずる可能性が存在します。本匿名組合は、営業者及びその投資先の業務又は財産
の状況の変化を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、かかるリスクの概要は、以下の通りです。
・本匿名組合は、営業者が実施する太陽光発電事業への投資を行います。したがって、太陽光発電事業を
行う市民エネルギーやまぐちアセット株式会社の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、出資
の一部又は全部が回収できないおそれがあります。
・本匿名組合にかかる財産の所有権はすべて営業者である市民エネルギーやまぐちアセット株式会社に
帰属し、匿名組合員たる出資者はこれに関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておらず、
営業者に対して債権を有しているにすぎません。よって、営業者である市民エネルギーやまぐちアセット
株式会社について、法的倒産手続が開始した場合には、出資者は他の一般債権者と同様の地位に立ち、
その出資の一部又は全部が回収できないおそれがあります。
上記は全てのリスクを網羅しているわけではありません。本匿名組合への出資に関してのリスクの詳細
については重要事項説明書（契約締結前交付書面）を参照ください。

A号出資（目標利回り※2％） B号出資（目標利回り※4％以上）

市民エネルギーやまぐち株式会社では、県内で土地や屋根の提供をしてくださる
方、事業を一緒に進めていきたい方を募集しております。

　市民エネルギーやまぐち株式会社は、山口県民の県民による県民のための自然
エネルギーの拡大を筆頭とするコミュニティ事業をとおして、地域のエネルギー自立
や地域経済・地域での雇用を拡大し、それによって地域の自立を目的としています。
　株式会社でありながら、利益を社会貢献的な活動に寄付をする「非営利型株式会
社」であることが特徴です。
　実際の太陽光発電事業に関しては、市民エネルギーやまぐち株式会社の100％
子会社である市民エネルギーやまぐちアセット株式会社を通じて運営し、出資者の
皆さまからの匿名組合出資金を運用してまいります。
　当社の地域エネルギー事業は、土地・屋根などの協力者、事業開発の協力者、そし
て当社の三者による公正な利益分配を原則としており、県民・県内事業者の皆さまの
ご参加・ご支援をご期待申し上げます。
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■お子様、お孫さんのお名前でも出資ができます。※未成年の場合は法定代理人の同意が必要です。
■寄付いただいた方のお名前を、澄川酒造場内に設置予定の記念銘板に刻ませていただきます。
　（寄付者本人以外のお名前も可。希望者のみ。）

想定合計 1,755,912円

　この度、市民エネルギーやまぐち株式会社は多くの
人に支えられながら、地域密着型のエネルギー創造会
社として立ち上がりました。
　国内では既に北海道・福島・富山・神奈川・長野・岡山
など全国各地で市民ファンドによる自然エネルギー事業
が進んでいます。山口県人として全国の同志と共にこの
事業に参加できる事に喜びを感じています。
　そして、この自然豊かで美しい山口県の景色を損ねる事
無く小規模分散型の事業展開をしていこうと考えています。
　その為には、土地や屋根を提供して下さる方・発電シ

ステムに出資してくださる方・技術支援や共同開発してくださる方など多くの皆さ
んのご協力が必要です。
　既存の企業枠にとらわれない、多種多様な仲間とチームをつくっていけたらと思っています。

市民エネルギーやまぐち株式会社
代表取締役  坂井 之泰

□手数料等について
a. 申込手数料 A号・B号とも一口につき3,000円（税込み）
b. 譲渡手数料 原則譲渡できませんが、やむを得ない事由により本匿名組合出資を譲渡する場

合 (かかる譲渡には営業者の承諾が必要となります。)、出資者は、5,000円 (税
別)を営業者に支払うものとします。また、振込手数料、郵送料等譲渡に係るその
他の費用を別途営業者に支払うものとします。

c. 振込手数料 出資者による出資金の支払及び営業者による分配金の支払、及び譲渡金の支払
時における振込手数料を出資者にご負担いただきます。

d. 違約金 出資金額及び申込手数料の振込みが本匿名組合契約締結の日から14日以内に
なされない場合、営業者は本匿名組合契約を直ちに解除し、かつ出資者に対し、
出資金額の6%相当額の違約金を請求することができます。

e. 書面による解除時の諸費用 出資者が本匿名組合契約を締結し契約書を受領した日から10日間を経過するま
での間に、営業者に書面による解除を申し出た場合、本匿名組合契約を解除する
ことができます。その際、出資金の返還に係る振込手数料をご負担いただきます。
また、すでにお振込いただいた申込手数料は返還いたしません。

※目標利回りは、事業が計画通りに運営された場合の現金分配のうち元本返還を控除した利益分配に相当する額を、1年複利の預金と見立てた場合、この利率にあたります。
あくまでも事業計画上の目標であり、これを保証するものではありません。（注）当該年度分（たとえば2015年度分）の現金分配は翌年度6月（たとえば2016年6月）に支払われます。

想定合計101,223円


