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弊社のリサーチ
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会員制のリサーチサービス

弊社の年間定額制リサーチサービスは、新
エネルギーへの転換という特定の領域に焦
点を当てています。これによりお客様は、
自分たちのビジネスに深く関わりのある新
エネルギーの分野や、将来の市場の方向性
を完全に理解することができます。

次なるターゲット市場を求めるスマート
ホームプロバイダーであっても、日々発展
するフレキシビリティ市場の最新情報を必
要としているネットワーク企業であっても、
弊社はお客様に最適なサービスを提供いた
します。

エネルギー専門家のチームによる臨機応変
なサポートもこれに含まれます。

コンサルティング

Delta-EEのコンサルティングチームは、お客
様ごとにカスタマイズされた部外秘のリサー
チと洞察情報を提供し、ビジネスに重大な影
響を与える疑問に解答します。

定額制リサーチサービスがエネルギー転換の
全体像をお届けする一方で、より具体的な
ニーズがある場合や、エネルギー転換が貴社
のビジネスにもたらす機会および課題をより
深く掘り下げようとする場合には、弊社コン
サルタントチームがこれをお手伝いいたしま
す。

Delta-EEは貴社のエネルギー転換実現に向けて、ベストな戦略、ビジネスモデルおよびお客様への
提案策定をサポートします。弊社はお客様のニーズに応じて、定額制のリサーチサービス、および
お客様の要望に従うオーダーメイドのコンサルティングプロジェクトを実施しています。

サービスの仕組み
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弊社の知識
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新エネルギーのビジネスモデル
さまざまな分野にまたがり、エネルギー転換のための代替ビジネスモデルを詳細に検討します

フレキシビリティと
蓄エネルギー

アクティブデマンドサイドから
出現する事業機会

熱

流通経路のディスラプション
(創造的破壊)、分野結合、
そして新技術がこの分野に

もたらす変化

分散型電源

エネルギーの転換を実現する
代替・新規のビジネスモデル
の代表的なものを挙げ、

理解を深めます

地域のエネルギーシステム

エネルギーのコミュニティ、
マイクログリッドおよび地域

のエネルギー市場

電気自動車

電力と運輸の部門結合から
生じる事業機会と課題

デジタルエネルギー

成長を続けるコネクテッド
ホーム市場における事業機会

と、それを捉える方法

水素
新エネルギー分野の新たに生まれる柱

Delta-EEは貴社のエネルギー転換の実現に向けて、ベストな戦略、ビジネスモデルおよび顧客への提
案策定をサポートします。弊社専門家チームは新エネルギーの分野における幅広く深い知識を持ち、
世界中のお客様に比類のない優れたリサーチを提供しています。

弊社のリサーチは以下に挙げるような、新エネルギー分野に関する広範なトピックをカバーしています。
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弊社の提供するサービス
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新エネルギー分野で成功を収めるために必要なリサーチをお選びください

コネクテッドホームのサービス
成長を続けるコネクテッドホーム市場
における事業機会と、それを手にする
方法

コンサルティング
エネルギーの専門家によるオーダーメ
イドの情報、洞察およびサポート

分散型電源に関するサービス
グローバルな分散型電力市場で成功す
る方法

熱の電化に関するサービス
熱の電化市場の成長とともに拡大する
事業機会の範囲の特定と捕捉

グローバルな水素に関する
先端情報のサービス
グローバルな水素分野の
発展の現状

暖房事業に関するサービス
個々の製品や日用品の販売からホーム
エネルギーソリューションの提供へと、
業態の進化を経て成功を収める
ための方法

地域エネルギーシステムに関する
リサーチサービス
エネルギーのコミュニティ、マイクロ
グリッドおよび地域エネルギー市場の
成長にともなう課題と事業
機会を理解し対応する方法

新エネルギーのビジネスモデルに
関するサービス
エネルギー分野でディスラプション
(創造的破壊) が進む中、最も有望な

ビジネスチャンスを理解し、
特定して実施する方法

フランスの新エネルギーに関する
リサーチサービス
フランスのエネルギー転換市場全体の
動向と事業機会

蓄エネルギーのリサーチサービス
分散型蓄エネルギーに関する最大の
事業機会の捕捉

EV充電に関するサービス
急成長するEモビリティ市場で成功を掴
むために、企業のポジションおよび活動
を最適化する方法

フレキシビリティに関する
リサーチサービス
成長を続けるデマンドサイド
フレキシビリティ市場における

事業機会の捕捉

ガス暖房に関するサービス
建物内でのガス使用の今後および
事業機会の捕捉と危機対応の方法

エネルギー洞察情報+
エネルギーに関する洞察情報を最大限
活用して、家庭用顧客の関係性向上お
よび企業と顧客双方の価値
創出を実現するための方法

弊社の定額制リサーチサービスとオーダーメイドのコンサルティング
プロジェクトを合わせて駆使すれば、エネルギー転換に関わるビジネス

を確実に成功させるために必要な情報を得ることができます。
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弊社のクライアント

弊社は複数のビジネス分野にわたって最高の結果を得るために、新エネルギー業界の多数のプレイヤー
と横断的に協力し合いながら、より良い事業決定を行うための支援を行っています。
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イノベーション
とプランニング

事業開発 商業化 製品管理

◼ 技術経済モデリング
◼ リサーチと市場洞察
◼ 需要予測
◼ システムモデリング
◼ 機会評価
◼ 戦略開発
◼ 政策策定支援

◼ ビジネスモデル検証
◼ 顧客の実情把握
◼ 市場参入経路
◼ パートナーの特定
◼ 提案の開発
◼ 政策評価
◼ 実地検証のサポート

◼ パートナーのスクリーニング
◼ 顧客セグメンテーション
◼ 行動科学の適用
◼ 競争的ポジショニング

◼ 市場情報収集
◼ 競合他社のベンチマーク
◼ 市場のディスラプション
◼ 予測とシナリオ
◼ 影響評価

クライアントの例：制御機器OEM、電力ネットワーク事業者、エネルギー供給事業者、ガスネットワーク事業者、空調機器OEM、
イノベーター、投資家、新規参入者、石油メジャー、政策立案者、取り纏め役および協会、製品OEM、サービスプロバイダー、新興企業
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弊社について

弊社を構成するのは、統計学者、コマーシャル
ディレクター、データアナリスト、政策専門家、
ブロックチェーン専門家、顧客分析の専門家、
経済学者、社会科学者、思想家、環境保護主義者、
マーケッター、エネルギー管理者、ビジネス開発者、
化学者、物理学者、技術者、業界リーダー、地球
科学者、数学者、モデラー、持続可能性の推進者、
カーボンマネージャー、プロダクトマネージャー、
エンジニアからなる多様性あふれるチームです。

弊社スタッフは50%が女性で、14か国の国籍者を
擁し、16か国の言語を使用できます。

そして全員がエネルギー転換に熱意をもって取り
組んでいます。

弊社オフィスは英国とパリにありますが、ヨーロッパ
をはじめとする世界各地とネットワークを介して
連携しています。

私たちは常にお客様第一で活動しています。
定期的にリサーチに関するフィードバックや
意見を求め、貴社がエネルギー転換の時代を
自在に 闊歩す るた めに必 要な 情報を 、弊社
サービスが常に提供できるようにいたします。
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「弊社は、分散型電力市場の新興期にあたる
2004年以来、それに関する最先端の情報、分析、
洞察およびアドバイスをお客様に提供して
きました。

弊社の綿密なリサーチは、旧エネルギーから
新エネルギーへと向かうエネルギー市場の変化
の中で発生する事業機会をお客様が活用し、
ビジネス上ベストな意思決定を行う上で大きな
助けとなります。

弊社は常に一歩先を進んでお客様を導き、
お客様と長期的な共同作業の関係を築き上げる
ことに誇りを抱いています。」

取締役 Andy Bradley

弊社チームは誠意をもって、貴社のために特製のリサーチを提供します
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（ハッピーで意欲溢れるチーム） (的確な行動) (ポテンシャルを万全に発揮)
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お問い合わせ

Edinburgh

Argyle House

3 Lady Lawson Street

Edinburgh

EH3 9DR

+44 (0)131 625 1011

Paris

2 Boulevard de Strasbourg

75010 Paris

France

Tel: +33 1 7038 0088

Cambridge

RS03

Future Business Centre Cambridge

King's Hedges Road

Cambridge

CB4 2HY

+44 (0)1223 781 605

London

Sustainable Workspaces

105 Summer Street

London

SE1 9HZ
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ウェブサイト、電子メール、お電話でのお問い合わせは、いつでも受け付けています。
エネルギー転換の先駆者になる方法について詳細をお知りになりたい場合、ご連絡いただければ、
お客様に最適なチームにただちにお取次ぎいたします。

Website: www.delta-ee.com

Twitter: @delta_EE

Linkedin: Delta-EE

Phone: +44 (0)131 625 1011

http://www.delta-ee.com/
http://www.twitter.com/delta_ee
https://www.linkedin.com/company/delta-ee/

