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会報誌「黎明」は年 4回、700 部以上発行し、会員及び関係
省庁・自治体・業界団体に配布しております。今回は過去の会報
誌記事から「経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問」をチョ
イスし、会員企業のご紹介をさせていただきます。
　今後も会報誌にて会員企業を紹介させていただきますので、掲
載希望の会員企業様は事務局までご連絡をお願いいたします。
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は、「太陽光発電の専門企業」として2008
年9月に設立しました。設立当初は住宅用太陽光
の販売・施工をしておりましたが、固定価格買取
制度がスタートした2012年からは遊休地や屋
根を活用した産業用太陽光の販売・施工も併せて
行なっております。
　当社が提供する太陽光発電所は、独自の厳しい
基準により選定した長期の使用に耐えうるこだわ
りの部材の使用や、施工経験豊富な自社直営職人
による高品質な施工を行っております。また、動
きが激しい太陽光業界における制度や製品、トレ
ンドについては日本PVプランナー協会に参加し
て研鑽に努めております。
　個人・法人のお客様以外にも、公共施設の屋根
貸し太陽光発電事業や、公募型プロポーザル等に
積極的に参加し、現在では前橋市市有施設3箇所
に計185kWの自社発電所や、公共設備として計
280kWの発電所を建設中です。

　これからは住宅用・産業用太陽光発電の他、
O&M、自家消費型太陽光発電、そしてセカンダ
リーマーケットへの対応として発電所売買マッチ
ングサイト『エネ太郎』のオープンなど、太陽光
発電に関するサービスをワンストップで提供でき
るようサービスの拡充に努めてまいります。
　『エネ太郎』は新築・稼働中の発電所を売りたい
売主・オーナー様と買いたいお客様をつなぐ売買
マッチングサイトです。今春オープン予定ですの
でぜひご利用ください。

発電所売買マッチングサイト
「エネ太郎」オープン

㈱ソーラーエコ（関東エリア会員）

　四国出身の私が埼玉県で起業したのは1991
年のこと。「電気の流れるものなら何でもでき 
る！」をモットーに、さまざまな新しい商材を提
案できる会社を目指しました。
　1999年以降、高気密高断熱住宅への省エネ
型ダクト式全館冷暖房システムの施工販売にいち
早く取り組みました。世の中は省エネと創エネの
時代でしたが、省エネに特化していた弊社は太陽
光発電工事店としては後発組となりました。
　そこで「電気工事店ならではの太陽光発電工事
とは？」を考え、行き着いたのが「太陽光発電は
電気を創る装置、電気の知識で他を差別化しよ 
う！」でした。太陽電池について徹底的に社員と
学び、メンテナンスフリーといわれていた時代に
メンテナンスは必要だと説明し、販売をしてまい
りました。FIT法が施行されてからは電気設備工
事店として培ってきた技術力と知識を活かし、産
業用太陽光発電所建設をメガソーラークラスから
低圧クラスまで幅広く施工してまいりました。

　会社経営は、チー
ムワークなくして発
展はないのではない
かと考えています。
月に一度、全社員そ
の日一日は何も通常
業務をせず、全員で
同じことに取組む日

「ＫＯＤＥＮ ＴＡＫＥ ＡＣ-
ＴＩＯＮ ＭＥＥＴＩＮＧ」を
実施しています。朝
から前面道路や会社
の清掃、車両の洗浄、業務改善の会議や自己啓発
のセミナー、さらには終わってからは全員で食事
するという一日です。このことで他人の仕事の苦
労や考え方がわかり、思いやりがうまれ、チーム
ワークが形成されています。
　スモールリッチカンパニーを目指しこれからも
頑張ります。

・会社概要・
社名：㈱ソーラーエコ
住所：群馬県前橋市紅雲町2-6-10
代表者： 代表取締役 河島宏光
創業：2008年9月
主な事業：太陽光発電システム、蓄電池システムの販売・施工

チームワークなくして
発展なし

㈱恒電社（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱恒電社
住所：埼玉県北足立郡伊奈町西小針6-108
代表者： 代表取締役 恒石隆顕
創業：2011年12月
主な事業：太陽光発電・電気・通信・空調
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は、1973年創業の電気・電気通信工事
会社です。本社は和歌山県紀の川市にあり南近畿
を営業範囲としています。照明や電源等の電気工
事、光ケーブルやCATV等の通信工事の主力サー
ビスとともに、近年は電気自動車急速充電ステー
ションや太陽光発電所の工事と保守サービスに力
を入れております。
　当社の経営理念「おもいを技術で繋ぎ、そして
未来へ…」この言葉のなかには、創業の精神でも
ある“電気工事を通して「快適」「安心」「安全」
な地域社会づくりに貢献し続けたい”という気持
ちが込められています。
　このおもいは、高度経済成長期当時、社会イン
フラが目覚ましい速さで整備されていくなか、大
手電設会社で現場の施工管理を任され、日々多忙
を極めていた私の父である創業者の仕事への使命
感だったと聞いております。

　いま、新たな社会インフラとして太陽光発電シ
ステムが注目され、メガソーラー発電所が次々と
地元和歌山に建設されています。
　再生可能エネルギーによって環境とエネルギー
という地球規模の課題を少しでも解決し、「より
よい未来を子供たちに繋げていきたい」という志
をもって、当社は、太陽光発電所工事、特高・高
圧電気設備の管理・保守、太陽電池モジュールの
性能検査（Ｉ－Ｖ測定、ＥＬ検査）などのトータル
エンジニアリングサービスを提供しております。

おもいを技術で繋ぎ
そして未来へ

㈲プウバアー商会（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：㈲プウバアー商会
住所：和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口1053-3
代表者：代表取締役 山田里美
創業：1973年６月
主な事業：電気工事業、電気通信工事業、土木工事業、
電気管理・保守

　弊社は三重県名張市を中心に輸入住宅販売から
スタートした会社です。
　太陽光に関しましては住宅用太陽光から始まり、
今では産業用太陽光の施工・販売もあわせて行っ
ております。取り扱っている産業用物件はすべて
において弊社営業マンが現地調査・役所調査をし、
1級建築士自らが測量、設計させていただいてお
ります。ですからどの物件も自信をもってお勧め
できるものばかりです。さらに、今年から自社オ
リジナルの遠隔監視システムの開発にも取り組み
ＨＰではそれをもとに発電ランキング等も公開さ
せていただいております。
■経営基本方針 
・環境保全に貢献 
・独創的住宅の建築  
■経営理念
・私たちは、地域のお客様に快適な住環境をご提
案することに最善を尽くします。
・私たちは、常に品質と技術の向上に努め、知恵
を出し合い社員全員で力を合せ、地域社会に貢献
する企業として成長します。

・私たちは、お客様とと
もに快適な住環境の創造
を通じ、感動を共有して
いきます。 
・私たちは、よりよい商
品をよりよい価格でお客
様にご提案します。
■人事理念
・個人各々が謙虚に目標
を持って学びつづけ、自
己改革に挑戦していく人財を求めます。
■品質理念
・私たちは、地域のお客様からの信頼を得られる
会社を目指し、お客様のご要望を実現するために、 
誠意ある対応で行動します。 
■ 長期ビジョン
・何事においても地域No.1で尊敬される会社を目
指します。 
　弊社は “建築のプロによる安心施工”“納得のア
フターサービス”にこだわっています。

地域に根ざし、お客様に快適な
住環境をご提案します

㈱平安コーポレーション（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱平安コーポレーション
住所：三重県名張市赤目町丈六435-3
代表者： 代表取締役 月成陽一
創業：1978年3月
主な事業：太陽光発電販売事業、注文住宅建築事業、
アパート建築事業、アパート・マンション経営など

EL検査装置 EV急速充電器
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は2001年に創業し、一般住宅用太陽光発電
システム設置、販売、施工からスタートした会社で
す。
　埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県、
東京都を中心に2000棟以上の設置実績があり、
お客様のニーズに合せて屋根塗装や内装リフォー
ムも行っています。
　新たな社会インフラとして2012年に固定買い取
り制度がスタートした産業用太陽光発電システムの
設置、販売、施工も行っており、屋根・野立て・ソ
ーラーシェアリング等お客様の要望に合せて設計
し、よりよい商品をよりよい価格で提案し施工まで
一括して請け負っています。
　また、弊社はアフターサービスに力を入れてお
り、発電事業者様の遠隔監視システムの管理、電

機メーカー様と連携したメンテナンス業務、住宅用
太陽光発電の点検、改修工事、産業用発電設備メ
ンテナンス全般、高圧受変電設備保守点検業務な
ど、プロ意識を高め、個人、法人に関わらず発電事
業者様の納得のいくサービスにこだわっています。

【経営理念】「創造と調和」を基本とし、自然ととも
に、誠意と行動で信頼され、社会に貢献する企業
でありたい。そして、勤めに自信を持ち、挑戦して
いることを誇りとしたい。

社会に貢献する企業でありたい
㈱J.Cプランニング（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱J.Cプランニング
住所：埼玉県さいたま市浦和区領家3-11-1
代表者：代表取締役 小川和義
創業：2001年12月
主な事業：電気設備工事業・太陽光発電売電事業・建築
工事業

　福島県南相馬市にて工務店として昭和63年に
創業し、地域密着の企業としてこれまでお客様と
二人三脚で歩んでまいりました。
　平成23年3月11日の東日本大震災と福島第一
原子力発電所の事故による度重なる被害により、
同県東白川郡の地に避難を余儀なくされ、さまざ
まな思いが交錯する中、多くのご支援やお心寄せ
をいただき、避難先である棚倉町を第２の出発地
点として再起を図ることができました。私どもは
今回の災害や事故を経験した身として、危険性の
高い原発に依存することのない安全な日本の将来
を皆様と共に創り上げていきたいという強い思い
から、太陽光発電システム事業部の立ち上げを決
意いたしました。震災からこれまでいただいた恩
に報いるためにも、安全・安心・経済的でクリー
ンなエネルギーの普及を促進し、未来を担う子供
たちのために、安心で安全なよりよい環境を残す
べく事業を展開してまいります。
～お客様のニーズに合ったご提案～
　お客様に提案する家づくり、また住宅用・産業
用の太陽光発電システムのご提案は、どちらもお
客様が長年お使いいただく大切な財産であると考
えます。住宅造りも太陽光発電システムもお客様

のご要望に適切に対
応できるよう心がけ
ることはもとより、
お客様に長年安心し
てお使いいただくた
めには、商品をご提
供して終わりではな
く、ご提供してからが弊社とお客様との「未来永
劫」続くお付き合いの始まりであると考えており
ます。住宅においては、長年住まう空間が快適空
間かつエコであるか、そうでないかで、これから
の人生そのものが変わってきます。費用を掛けて
いい所、掛けなくても差し支えのない所を一緒に
話し合い、快適でエコな住まい造りを実現いたし
ます。太陽光に関しても、寿命が35～40年とも
いわれており、設置場所や立地環境、また設置す
るメーカーによっても発電効率に大きな差が生じ
ます。さらには、固定価格買取制度が終了した後
の有効的な使い道は？といった先を見据えた部分
も踏まえ、お客様に最適なプラン選定し、地球と
家計に優しいご提案に努めてまいります。

お客様の「夢」を叶えるパートナー
㈲鈴木工建（東北エリア会員）

・会社概要・
社名：㈲鈴木工建
住所：福島県東白川郡棚倉町大字上台字行人塚51-3
代表者： 代表取締役 鈴木安泰
創業：1988年4月
主な事業：一般建築設計・管理、一般住宅新築・改修、
太陽光発電システム販売・施工・保守、木工家具製作・販売
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社は創業から2014年までは「自然に新未来創
りを…～neo future for nature～」をコンセプト
に事業を進めてまいりました。しかし2015年新た
な始りと決断の意味をこめて「自然に新未来創りを
実現する」に進化させました。
　変わりゆく時代の中で常に情報を掴み、あきらめ
ない精神力と軽いフットワークで皆様のお役に立つ
必要な存在になり「あなたの町のエコ健さん！」と
親しまれるように、小さなお手伝いを身近な所から
始め、われわれが実行・再考しながら実現させる力
になりたいと考えております。
　私たちはお客様とよりよい関係を築き、自然エネ
ルギーと健康を考えたお客様にピッタリの住宅シス
テムを提案する企業です。
　太陽光発電システムや再生可能エネルギー利用
システムの設計・販売・施工を主とし、オール電化
システムやリフォーム事業を自社一貫で行うお客様
のライフパートナーを目指しています。太陽光発電

や蓄電池、エネルギー・マネジメント・システムは
日本のエネルギー自給率を上げるための必要かつ
素晴らしいシステムです。われわれはそのシステム
を広く皆様に提供する事業を展開してまいります。
　皆様と共に考え、歩むこと、そして、日本をちょ
っとよくすることが弊社の夢です。

夢は日本をちょっとよくすること
エコ健システム㈱（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：エコ健システム㈱
住所：大阪府南河内郡南町大字白木427
代表者：代表取締役 Ｃ.Ｅ.Ｏ 淺岡保祐
創業：2010年10月
主な事業：太陽光発電システムおよび再生可能エネルギー
利用システムの設計・施工・販売

　弊社は2007年10月1日に長野市の隣にある飯
網町というところでスタートしました。
　「地球への恩返し」を理念として、太陽光発電の
普及に力を入れ、創業以来、住宅用の太陽光発電
の工事をメインに500件の実績をあげてきました。
ところが、今考えてみると、最も大事な施工品質
や太陽光発電のシステムそのものに対する提案を
ないがしろにしていました。そのような時、日本Ｐ
Ｖプランナー協会の存在を知り、早速、入会させて
いただきました。入会したことで、弊社の太陽光発
電システムの施工に対する考え方が変わりました。
今では、お客様の視点に立って施工、提案等がで
きるようになり、弊社の評判も上がってきたように
思います。
　これは私の思いですが、地球上に存在している
もの、起きていること、これらはすべて循環してい
ると考えています。こうした考えを実際の生活の中
に取り入れてみることとして、まず、近所の畑をか
りて、循環農法による野菜づくりをしました。そし
て、次に、近所の山に生えている木材を薪に加工し
て薪ストーブで暖をとる生活をしました。その後、
引っ越しをしたために、形は変わりましたが、現在

も行っています。最近では、太陽光発電による電
気の地産地消にチャレンジしており、その場所にふ
りそそぐ太陽光でできた電気での生活をするよう
にしています。
　地球の循環を止めないエネルギーを使う生活を
もっと広げていきたいと考えています。そんな地球
にやさしい電気工事店になること、それが今後の

「Ｇ＆Ｅかんぱにぃ」です。

地球を救う電気工事店　
Ｇ＆Ｅかんぱにぃ（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：G&Eかんぱにぃ
住所：長野県長野市三輪8-16-16
代表者：恩田 誠
創業：2007年10月
主な事業：自然エネルギーを利用した発電および蓄電・給湯・
暖房システムの施工・販売・メンテナンスおよび一般電気工事
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　2003年の創業以来、弊社は太陽光発電に特化
する施工・販売店として、このクリーンで経済的な
エネルギーを普及したい一心で活動してまいりまし
た。主に関西中心に中国、四国から中部にかけ施
工・販売を行っております。
　創業当時と比べ、国の政策の変化・設置コスト
の下落・価格サービス競争の激化など大きく変化
しております。そのような環境の中、弊社では「圧

倒的な提案力・
工事力・メンテ
ナンス力・価格
力」を理念にあ
げ、お客様の期
待を上回るサー
ビスをもって成
長してまいりました。お陰様で2017年度は約130
件の産業用太陽光発電所を建設し、施工実績を着々
と伸ばしております。そして2018年度は売電単価
18円/kwhの設備となっても変わらずお客様に
10.5％～11％の表面利回りをご提示させていただ
きます。
　また住宅太陽光設備の販売・施工にも力をいれ、
毎月20～25件の設置を目指しております。特に施
工後は、アフターサービスにも注力しており、1、
3、9、12、15、20年目に無償で実施しています。

期待を上回るサービスを実施
㈱トランスオーシャンプランニング

（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱トランスオーシャンプランニング
住所：兵庫県神戸市灘区大石南町1-4-24
代表者：代表取締役 大河内祥行
創業：2003年8月
主な事業：太陽光発電・蓄電池システム施工・販売、O＆M

　弊社は1998年５月、「有限会社原建設建材」と
して設立した、土木を中心とした会社です。
　2013年からは自社オリジナル製品「HKフェン
ス」を開発し、現在はフェンス販売・工事を中心に
営んでおります。HKフェンスの開発にあたり、コ
ストはもちろんのことですが、第一としたのは「真
のお客様本位商品」の制作でした。フェンスは発
電所をお守りするうえで必須アイテムです。コス
ト・品質・施工性・安全性のバランスが取れている
商品でなければ再生可能エネルギーの発展の妨げ

になりかねません。初代「HKフェンス」から７回
の改良を重ね、現在の商品になりました。長期にわ
たり、お客様に寄り添える商品であり、私どもでな
ければならないという思いを商品にしました。
　地域社会の健全な発展と、次世代を担う子供達
へ確かなものを残せる企業でありたいと思います。
　「久留米発、柵を工事る！」をテーマに福岡県久留
米市から、今日も元気に営業中です。

創業20周年！地域社会の発展と
未来に貢献したい

原建設建材㈱（九州エリア会員）

・会社概要・
社名：原建設建材㈱
住所：福岡県久留米市田主丸町竹野1819
代表者：代表取締役社長 原 泰則
創業：1998年5月
主な事業：工事部　公共工事・エクステリア・下水道・解体
・除草業務　商品販売部　・HKメッシュフェンス・HKエク
ステリアフェンス販売・リアル人工芝「Easy Green」販売・
次世代型空調機「エコウィンハイブリッド」代理店

2018 年 4 月 Vol.10 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　社名ジャスパーの意味は太陽・情熱・前向き。
　ジャスパーは自分自身だと本気で思えるそんな
志しを持った社員とともにソーラーシェアリングに
本気で取組んでいます。シェアリング施工実績は
早くも８MkW（約80反、24,000坪）を超え、遮
光率約30％の太陽の下、葡萄やブルーベリー、榊
などが順調に生育しています。
　そのような中、実際に農家の方の生の声を聞き、
私たちは立ち上がりました。今、日本の農業者平均
年齢が65歳を超え、10、20年後には農業を行う
人がいなくなってしまうと感じました。その背景に
は収入が安定せず、少ない。そして重労働。誰が
率先してやるのでしょうか？
　そんな現状を打破できるのは…私たち太陽光発
電事業者が農業にも真剣に取組み、特に六次産業
化に繋げる。農業は農家さんとタッグを組んだり、
知恵を借りながら自分たちで営農したいと考えてい
ます。ぜひ、皆さんの力をお貸しください。
　また、ソーラーシェアリングでは、ほとんどのお

客様は設備代を借入れ、持ち出しなしで設置し、
返済は売電収入で賄えてしまいます。また、設置し
た農地で農業をそのまま続けますので、農地を減
らすこともありません。ソーラーシェアリングを行
い、売電収入から得る安定した収入を基盤とする
ことで、これからの農業を支えていけると私は考え
ています。

ソーラーシェアリングで
農業を支える　

㈱ジャスパー（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱ジャスパー
住所：神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9 朝日相模原ビル4F
代表者：代表取締役  櫻井秀雄
創業：2009年12月
主な事業：太陽光発電設備、ソーラーシェアリングの販売、施工、
メンテナンス、野菜、果樹の栽培、販売

　当社は静岡県浜松市を中心に太陽光発電システ
ム・オール電化・住宅リフォームなどの販売・設
計・施工を行っております。太陽光発電システムに
関しましては、太陽光発電システムが普及する以前
より施工に携わってきました。個人のお客様からの
依頼はもとより大手家電量販店様・建築会社様・
商社様・メーカー様からなどの依頼によるシステム
設計から工事まで一貫した施工を行っております。
創業時から数えますと2,000件以上の実績と経験
を誇ります。
　当社が一番重要だと考えるのは、施工前の徹底
的な現場調査です。屋根材質、隣接の建物、家の
構造などにより設置条件も違います。発電量の妨
げとなる影ができる要因も調査し、当社自慢の高精
度シュミレーションにより最適なプランをご提案し
ております。また、お客様が安心して工事にのぞめ
るように工事スタッフおよび事務方スタッフはメー
カーの施工研修および、電気工事士免許などの資

格を取るようにサポートしております。
　当社の経営理念である「S（Speed 迅速） Q

（Quality 品質）C（Cost 価格）D（Delivery 工期）
S（Safety 安全） ＋H（Hospitality おもてなし）
には、携わらさせていただいているお客様の期待へ
の責任と社員一人一人が幸せに生活できるようにと
の気持ちが込められております。そして私の父であ
る創業者の仕事への使命感だと常日頃から聞いてま
いりました。今後共、この経営理念を胸に秘め成長
していく会社で参りたいと思います。

お客様が安心して工事に
のぞめるように

㈱エネシス静岡（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱エネシス静岡
住所：静岡県浜松市中区上島3-18-13
代表者：代表取締役社長 小原剣太郎
創業：1996年
主な事業：太陽光発電設計・施工・販売

2018 年 7 月 Vol.11 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社は1961年に設立し、地元の電気工事店とし
て事業を続けていましたが、太陽光発電に未来を
感じ2010年太陽光発電の専門会社として再スター
トをきりました。当初は家庭用太陽光発電が中心で
したが、現在は低圧の事業用太陽光発電を中心に
自家消費型の太陽光発電やソーラーシェアリングな
どにも力を入れています。また、地元行政やNPO
などと一緒に「地域の資源は地域で利用」「再生可
能エネルギーでまちづくり」をスローガンとして市
民出資を募り市民発電所を建設しました。（現在6
基）そのうちの1基は市民農園でソーラーシェアリ
ングを行っており、地元大学の実習場所にもなって
います。太陽の恵みを作物に変える「農業」と電
気に変えるソーラーシェアリングは高齢化が進み担
い手のいない農地を有効活用し、農業を継続する
手段として大きな役割を果たしています。2012年
に始まった固定価格買取制度も買取価格が半分以
下に下がり、事業的には厳しい状況になりつつあり
ます。単に収益を目的とした太陽光発電もその役
割を終え、大規模な太陽光発電所ではなく、これ

からは地域資源としてその役割を果たす必要があ
るのでないでしょうか。
　ソーラーシェアリングを通じて農業と関わる機会
が多くなり、現在はその延長として畜産農家や行
政と一緒にバイオガス発電所の建設を計画中です。
発電だけでなく糞尿処理の問題解決手段として、
その必要性を感じています。私どもの事業が、単
なるエネルギー（電気）を作るだけでなく、持続
可能な社会の実現につながる役割を果たすことが
できればと考えています。

太陽光発電に未来を感じて
㈱テルッツォ（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱テルッツォ
住所：兵庫県宝塚市野上1-１-8
代表者：代表取締役 西田光彦
創業：1961年
主な事業：太陽光発電システム設計、施工、販売・各種オー
ル電化機器の施工、販売・再生可能エネルギー導入のコン
サルティング

『 設立の想い（存在）：私たちは、「世界を変えるた
め」、次世代へ引き継ぐ「理想の環境とエネルギ
ー」をテーマに、身近な日常生活や事業活動シス
テムを、再生可能エネルギーの活用と省エネルギ
ーを中心にした提案活動を通して「脱炭素社会の
実現」を目指し、「ご縁のある一人ひとりの幸福を
願い」、強い想いを結集し社会に貢献し続けるため
に存在する』
　21年間の太陽光発電事業歴を活かして、未来の
環境とエネルギーに貢献できる会社になりたいと
の想いを具現化するため、昨年新会社を設立しま
した。
　現在、社員9名とシニアアルバイト５名で会社を
運営しています。営業エリアは施工・メンテナンス
は徳島県を中心に四国４県とメンテナンス対応で
中国・近畿を範囲としています。
　低圧産業用太陽光発電の施工販売については、
リピーターのお客様がほとんどで常に販売情報を

待っていただいている状況です。また、設立に当た
りＯ＆Ｍを積極的に展開していきたいとの思いで、
グルディオ社のパネル洗浄システム「マジックウォ
ッシュ」の代理店契約を行いました。そして、パネ
ル洗浄デモを数回にわたり行い、新しいお客様と出
会うことができて、現在多くのＯ＆Ｍご契約をいた
だいています。
　代表の吉村は、５月１日に発足した「（一社）新
エネルギーＯ＆Ｍ協議会」のメンバーに就任し、全
国のＥＰＣ・発電事業者にトータルＯ＆Ｍの重要性
を普及推進しています。

環境とエネルギーに貢献できる
会社になりたい　

未来環境エネルギー計画㈱
（中国・四国エリア会員）

・会社概要・
社名：未来環境エネルギー計画㈱
住所：徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保87-1
代表者：代表取締役 吉村長治
創業：2017年2月
主な事業：太陽光発電システム施工・販売事業・Ｏ＆Ｍ事業・
愛犬家住宅リフォーム事業

2018 年 10 月 Vol.12 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　ごく近い将来のことです。①次世代の通信技術
である「5G」がもたらす産業構造変化のインパク
トは情報社会を大きく変え、②ドローンが小型郵便
を運び、空を飛ぶ電気自動車が普及し、リニアモー
ターカーによる移動の速さが現在の常識を時代遅
れとさせ、③エネルギーのクリーン化と自由化・国
際化がさらに進んで日本の電気を韓国に毎日輸出し
ているかもしれません。
　このような近未来につながるインフラのための工
事に微力貢献することができればと考えています。
　太陽光発電業界についてみると、市況は数年で
変化しました。利益の出やすいビジネスから、低予
算でかつ施工の品質を落とさず完工までなんとか
寄せきる力が強く求められるようになりました。そ
れでも技術の進歩とともにカスタマイズしやすい太
陽光発電ビジネスそのものは存続すると思います。
そこで事業の一環として、自家消費型太陽光発電の
提案・施工を進めています。
　弊社は、会社としては若い集団で、横浜市戸塚区

に倉庫兼事務所があり、従業員は40名です。電気
工事と地下鉄電設工事、電気通信工事を主に元請
から請けています。再生可能エネルギー分野では、
杭打ちから電気工事、高圧までのメガソーラーの工
事、ショッピングモールの電気自動車充電器設置工
事の実績があります。
　現在、スキルの高い職人の養成と確保は業界で
は共通の悩みであり課題だと思います。弊社でも少
しずつではございますが、養成を進めています。
　皆様のご協力を得つつ、この時代で喜ばれるよう
な実績を残せるよう研鑽に励む所存です。

電気自動車が空を飛び、リニアで東京
から名古屋まで移動時間

40分の時代に、あなたは何を
して何を遺したのかと問われたら

㈱KIK（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱KIK
住所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚2784-1
代表者：代表取締役 上田 泉
創業：2005年
主な事業：電気工事業、電気通信工事業、新築ビル・地
下鉄の電気工事、ケーブルテレビの電気通信工事

　弊社が他社と一味違うのは、畑に架台を組んで
太陽光発電事業を行い、その下で作物を育てる、
いわゆる営農型太陽光発電に力を入れているとい
う点です。私の実家は地元静岡県掛川市で、先祖
代々受け継がれてきた農地で米の生産を行う農業
を営んでおり、息子は、掛川市の耕作放棄地を減
らしていくべく、農業法人を立ち上げました。
　父子共々、農家が直面する業績悪化や後継者不
足といった問題を、どうにかしたいと模索しており
ました。そこで、営農型太陽光発電です。営農型
太陽光発電であれば、農家の方は農業を続けつつ
年間安定して高額な収入を得られるし、耕作放棄
地を保有する方は土地の管理を委任でき、かつ賃
貸収入を得ることができます。
　つまり、太陽光発電は農業の助けとなるのです。
弊社はすでに多数の営農型太陽光発電所を稼働さ
せています。もちろん設計・施工はすべて弊社が
請け負います。2月現在、低圧営農型太陽光発電設
備は22か所完成しており、来年度中には100か所
を目指しています。弊社の得意とするところは太陽
光だけにとどまらず、住宅事業にまで展開している

点です。最近で
は 注 文 住 宅 だ
け で は な く、
ＬIFELABELと
のフランチャイ
ズ契約をし、企
画住宅も手掛け
ています。
　「地元の農業を
盛り上げたい」
—そんな強い想
いから立ち上げた太陽光施工の会社。より多くの
方の未来を見据えて、関わるすべての方に幸せに
なってほしいと願っています。弊社の社員は20代
～30代前半の若手が多く、みんな一丸となって農
業・太陽光を盛り上げていこう！とやる気です。私
たちのモチベーションは、ズバリ、地元掛川のた
め、そして未来の子供たちのためです。同じ想いを
持った父と息子、それぞれの方法で農業の新しい
風になれればと「持続可能な農業」への挑戦です。

農家発！！
太陽光施工の会社です！
㈱ＭＧプラン（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱ＭＧプラン
住所：静岡県掛川市中5500
代表者：代表取締役 渡邉正和
創業：1992年
主な事業：太陽光発電システム設計、施工、販売、保守管理、
コンサルティング、オール電化製品の設置、販売、住宅リ
フォーム、リノベーション

2019 年 4 月 Vol.14 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社は2006年に創業し、兵庫県の淡路島を中
心に地域密着の会社として主に太陽光発電所の建
設、販売、保守管理業務を行っており、営業エリア
はほぼ淡路島に限定しています。その理由はお客様
への対応の徹底です。営業エリアを広範囲にしたり
遠隔地での販売をした場合、発電所に万が一のこ
とがあっても即座に現場へ駆けつけることができま
せん。これではお客さまが安心して弊社に保守管
理をお任せいただくことはできないと判断したから
です。もう一つの理由は「スモールリッチカンパニ
ー」であること。勢いに任せて人を増やしたり営業
エリアを拡大するとどうしても固定費がかさみ、数
字ばかりを追いかける会社になってしまいがちで
す。弊社は生まれ育った淡路島で少人数で小さく
てもしっかりとした会社にすることをコンセプトに
しているので、地域に根差し、身の丈に合った安定
した会社にすることがお客様への満足度を上げるこ
とにつながり、社員へもしっかり還元することでお
客様も社員もみんな笑顔になれると考えています。

　また地域貢献という意味では農業法人の淡路ア
グリイノベーション、新電力会社の淡路島電力を立
ち上げました。農業法人については、発電所用地
を探す中で農業従事者の高齢化や耕作放棄地の増
大等、淡路島の農業の現状を目の当たりにし、これ
は地域に根差す会社として何かやらなければという
使命感がきっかけです。新電力会社については淡
路島の方々の電気料金の削減とお金の地域内循環
を考え立ち上げました。スマイルあわじが地産地
消の自然エネルギーの持続、淡路アグリイノベー
ションが農と食の持続、淡路島電力が暮らしの持
続。淡路島という限られたエリアでの仕事になるの
でそれぞれは小さいのですが関連会社すべてが淡
路島での持続可能な社会を作るのに切っても切れ
ない関係性を持たせることで、互いに充実し、それ
ぞれが「スモールリッチカンパニー」になれると確
信しています。

コンセプトは
「スモールリッチカンパニー」
㈱スマイルあわじ（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱スマイルあわじ
住所：兵庫県洲本市五色町都志角川661
代表者：代表取締役社長　長尾隆之
創業：2006年
主な事業：太陽光発電所の設計・施工・販売・保守管理、
太陽光発電システム関連製品の販売、各種住宅リフォーム、
太陽光発電所の運用、その他再生可能エネルギー関連事業

　2006年創業、2008年より、太陽光発電の取
り扱いを開始、美しい地球を次世代へ受け継ぎた
いという想いがそのきっかけです。
　事業を続けていく中で、転機となったのは、やは
り2011年3月の東日本大震災です。事務所内は全
壊、町の多くは津波にのまれ、大停電を経験、夜
の街には明かりひとつなく、暗闇に包まれている状
況が1か月以上続きました。無力さを感じる中にも、
太陽光発電で使えるわずかな電気に、お客様や近
隣住民の皆さんは喜んでくれました。電気が復旧
した夜、街に明かりが灯っていくのを目の当たりに
した時、「街が元気」を取り戻すのを感じ、またこ
こから頑張ろうと熱い想いが込み上げてきました。
　私たちは、その経験を通じて、電気という物理

的なエネルギーだけではなく、お客様に元気を届
け、元気な「人」・活気ある「まち」・美しい「地
球」づくりに貢献できる企業を目指しています。

美しい地球を
次世代へ受け継ぎたい

㈱パートナーズ（東北エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱パートナーズ
住所：宮城県気仙沼市本郷10-13
代表者：代表取締役 澤井 仁
創業：2006年
主な事業：太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーの
普及活動

2019 年 7 月 Vol.15 掲載

2019 年 7 月 Vol.15 掲載



経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は公共工事、電気工事などの建設業と太陽
光発電システムの施工・メンテナンス､LEDの導入
推進などの環境・再生エネルギー事業を展開して
おります。
　災害に強い家づくり､街づくりは私の小さい頃か
らの夢であり、安心・安全に暮らせる社会の実現に
さらに貢献できる事業に関わりたいという思いで
LED照明、太陽光発電システムといったどちらも
環境保全に大きく寄与できる事業を手掛けており
ます。
　全国各地で災害が多発傾向にある昨今、災害時
に照明器具から取り外して懐中電灯として使える

「電気を蓄えるタイプ」のLED電球など､省エネだ
けではなく緊急時に役立つ商品、室内、街路灯な
ど身近なところにある照明も含め使用場所や用途
によって異なるさまざまな商品を数多く取り扱って
おり､ご提案から販売・工事まで一貫して行ってお
ります。
　太陽光発電システムでは､施工からメンテナンス
業務まで行っており､鹿児島県内をはじめ、九州、
四国、近畿地方へ出向き、施工に携わってきた実
績があります。除草作業に関しては乗用型草刈機
を使用し、これまで多くの現場で作業を実施してい
ます。
　太陽光発電においては､定期的なメンテナンスが

重要であること
をふまえ､2016
年から本格的に
メンテナンス業
務をスタートし､
ご契約いただい
ている発電所へ
の定期点検･除
草作業をはじめ､
遠隔監視システ
ムによる発電状
況の確認、異常
発生時の緊急駆
け付け対応など
の業務を行って
おります。
　2019年11月以降､順次迎える買取期間満了にと
もない､今後は自家消費が主流になっていく中で太
陽光発電と併用することで多くのメリットのある蓄
電池について､お客様のお役に立てるご案内ができ
るように当社でも社外セミナーに積極的に参加して
おります。とりまく状況の変化に対応し､今後も事
業を通じて地域社会に貢献できるように日々精進し
て参りたいと思います。

仕事を通じて環境と社会に
貢献できる会社を目指して

㈱大海技建（九州エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱大海技建
住所：鹿児島県鹿児島市上荒田町22-3 育英ビル3F
代表者：代表取締役 寺地利久
創業：1996年2月
主な事業：土木工事、電気工事、太陽光発電システム
施工・メンテナンス、LED照明販売・設置

　弊社は1969年創業で、今年で50年になります。
創業時より電気・水道設備工事業を営んできました。
約15年前に太陽光発電に出逢い、再生可能エネル
ギーの将来性を感じ事業を加速させてきました。
　節目である本年より「総合エネルギー提案施工
会社」を会社のテーマとし、住宅から公共産業ま
で幅広くエネルギーの地産地消、自家消費の導入
を推進しております。
　エネルギーをコントロールしていくことで、無駄

をなくし、環境にやさしく、防災に強い、家・企
業・まちづくりに寄与していく所存です。
　提案～施工～アフターフォローまで自社一貫で
す。特にアフターフォローで高い評価をいただいて
おります。
　事業を通し、地方がHAPPYになる社会の実現に
向け取り組んでいきたいと考えています。

総合エネルギー
提案施工会社として　

㈱ヨネカワ 橿原店（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱ヨネカワ 橿原店
住所：：奈良県橿原市膳夫町198-1
代表者：代表取締役 米川 高
創業：1969年9月
主な事業：環境エネルギー事業・電気設備・水道設備
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社は2017年に創業した若い企業です。再生可
能エネルギー事業を積極的に推進することにより、二
酸化炭素の排出削減に寄与していきます。現時点で
の展開事業は、太陽光発電を主体とし、自社保有と販
売。モデルは自家消費・余剰売電・100％売電、立
地は屋上と野立て、多様な形態でノウハウ・技術・知
識の蓄積をすすめています。ワンストップ・フルサー
ビスが弊社の特徴で、「土地開発、一級建築士による
最適な発電所の企画・設計、経済産業省・電力申請
業務、基礎土木工事、設置電気工事、メンテナンス

（O＆M）、きめ細かい発電データ分析、損害保険加
入、税制特例や顧問税理士対応、ファイナンス、事業

コンサルティング」まで統合的なサービスを提供して
います。
　今後の事業展開は、①災害時に太陽光発電所と蓄
電池を活用したマイクログリッドの構築、②食糧自給
率とエネルギー自給率の両方に資するソーラーシェア
リングへの取組み、③多数の人々が自ら参加し購入で
きる再生可能エネルギーの小口化や証券化、④次世
代自動車に対応したEV設備と屋上太陽光発電の組合
せ等、新しい事業に挑戦します。

　弊社は1982年に創業以来、宮城県を中心に電気工
事を行っております。住宅の電気工事から、マンショ
ン、ビル、工場、学校、病院、店舗、スタジアムなど
さまざまな建物の電気設備設計施工を請け負ってき
ました。現場を知らなければよい提案もできないとい
う思いから、社員は全員、職人として現場経験がある
有資格者です。
　培ってきた電気工事に関する知識と技術を生かし、
2010年から太陽光発電システムについて取組み始め
ました。その根底には二酸化炭素削減を目指し、東北
の美しい自然を残したい、未来の世代のためにも持続
可能な電源を多く残したいというものがあります。ま

た、2011年 の 東
日本大震災では特
に電気のありがた
みを実感し、われ
われ電気工事会社
は災害時において
特に地域に貢献す
べき役割が大きい

ことを再認識しました。
　自家消費型太陽光発電の導入が話題になっている
ように、これからは一般電気設備と再生可能エネルギ
ー設備が融合し、両方のニーズの充足が求められると
思います。弊社はこの流れを想定し、一般電気設備
工事と太陽光発電設備工事に取組んできました。AI
や５G、EVのさらなる普及も予想され、電気を通し
てワクワクすることが広がります。「環境保護」と「防
災」を念頭に、電気を通して笑顔がひとつでも増える
よう、これからも東北で活動していきたいと考えてい
ます。

電気工事を通して社会および
地球環境保護に貢献する
ミナト電気㈱（東北エリア会員）

・会社概要・
社名：ミナト電気㈱
住所：宮城県仙台市泉区高森7-24-3
代表者：代表取締役　佐々木 甚一
創業：1982年
主な事業：電気設備設計施工、太陽光発電システム設計施工

再生可能エネルギー事業に
邁進する企業です

アソシエイトエナジー㈱（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：アソシエイトエナジー㈱
住所：東京都中央区銀座1-27-10 4F
代表者：代表取締役　神谷 一興
創業：2017年
主な事業：再生可能エネルギーの保有・売買・仲介・コンサ
ルティング、再生可能エネルギー（主に太陽光発電所）設置
における土地開発・企画・設計・施工・メンテナンス、再生
可能エネルギー関連商品や設備の卸業、 再生可能エネルギー
損害保険取扱い
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

盛和のプライド
　当社は省エネ・再生可能エネルギーのスペシャリ
ストであり、さまざまな施設の建設・メンテナンスを
行っています。品質・技術に妥協はしません。お客様
の利益にこだわり、お客様の最高のパートナーになる
ことを目指しております。
他を圧倒するトータルなEPC
　 当 社 が 提 供 す るの は、フ ル サ ポ ート の EPC

（Engineering「 設 計 」Procurement「 調 達 」
Construction「建設」)です。用地の選定より完成ま
で一貫して対応致します。
最高レベルの製品をご提供
　当社では自信をもってお勧めできる商品を取り扱っ
ており、お客様に最適な商品のご提案を行っていま
す。
お客様の大切な資産を守るO&M
　お客様の大切な資産を守る信頼できるパートナー
として、価値あるサービスをお客様にご提供いたしま
す。

社長あいさつ (小野 晋太郎)
　弊社のモットーは利他の心を持ち、お客様にサービ
スをすることを第一に考えております。私達が拘りを
もって工事を施工し、安心な商品を提供することでお
客様も喜んでいただければ、また利他の心にもつな
がると考えております。できるだけ多くの人に喜ばれ
るサービスや商品を長く提供し、着実に信用を多くの
方から支持されるような会社を目指しております。

お客様の最高のパートナーを
目指す

㈱盛和（九州エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱盛和
住所：宮崎県宮崎市日ノ出町65-1
代表者：代表取締役 小野晋太郎
創業：2013年
主な事業：太陽光発電設備の販売・施工（EPC）・太陽光発電
設備の保守・運営・太陽光発電設備関連商品の販売・太陽光
発電事業コンサルティング・自社太陽光発電所による発電事
業（IPP）・不動産開発事業・各種電気工事・空調工事

　岡山県内で、一般電気工事を中心に地域に根差し
てきた会社から、太陽光発電メンテナンス部門とし
て、特化独立した会社です。エリアは中四国を中心
に、行ける範囲はどこでも対応いたします。
　長年、電気工事の会社として培ってきた経験を役
立て、皆様のお困りごとに対応していくうちに「電気
で困ったことがあればあの会社」といっていただける
ようになりました。蓄積された電気に対するノウハウ
は、太陽光発電所の施工にも生かすことができ、多く
の実績を積み、順調に施工件数も伸びています。
　われわれがメンテナンスをするきっかけは、自社発
電所の管理です。管理にあたって多くの疑問が生ま
れ、解決方法を探索するにつれ、これは多くの発電事
業者にとって役立つ知識であることを認識しました。

　太陽光発電所
のメンテナンス
に関わり勉強し
て い くに つ れ
て、発電事業者
の利益・売電収
入といったもの
を守るだけでは
なく、現在問題
となっている地球温暖化という環境問題に役立つもの
だと確信し、事業としてのやりがいだけではなく地球
環境にも役立ててるという大きなテーマを得ることが
できました。
　岡山県では、記憶に新しい「真備の西日本豪雨」
がありました。近くでの災害に際し、太陽光発電や蓄
電池といった再生可能エネルギーの重要性を感じま
した。
　PVプランナー協会に加入し、太陽光メンテナンス
という事業を通じて多くの人と触れ合い、多くの知識
を得て、さらなら成長をしていけると確信しておりま
す。地域に、環境に、地球に貢献できる企業として成
長していきたいと思っています。

コンセプトは「電気のお医者さん」
「太陽光発電所の真価の創造」　

㈱エコロステーション（中国・四国エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱エコロステーション
住所：岡山県総社市井尻野907-2
代表者：代表取締役 椋木秀典
創業：2018年
主な事業：一般電気工事業、太陽光発電事業、太陽光発電
メンテナンス事業
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は「共同作用」「相乗作用」を意味する想いか
ら名付けられました。二つ以上のもの「人」「事柄」
などが、相互に作用し合い、一つの効果や機能を高
めます。特に、経営戦略おいて、販売・設備・技術
などの機能を重層的に活用することにより、利益が
相乗的に生み出されるという効果をさして用いる場

合もあます。当社のロゴマークは４
つの事業「+」が機能しあい、相乗
的に新たな付加価値・効果を生み
出すことのできるようにという意味
をシンボライズしました。
　４つのカラーは、環境への貢献を掲げる私たちの
理念に基づき、「太陽」「水」「緑」「大地」を表して
います。
　私たちは、これまで培ってきた知識と経験を活か
し、その成果を社会貢献へとつなげていくお手伝い
をさせていただくことで、私たち自身の使命を果た
していきたいと考えています。

　当社は創業57年を迎える電気工事会社です。大阪
府・大阪市・箕面市を中心とした各種官公庁工事か
ら、タワーマンション・病院・ビル・競馬場・モノレ
ールなどさまざま民間工事を行ってまいりました。
　官公庁やゼネコンの厳しい品質要求の下で培って
きた設計力・技術力、安全管理、工程管理など、蓄
積された弊社のオンリーワン技術を基に、クリーン
なエネルギーを利用した太陽光発電システム工事に
いち早く取組み、約18年間で多くの施工実績を積み
上げてまいりました。その結果、数々の無災害・施
工技術賞を受賞し、安全衛生優良事業場の認定を受
けております。
　低圧から高圧まで、電気を知り尽くしたプロの技
術集団であり、工事着工前から工事完工後まで、最

高品質の設計・施工・アフターフォローを提供する
ことができます。
　近年、変動が著しい太陽光業界ですが、本協会で
得られる情報やノウハウを活かし、今後は、
①蓄電池、新電力を組合せた「自家消費型太陽光発
電事業」　
②FITを利用した「分譲型太陽光発電事業」および販
売
③強い街を作るための「電線地中化事業」
の３つを軸にして地球環境問題に全力で取組んでま
いります。

地球環境問題に全力で
取組みます

相和電気工業㈱（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：相和電気工業㈱
住所：大阪府大阪市北区東天満1-5-17
代表者：佐茂英昭
創業：1963年
主な事業：総合電気工事業（設計・施工・管理）・通信工事
業・太陽光発電事業（設計・施工・管理）・太陽光発電（メ
ンテナンス・改修・リパワリング・コンサルティング）・太
陽光発電セカンダリー仲介事業・電線地中化事業・自社太
陽光発電所売電事業

4つの事業が機能しあい、
社会貢献へとつなげていく

ジャパンシナジーシステム㈱（九州エリア会員）

・会社概要・
社名：ジャパンシナジーシステム㈱
住所：福岡県福岡市博多区東光2-5-14 第五平野ビル２F
代表者：上木由佳
創業：2013年
主な事業：太陽光発電事業・住環境提案事業・不動産事業・
コンサルティング事業
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社の創業は1949年。畳の縁に使用されている
細巾織物を作る織物メーカーとして創業しました。
その後、ドットプリンターの普及によりインクリボン
の需要が急速に高まったのを機にインクリボンの製
造を始めました。
　世の中の意識が環境への負荷を低減する方向に高
まったことを受け、再生トナーを製造するリユース
トナー事業を、次いで防草、緑化を主とした新たな
事業としてグリーンナップ事業を展開しました。緑
化ビジネスの先駆けとして防草シート業界をリード

して参りました。
現在では太陽光
専用に特化した
専門の部署を作
り、太陽光に特
化した製品のご
提案をさせてい
ただいておりま
す。

　インターネットで検索すればさまざまな防草シー
トが出てくる中で、当社が選ばれ続けている要因は、

「よりよいものを、よりよい施工方法を、より現場に
適したシートを」とお客さまに寄り添ったご提案さ
せていただいていることです。
　シートが適合しない現場に敷設してもシートの効
果は発揮しません。素材の違いや構造の違いを分か
りやすくご説明させていただき、さらにご要望があ
れば現場にも駆け付ける姿勢こそが当社の誇りであ
ります。

自然と人間（みんな）が
一緒に幸せになる仕事

・会社概要・
社名：㈱白崎コーポレーション
住所：福井県鯖江市石生谷町11-23
代表者：白崎弘隆
創業：1949年
主な事業：リサイクルトナーの製造・販売、緑化資材の製造・
販売

　当社は、2014年に広島県で設立した太陽光発電
のEPC事業を中心にした企業です。FIT制度に基づ
いた太陽光発電事業、自家消費型太陽光発電を主軸
とし、省エネ提案コンサルティングやBCP策定提案
も行っております。
　太陽光発電事業、省エネ事業のスペシャリストと
してお客様ファーストを掲げ、キャッシュを守って
いくとともに、二酸化炭素の排出削減等の環境に配
慮した事業モデルを構築していきます。
　微力ながら太陽光発電EPC業者として、太陽光と
いう無尽蔵で環境負荷を与えない自然エネルギー源
を活用した太陽光発電を普及させることは、私たち
の使命であると考えております。

　 太 陽 光 発
電を取り巻く
環境は、年々
ソフト面、ハ
ード面におい
て変化をとも
なっており、
スピーディー

かつ正確に情報をキャッチし、実行していくことで
再生可能エネルギーの未来を創出する一旦を担って
いきます。
　また、広島県では一昨年「西日本豪雨」がありま
した。自然災害の現実を目の当たりにして、いつど
こで起こるかわからない災害に対しての備え、BCP
策定に注力していく必要があると感じ、さまざまな
場面において社会、地域に貢献できる企業を目指し
ていきます。

太陽光発電を普及させ、
地域に貢献する

㈱エコラボ（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱エコラボ
住所：広島県福山市奈良津町3-9-29
代表者：加茂有紀
創業：2014年
太陽光発電システム事業【設計・販売・施工・管理】EPC
太陽光発電メンテナンス事業、太陽光発電設備関連商品の販売、
自家消費型太陽光発電を用いた省エネ提案事業、BCP対策事業

㈱白崎コーポレーション（関東エリア会員）

2020 年 1 月 Vol.17 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　社名の通り、重機＝建設機械の販売修理を生業と
して、今年で60周年を迎える会社です。
　「成長無限」「人格陶冶」を社是として、一生懸命仕
事をすることを通じて、人間的に成長し、人格を磨
くことをめざして日々努力しています。
　太陽光発電システムは1997年から販売・施工を
スタートし、早23年目となります。再生可能エネル
ギーの重要性は高まる一方で、周辺の設備もどんど

ん新しい技術、新しい商品が登場しております。私
どもは、まず再生可能エネルギーの普及を第一に、
続いてそれを活かす新しい技術を、お客様の生活パ
ターンや使用目的に合せてご提案させていただくこ
とを常に心掛けて活動しています。
　これまで培ってきた経験と技術に加え、メンテナ
ンスの知識、蓄電池やEVを使った家庭用のシステム
構築など、しっかり勉強していきたいと思います。
正しい情報提供とご提案で、お客様の信頼を得なが
ら、永く環境保全に貢献していける企業でありたい
と考えています。

　東北は秋田県で太陽光発電と小形風力発電を主と
したEPC・O&M事業を行っています。震災前より太
陽光発電に特化した会社として活動し、現在に至っ
ております。工事会社らしく、安全と品質にはこだ
わっています。
北国のリスクと戦う
　どうしても雪と向き合わなければなりません。積
雪量、落雪の量、角度、つらら、その土地（地域）
の特性など設計時から頭を悩ますことも多く、気持
ちの入った対応をします。
プロらしく
　もちろん、可能な限りの自社施工を実行します。

工事部全員が電気工事士であり、土木施工管理も含
め、外注工事でも施工管理を配置し、安全施工して
おります。O&Mではメーカー・官公庁依頼のものか
ら個人依頼のものまで、すべてプロの目で、異常を
見つけるべく取り掛かっています。
SDGsを旗印に
　弊社は東北ではいち早く宣言し、健全なクリーン
エネルギーの普及に取り組み中です。社員啓蒙はも
ちろん、地元自治体との連携事業も実行中です。
　協会からの有益な情報をお客様、地域、地球環境
に波及できるよう社員で共有し、秋田から発信して
いこうと思っています。

最北の協会員です。
日照はワースト、風況はベスト。
秋田犬となまはげで有名！？です

㈱光システム（東北エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱光システム
住所：秋田市仁井田新田2-4-15
代表者：高橋正彦
創業：2009年
主な事業：再生可能エネルギー関係EPC・O&M

私たちは、仕事を通して技術、
知識、人間性を育み、地球に

優しく安全なインフラ創りを
サポートしていきます

重機商工㈱（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：重機商工㈱
住所：名古屋市千種区今池5-34-17
代表者：城所真男
創業：1960年
主な事業：建設機械 販売・修理、太陽光発電システム 販売・
施工、空調設備 販売・施工、住宅設備 販売・施工

2020 年 4 月 Vol.18 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　1999年創業、静
岡県西部を中心に公
共、住宅、店舗や道
路設備など幅広く電
気設備設計施工を請
け負っております。
先代より昨年２代目
へ事業継承し、従業員一同、地域のみなさまへ貢献
できるよう日々工事に取り組んでおります。

　太陽光発電設備工事は、一般ご家庭向け、産業用、
自家消費など施工点検業務まで一貫して請負。お客
様のニーズにより金融機関と連係し、利用価値の高
い農地でのソーラーシェアリングも推進しています。
　社員一同、20代若手から65歳まで、これから20
年後も地域のお役にたてる電気工事店となるべく、
日々挑戦をつづけております。

静岡県磐田市、再エネ推進の
地域密着型電気工事店
㈱キタイ電気（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱キタイ電気
住所：静岡県磐田市富丘226-７
代表者：北井寛己
創業：1999年
主な事業：地域密着型再エネ推進の電気工事店として公共工
事、産業用・家庭用太陽光発電設備工事に従事。電気土木課
があり、土木図面、造成も受注可

　今話題のドローンでリサーチ メンテナンス営業を
しています。ドローン会社skykin㈱も立ち上げ、学
校も運営しているため高度なドローン技術を取得で
きます。
　メンテナンスの後、口頭だけではなくドローンで
空撮して、動画で現況を見ていただきます。
　弊社の企業理念は「人と自然の調和」です。新入
社員は入社後に一週間工事体験をし、その後に世界
の環境の歴史、日本の歴史、沖縄の現状を教えます。

　ビーチクリーンの参
加は、仕事だけではな
く環境に対してのボラ
ンティア活動を体験す
ることで参加者の気持
ちを生で感じてもらい
ます。
　私達は沖縄の未来の
子供のために綺麗な自
然を残して行く、誇り
ある仕事をしていま
す。一緒に沖縄の未来

を守って行きましょう。
〔経営理念と方針〕
　沖縄は世界屈指の大自然の宝庫であり、年間およ
そ1000万人の観光客がいらっしゃいます。観光業
で沖縄の経済は成り立っています。沖縄の経済を守
り、大切な自然を子供達に残すことが私たち大人の
責任です。自然エネルギーを使うことはその第一歩
だと考えています。
　沖縄のおよそ10万軒の住宅に太陽光発電がまだ設
置されていません。私達は全住宅に太陽光発電を設
置することを目標として取り組んでいきます。

沖縄の美しい自然を
未来の子供達に残す

㈱太陽ホーム（九州エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱太陽ホーム
住所：沖縄県国頭郡金武町金武4306-2（1階）
代表者：神里陽太
創業：2012年
主な事業：ドローン事業・メンテナンス・空撮・動画・点検・
講習、オール電化・蓄電池・屋根防水・外装塗装・カーポー
ト駐車場・鉄骨事務所・螺旋階段・架台作成・太陽光設計

2020 年 7 月 Vol.19 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は2005年（H17）９月21日に㈲ヤマダエナ
ジィ法人として立ち上げました。今年で15年となり
ますが、皆様方からご支援賜り、ここまで来られた
ものと感謝しております。
　数ある環境問題の中で私たちが特に身近に感じる
のは地球温暖化です。その要因の一つは家庭や企業
などで使用されるエネルギーにより排出されるCO2

です。
　「太陽光発電などの創エネ、省エネ、蓄エネシステ
ム」の活用こそがお客様と地域社会への貢献になる

との信念のも
と会社設立に
至りました。
　設立後、紆
余曲折、いろ
いろとござい
ましたが皆様
に助けられ、
いろいろなご
縁をいただきました。
　現在は住宅関連全般においてお客様にご満足いた
だけるよう精いっぱいご提案に努めております。そこ
には常に環境問題が根底にあります。
　そして、努力を惜しまず勉強していかねばならな
いと考えております。PVプランナー協会に加盟いた
しまして11年経ちますが、大変勉強になり感謝して
おります。
　今後もこの考えを維持していき、地域社会に少し
でも貢献できるよう邁進してまいります。

創エネ、省エネ、蓄エネシステムの
活用で地域社会に貢献する

㈲ヤマダエナジィ（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：㈲ヤマダエナジィ
住所：滋賀県高島市鵜川388-1
代表者：山田忠彦
創業：2005年
主な事業：太陽光発電システム設置販売、省エネ、畜エネシ
ステム販売設置その他総合リフォーム業

　弊社は2000年より太陽光発電システムの健全な
普及に取組んでまいりました。私どもは、専門分野
で培ってきた知識、経験を生かし、お客様に満足し
ていただけるシステムを提供することが最も重要だ
と考えています。
　未来の子供たちにとって、きれいな地球環境を残
すために優れているエネルギー「太陽光発電システ
ム」、この普及こそ私たちの使命だと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石丸恵美子）
　お客様に必要なものは何なのかを真剣に考える、
お客様に喜んでいただいた先に商売がある、お客様
に必要であるということを気付かせる、お客様が必

要としているものに真剣に応える、といった考えの
先に事業が活性すると信じ、日々の活動を行なって
おります。
　PVプランナー協会を通じて、たくさんの方と出会
い、本当に楽しく仕事をさせていただいております。
これからも出会いを大切にして、たくさん勉強させ
ていただきたいと思っております。　 　　（石丸貴樹）

きれいな地球環境を
未来の子供たちに残したい
㈱イーステージ（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱イーステージ
住所：東京都世田谷区上祖師谷5-31-12 1階
代表者：石丸恵美子
創業：2000年
主な事業：太陽光発電システムの施工・販売・コンサルティ
ング・蓄電池システムおよび再生可能型エネルギー設計・開
発・配電用・特殊用各種変圧器・リアクトル設計制作（１KVA
～500KVA)・住宅一般電気工事・マンション・ビル・公共施
設等の電気工事、幹線工事、LED照明交換工事、受変電設備
工事・省エネ対策を可能にするリフォーム・自社不動産物件
にて賃貸業

2020 年 7 月 Vol.19 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社の社名となっているREは、RENEWABLE 
ENERGY（再生可能エネルギー）の略であり、
INNOVATIONSは、今ここにない価値を生み出す

「かけがいのない仲間達」を指します。
　そして、弊社では、日本の気候に最も適している
再生可能エネルギーのひとつ、太陽光発電をメイン
に、安心安全で安定した電力供給を実現する、付加
価値の高い商材の販売から、商材コンサルティング、
イノベーション提案をおこなっています。

　例えば、日本国内での認
知度はまだまだ低いメーカ
ーではございますが、世界
No.1のPCSメーカーである
SolarEdge社の一次代理店
をさせていただいており、
通算で100MW以上の販売
実績を持つ私を筆頭に、
SolarEdge社製品を愛して
止まないメンバーで、お客

様の潜在的なニーズを掘り起こすご提案をさせてい
ただいております。
　世界で選ばれるSolarEdge社の製品を、より多く
の日本の皆様に知っていただき、ひとつでも多くの、
安心安全で安定した太陽光発電の普及促進を実現さ
せ、未来の子供達のために、今、何ができるのか、
というわれわれに課された使命に真剣向き合い、日々
活動して参ります。

未来の子供たちのために
今、何ができるかを考える

㈱RE-INNOVATIONS（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱RE-INNOVATIONS
住所：東京都千代田区神田錦町1-23-8
THESKYGranDEAR神田錦町5F
代表者：岸田隼人
創業：2019年
主な事業：商材コンサルティング、Solar Edge販売代理店、
付加価値商材の共同購買、イベントセミナー事業、O&M,リノ
ベーション事業

　当社は昭和27年の創業以来、北陸電力㈱の配電工
事会社として、地域のインフラや公共施設、住まい
に関する電気設備から管工事、建築・土木まで、地
域の暮らしを支えてまいりました。また近年では住
宅リフォーム、ビル等の大規模リノベーションや太
陽光発電設備などの設計施工も行っております。
　特に電気工事を強みとしており、ノーベル物理学
賞を二度も受賞した「スーパーカミオカンデ」の電
気工事も施工しました。
　また、SDGs（外務省の取り組み企業）の一環と
して、再生可能エネルギーの普及、外国人研究生の
積極的な受け入れ、多様な組織・企業とパートナー

シップを結むなど、さまざまな取り組みを行ってい
ます。今後も再生可能エネルギーの普及を推し進め
ていくため、太陽光発電のほか、水力発電、蓄電池
の技術を取り入れます。特に、住宅用太陽光発電の
卒FITのお客様に対し、自家発電の提案をしてまいり
ます。
　当社は小規模ながら、特定建設業許可を電気工事、
管工事、電気通信工事の3業種の他、一般建設業も
全11業種取得しております。多能工技術者として、
個々の社員が常にチャレンジ精神をもって今後も邁
進してまいります。

常にチャレンジ精神をもって
邁進する

松下電建㈱（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：松下電建㈱
住所：岐阜県飛騨市神岡町船津1478
代表者：松下泰文
創業：1952年
主な事業：太陽光発電工事、電気工事、電気通信工事、管工
事、小水力発電工事

2020 年 10 月 Vol.20 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は2012年10月に千葉大学発のベンチャー企
業として創業しました。代表の馬上が専門とする公
共政策やエネルギー政策といった知見を活かした自
然エネルギーの導入コンサルティングを中心にサー
ビスを展開しております。
　現在、集中的に取り組んでいるのは千葉県千葉市
の自社農場において営農型太陽光発電設備を設置し、
そのエネルギーを農業やサプライチェーンなどに利
用する次世代型の農業の実現です。
　まだまだ農業は新規参入したばかりで学ぶことも
多いのですが、他業種からの農業への参入というこ
とで、今までの農業観にとらわれない新しい農業の

実現を目指してい
ます。この秋から
冬にかけてはキャ
ベツやレタス、シ
ョウガなどの作物
を栽培しています。
　自分たちで農業

も含めてすべてを行ってきたからこそ、営農型太陽
光発電事業に関する知見は国内でもトップクラスで
あると自負しています。個人や企業からの相談に限
らず、自治体からのヒアリングや相談も数多くいた
だいております。当社ではいただくご相談にお応え
するために弊社農場での見学会の開催や事業全般へ
の助言・アドバイスを行うアドバイザリーサービス
などさまざまな提案をさせていただいております。
何かお困りごとなどあれば、気軽にご相談ください。

営農型太陽光発電設備で
次世代型の農業を実現

千葉エコ・エネルギー㈱（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：千葉エコ・エネルギー㈱
住所：千葉県千葉市稲毛区弥生町2-15
代表者：馬上丈司
創業：2012年
主な事業：・営農型太陽光発電をはじめとして自然エネルギー
の導入コンサルティング・自然エネルギーに関する調査事業
・次世代農業の実践研究

　1996年に太陽光発電設置のために会社を設立し、
20年以上パネルの設置と電気工事で会社を継続して
来ました。
　当初は、住宅用からスタートし、業務用、営農型
太陽光発電に積極的に取り組んで来ました。ODA

（政府開発援助）物件で、アフリカ ジプチ、南米 ベ
リーズの他にツバル共和国での太陽光パネル設置に
も参加致しました。現在では、営農型太陽光発電の
下で野菜工場でのレタス等の葉物野菜、ブルーベリ
ー、榊、千両等の栽培も実施しています。
　近年、太陽光発電所のメンテナンスにも力を入れ
ています。ドローン飛行の認定を取得し、赤外線カ
メラ付ドローンにてパネルのヒートスポット等の不
具合を検出して改修を提案しています。野立てサイ
トの草刈りも色々な草刈り機を購入しチャレンジし
ています。世の中はRE100、SDGs、炭素ニュート
ラル等、環境に対する意識が大きく変化しています。
温暖化により台風も強大化し、大雨、天候不順で農
業にも大きく影響を及ぼしています。当社も微力な
がら引続き環境貢献活動に努め、持続可能な開発の
一端を担って行きたいと思います。

営農型太陽光発電に
積極的に取り組む

㈱タデック（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱タデック
住所：愛知県常滑市市場町1-6
代表者：竹内政隆
創業：1996年
主な事業：太陽光発電システム 設計、施工、メンテナンス
電気工事（住宅・工場・建築・高圧受電装置）、電話工事、空調
工事、自火報工事、コンピューターLAN配線、野菜工場 ブルー
ベリー栽培、榊、千両栽培、原木椎茸栽培、ドローン撮影
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社は設立当初、金属機械加工工業でありました
が、現代表取締役である柴田が1997年にデンマー
ク、ドイツ、モナコで環境政策・再生可能エネルギ
ー技術を学び、1999年より本格的に新エネルギー
事業の健全な普及に取り組んでまいりました。
　企業理念である、「売り手よし、買い手よし、世間
よし、未来よし」の四方よしを実践し、次の世代の
子供たちに豊かな自然を継承するために、日々学ば
せていただきながら活動を行っております。
　創業の原点である「ものづくり」の精神を継承し、
スマートコミュニティーという「ハードウェア・ソフ

トウェア・ハー
トウェア」を日
本の地域におい
て実装し、全国
そして世界へ展
開することを弊
社の使命だと考
えております。

　 事 業 内 容
は、金属機械
加工、太陽光
発電、風力発
電、マイクロ
水力発電、ス
マートコミュ
ニティー、サ
イバーセキュ
リティーなど数多くあります。これらのサービスは
人々の暮らしをサポートし、本質は「人の和」にあ
ります。持続可能なエネルギーを推進し、100年後、
200年後も健やかに人々が暮らせる社会を構築する
ことで、足元から未来を創造致します。
　日本PVプランナー協会を通じて、知識の向上と同
時に協会会員の方々と今後仕事を通じて協業できる
ことを楽しみにしております。

100年後、200年後も健やかに
人々が暮らせる社会を構築する

㈱エイワット（近畿・北陸エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱エイワット
住所：大阪府堺市美原区多治井20-1
代表者：柴田政明
創業：1972年
主な事業：金属機械加工、太陽光発電システムの施工・販
売・各種申請・O&Mサービス、風力発電システムの申請業
務・施工・メンテナンス、マイクロ水力発電、スマートコミュ
ニティー、サイバーセキュリティー

　弊社は埼玉の地に太陽光発電システムの販売会社
として、2002年に開業し、間もなく20周年を迎え
ます。
　太陽光発電を取り巻く環境は政策の影響を受けや
すく、激動の20年でしたが、今後は新政権のもと再
生可能エネルギーの見直しが実施され、ますますの
発展を遂げるものと確信しております。

【弊社の強み】
　弊社代表はIT技術系のエンジニア出身で、昨今家
庭内やオフィス内で煩雑化しているネットワ－ク知
識にも精通し、過去20年近くの施工実績、施工経験

を活かし、安心安全
を第一に高品質な施
工を提供しておりま
す。
　2021年もお客様、
関係各位のご指導い
ただき再生可能エネ
ルギ－のさらなる普
及、発展に寄与して
まいる所存です。

再生可能エネルギーの
さらなる普及、発展に寄与する

㈱イーテク（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱イーテク
住所：埼玉県上尾市壱丁目南16-1
代表者：日高伸雄
創業：2002年
主な事業：太陽光発電システム設計・施工、各種リフォーム/
リノベーション事業、蓄電池/外装・屋根塗装工事一式、EV充
電ターミナル設置工事一式、新車リース取扱店

2021 年 1 月 Vol.21 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社は1970年に創業し、昨年には50周年を迎え
た地域密着企業です。
　事業内容は多岐にわたりますが、一言でいえば総
合建設業で、自社にて設計・管理・施工まで完結す
るよう対応しております。企業理念は“前進”。品
質・技術の前進はもちろんのこと、近年では特に環
境に対しての前進を考え、再生可能エネルギー事業
を行ってまいりました。現在、子会社では鳥獣対策
利活用事業を設立し、六次産業化事業認定を受け、

農作物・林業
被害として有
害鳥獣捕獲さ
れたものを重
要な地域資源
と捉えジビエ
とし、革の活
用も行ってい
ます。

　また、地域の高校生との商品開発、調理専門学校
向けの授業、同事業を起業したい地域への協力、今
年より始まるHACCPへ向けての解体技術の講演等
を行っています。他に、全国にある同事業者と連携
し、品質の確保により、大手外食チェーンにとって
は天然ものであるがゆえの不安要素を除き、安定供
給を行っています。
　時代・技術・環境に合わせ前進していきます。

時代・技術・環境に合わせて
前進する

㈱戸井口建設（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱戸井口建設
住所：長野県諏訪郡富士見町境7823-3
代表者：戸井口 裕
創業：1970年
主な事業：総合建設業・土木工事・建築工事・設備工事・
不動産取引・舗装工事・水道施設工事・空調工事・造園工
事・太陽光事業

　弊社は富士通㈱の社内ベンチャーとして2001年
に設立された㈱アジアインフォネットの100%子会
社として、2016年1月に産声を上げました。㈱アジ
アインフォネットで培った太陽光事業を継承し、さ
らなる高みを目指し、次世代太陽光を中心とした再
生可能エネルギー事業を行っていきたいと考えてお
ります。高圧/低圧の太陽光発電所の開発から設計、
調達、建設、運営、O&Mまでを一貫して行えるノウ
ハウを持つと共に、再エネ分野、主には自家消費＋
蓄電池、農業分野を中心に積極果敢な事業展開を行
ってまいります。

【事業分野】
①自家消費型太陽光発電設備EPC

②蓄電池システムや関連再エネ製品の製造（OEM）、販売
③ソーラーシェアリング
④O&M、太陽光発電所監視カメラ
⑤太陽光発電所の中古物件売買、バリューアップ
　写真は弊社にて設計、開発、調達および工事まで
を一貫して行った発電所です。親会社である㈱アジ
アインフォネットでは約20MWの発電所を全国9か
所に保有し、弊社の力の源泉となっております。

再エネ事業を通して
社会への貢献を

GC POWER㈱（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：GC POWER㈱
住所：東京都港区芝大門1-3-8 VORT芝大門Ⅱ4階
代表者：佐井 強
創業：2016年
主な事業：自家消費型太陽光発電設備EPC、蓄電池システ
ムや関連再エネ製品の製造（OEM）・販売、ソーラーシェ
アリング、O&M、太陽光発電所監視カメラ、太陽光発電所
の中古物件売買、バリューアップ、発電事業

高圧太陽光発電所/岩手県一関市/自社物件
（㈱アジアインフォネット所有）/2,541kW/2018年5月連系

低圧太陽光発電所/千葉県君津市/権利物件/69.6kW/2021年1月連系
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　弊社は1971年に創業した企業です。企業理念は
「人と地球に優しい住環境創り」とし、家電の販売店
時代から、お客様のご要望に何にでもお応えできる
よう事業を変化させ、さまざまな経験をさせていた
だき、おかげさまで今年50周年を迎えました。
　現在もお客様の声を参考にしながら、主だっては
太陽光発電やBCP対策、省エネなどの事業に取り組
んでいます。「環境に関する商材」とまとめてしまう
と、さまざまなモノや取り組み方が存在しますが、
お客様にとって真に価値のあるものでなければいけ
ません。
　その商品がそのお客様に本当に必要なのか、お客
様にとって「SAWADAに頼んで本当によかった」

と実感していただか
なければプロとして
仕事をさせていただ
いた意味がないと考
えています。また、
これからの時代は今
の資源を消費し資本

を積み上げる、人
も地球も疲弊して
いく「奪い合う社
会」から、資源を
持続させ、人も地
球も持続し成長す
る「 共 有 す る 社
会」へと世界のル
ールが書き変わりつつあると思います。だからこそ、
私たちが事業としてやるべきことは、人と地球が共
存し得る「持続可能な社会」に貢献することだと確
信しています。地域と共に発展継続する企業、皆様
から愛され必要とされる企業を目指し、SAWADA
は日々進化してまいります。

人と地球に優しい住環境創り
㈱SAWADA（中国・四国エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱SAWADA
住所：広島県福山市南手城町1-17-11
代表者：澤田宏紀
創業：1971年
主な事業：法人・産業用太陽光発電システムの設計・施
工・メンテナンス・土地付き太陽光の販売、住宅用太陽光
発電システムの設計・販売・施工・メンテナンス、スマー
トハウス・オール電化システムの設計・販売・施工・メン
テナンス、太陽光関連機器の卸販売・海外事業

　弊社は、1975（昭和50）年に兵庫県神戸市で創
業した独立系の保険代理店です。創業以来、中立な
立場で保険の媒介を行う欧米の保険ブローカーを手
本に、「保険会社ではなくお客様の代理人である」を
理念として、お客様への貢献を追求、リスクマネジ
メントに基づく保険プログラムの設計や保険金の請
求サービスを中心にノウハウを蓄積してまいりまし
た。現在は、東京・名古屋・大阪・神戸を拠点に、
年間約4万件の保険契約、年間約５千件の保険金請
求を取り扱っています。
　近年、個人や企業を取り巻くリスクは多様化、複
雑化の一途をたどっており、リスクマネジメントの

重要性がますます
高まっています。
そ こ で 弊 社 は、
2015（平成27）
年に法人向け危機
管理の専門会社で
ある日本アイラッ
ク㈱と経営統合し、

持株会社となる㈱RMJホールディングスを設立、
「RMJグループ」としてネットワークを活用し、従来
の保険にとどまらない充実したサービスを通じて、
幅広いリスクマネジメントに取り組んでいます。
　今後も「一人を、ひとつをありがとう」の精神を
大切にして、お客様の代理人としての使命を果たし
てまいりますので、引き続きご指導ご支援を賜りま
すよう、よろしくお願いいたします。
　なお、PVプランナー協会様には、会員様専用とし
て太陽光発電所向けの「自然災害補償制度」を提供
しています。協会員の皆様の高い技術力により、競
争力に優れた料率での提供が可能です。ご興味ある
方はぜひお問い合わせいただければ幸いです。

「一人を、ひとつをありがとう」の思いを
大切に、総合リスクマネジメント企業

としての使命を追求しています
㈱インシュアランスサービス（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱インシュアランスサービス
住所：（本社）芦屋市松ノ内町1-10 ラリーブ2F

（東京営業部）東京都新宿区四谷2-9 寿ビル2F
代表者：清水丈嗣
創業：1975年
主な事業：保険代理店

2021 年 4 月 Vol.22 掲載
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　測量事業で会社を設立して43年、環境事業を開始
して10年を迎えることができました。測量事業で
は、建築測量（墨だし）を主軸に「建築の基準は正
しい墨だしから」をスローガンに日々精進しており、
現在も多くの建設会社様に信用していただきご愛願
を賜っております。近年では施工管理補助・GPS観
測・土木造成測量（丁張）業務も取り入れ、幅広い
測量業務でお客様のご要望にお応えしております。
環境事業では、太陽光発電を主軸に、一般住宅・事
業用（工場・倉庫）・野立て・ソーラーシェアリング
等の建設工事や補修工事を測量技術を活かして行っ
ております。
　近年、自然が猛威を振るう中、私たちが建設した
発電所が暴風や雪害で破壊されております。しかし、
これからも脱炭素社会に向けて再生可能エネルギー
を普及させなければなりません。私たちビル技研は、
さまざまな特許製品を開発しております。写真の被
せフランジは現場の状況で高さ調節が可能なフラン
ジです。最近の豪雪被害で沈下した杭や勾配で苦戦
する箇所の対応で活躍しております。この部材を使

用した「Made In Japan」の架
台をデビューさせ、自然災害に
強い発電所建設にお役に立てる
よう、日々努力して参ります。
　また、人の生命線でもある

「食」に関して農業分野にも参
入しており、これからのビル技
研は「測量×エネルギー×食×
AI」を駆使して人々のお役にたてる会社作りに努め
てまいります。

自然エネルギーを普及させ
美しい地球を後世に

㈱ビル技研（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱ビル技研
所在地：千葉県野田市上花輪1113-8
代表者：佐用功貴
創業：1905年
主な事業：建築・土木・３D測量事業、太陽光発電設備工
事（設計・施工・メンテナンス）、土木・造成工事、自社特
許製品の開発、製造、販売、農業事業　

　弊社は1961年にコンクリート杭の製造メーカー
として創業し、今年60周年を迎えました。太陽光発
電事業には、2012年のFIT法施行のタイミングで異
業種から参入し、自社工場敷地に岐阜県下初のメガ
ソーラーを設置してメディアにも取り上げられまし
た。試行錯誤を重ねながら、全量および自家消費型
太陽光発電設備・ソーラーシェアリング・蓄電池設
備・Ｏ＆Ｍなど、自社にて設計から開発・調達・工
事・運営までを行い、EPC事業者としてのノウハウ
を蓄積し、お客様に提供しております。

　現在は10MW超の太陽光発電設備を自社保有して
おり、再生可能エネルギー電力の生成による地球環
境保護に貢献するとともに、発電事業の実績を通じて
お客様へよりよいご提案ができるよう努めております。
　持続可能な社会の達成には、環境や社会だけでは
なく、経済的にも持続可能性が重要であると説かれ
ています。多角的で柔軟な経営で、創業時から受け
継がれてきたパートナーとともに成長するという方
針のもと、各事業を進めており、これからも顧客第
一主義と誠実な経営で、地域に必要とされる企業と
して社会の持続的発展に努めてまいります。
　

地域に必要とされる企業として
社会の持続的発展に努める

松野コンクリート工業㈱（中部エリア会員）

・会社概要・
社名：松野コンクリート工業㈱
所在地：岐阜県瑞穂市穂積1380
代表者：松野安洋
創業：1961年
主な事業：杭事業、太陽光発電事業、建材販売、舗装工事、
電気工事、不動産事業、店舗運営
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高圧太陽光/自社保有物件/岐阜県揖斐郡大野町

ソーラーシェアリング/販売物件/岐阜県多治見市

2021 年 7 月 Vol.23 掲載

2021 年 7 月 Vol.23 掲載



経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　リフェコ㈱は今年4月1日に日本エコライフ㈱より
社名変更致しました。設立当初より、地球温暖化対
策を目的とした再生可能エネルギーが普及拡大にシ
フトすることや持続可能な地域コミュニティの重要
性が高まることを想定し、店舗展開を核としたドミ
ナント戦略と、ゆめソーラー直営事業、地域ビルダ
ーとのネットワークを活用した自社リース事業によ
り再生可能エネルギーの普及拡大に推進してまいり
ました。
　そして今、脱炭素化社会にむけて市場が変化する
なかで、ビジョンとして掲げている「タフな地域コ
ミュニティ」の実現にむけた「再生可能エネルギー
での地産地消」推進のために、分散型エネルギーシ
ステムの構築にともなう各種事業展開を本格的に着
手したいと考えております。
　また、弊社は、販売店・施工業者様向けの環境商
材のweb卸サイト「楽エネ」を運営しており、
ZOOMを活用した商品説明会、買い得情報のメルマ
ガ配信、会員様同士のビジネスマッチング等を実施
しております。特にその中で注目されているのが、

自家消費を提案する際の補助電源としてのポータブ
ル蓄電池を有効活用した提案です。ご興味があれば
ぜひご連絡ください。
楽エネホームページ　https://rakuene-shop.jp/

未来につなぐエネルギー
リフェコ㈱（九州エリア会員）

・会社概要・
社名：リフェコ㈱
所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル8階
代表者：山森卓夫
創業：1995年
主な事業：環境関連商品の販売・施工および保守管理、
エネルギーソリューション、卸販売、リース

　わたしたちは2012年より再生可能エネルギーに
関わる事業を進めております。施工・O&M・権利買
取・中古案件販売等、太陽光発電所の総合的なソリ
ューションを広げるなか、2021年現在ではグルー
プ会社を2社設立。電気保安事業のコスト永続削減・
農業を取り入れた発電所のハイブリッド化・発電所
取引からスタートできるオーナー支援、これら3つの
新しい取り組みを「20年後の発電所では、絶対必要
不可欠なスタンダード」として、発電所事業の未来
支援に向けて、取り組んでいます。

【電気保安費用、必ず削減します】このキーワードを
掲げるグループ会社「HWIND」では、コスト削減の

支援策を武器に、事業を拡大しています。
【これからの発電所はハイブリッド化】20年後の未
来に向けた、私たちのスタンダードな提案です。グ
ループ会社「富岳ファーム」では、発電所における
省スペース・不活用のスペースを農地として活用す
るソリューションを確立しました。

【未来に向けた発電所ソリューション】培った経験と
知識・独自の目線と強みを、未来に向けた発電所運
用に取り入れていただけるよう、太陽光発電所の投
資家支援・発電所オーナー支援にも取り組んでおり
ます。

20年後の発電所で
絶対必要不可欠なスタンダード

富岳エナジー㈱（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：富岳エナジー株㈱
所在地：東京都あきる野市二宮1421-9
代表者：齋藤公士
創業：2013年
主な事業：再生可能エネルギー設備事業、太陽光発電施工、
風力発電施工、請負・設計・施工・O&M、再生可能エネル
ギー物件販売、購入コンサルティング
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は1999年創業の太陽光発電の専門会社で、
ベンチャーにして業界では老舗のEPC企業です。起
業のきっかけは現代表が学生時代、赤十字奉仕団で
のボランティア活動の中で1992年の国連サミット
の開催をきっかけに地球温暖化の危機に気づき、命
あっての営みと活動内容を人から環境へシフトした
ことです。
　また、起業当時のサステイナブル（人間・社会・
地球環境の持続可能な発展）経営は昨今話題の
SDGsと同意で、20年以上前から現代の社会問題で
ある地球温暖化対策と持続可能社会の実現へ向けて
取組んできました。
　起業早々徹底的に施工技術での差別化を図り、今
では当たり前となったアンカー工法の防水や配管工
事などの施工方法の開発にも寄与してきました。ま

た、エコキュート用の基
礎ベースマンや太陽光発
電用の基礎ソーラーベー
スマンをはじめ、折りた
たみ式架台やフランジな
ど幅広く新商品の開発な
どをしてきました。

　太陽光発
電の経済シ
ミュレーシ
ョンを日本
で初めて開
発したのも
同社です。
家庭用太陽
光発電創世
記において発電シミュレーションは存在していまし
たが、経済シミュレーションにおいては電気代の複
雑な従量制の料金体系を理由に国内メーカーは作れ
ずにいました。
　同社は起業時より「エネルギー＝命」を謳い、エ
ネルギーが食糧問題を解決し、次なる未来を切り開
くとし、農業にこだわらず畜産も取り入れた新たな
ソーラーシェアリングを手掛けています。さらに地
元市町村と地産地消のエネルギーネットワーク構築
に向け動き出しています。

地球環境を守り、未来を創造する
㈱創電（中部エリア会員）

・会社概要・
社名:㈱創電
所在地:愛知県豊橋市花田町字越水61-1 創電ビル2F
代表者:吉田 豊
創業:1999年
主な事業:太陽光発電システム・オール電化・リフォームの
販売、施工、卸売、コンサルティング、部材開発販売

　われわれエネマンのMissionは今まで培ってきた分
散型エネルギーを活用した蓄電池システムの制御技
術を通し、需要家のエネルギーコスト削減、産業用
蓄電池を使ったアグリゲーション技術による再生可能
エネルギーの安定化、災害時のBCP対策など、シス
テム開発およびプラットホームの構築を目指します。
　2021年調整力市場に加えて容量市場が開設され
ました。再生可能エネルギーが本当の意味でのエネ
ルギーとして扱われます。ただ、課題は多く不安定
な電源であることは依然として変わりなく再生可能
エネルギーの安定化は解決すべき課題です。そこで、
求められるのは再生可能エネルギーの発電予測の精
度向上と需給計画に基づいたバランシングです。弊
社ではAIの学習機能による予測精度の向上を目指し
ます。また、バランシングに関してはAI予測を取り
入れ、蓄電池による充放電制御によって安定化を図
ります。
　2018年よりVPP構築実証事業に参加し、蓄電池
によるリソースアグリゲーション技術の検証を行っ
てきた実績があります。今年度も再エネアグリ実証
事業（SBエナジーコンソーシアム）DERアグリ実証

事業（関西電力コンソーシアム）にて産業蓄電池を
使ったアグリゲーションシステムの開発を行ってい
きます。
　弊社がアグリゲータを行うことによってエネマン
システムを導入する需要家やPPA事業者に対して実
証事業に参加していただくことを前提に、補助金を
受けることができます。令和3年度蓄電池等の分散
型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実
証事業中でも、再生可能エネルギー実証事業につい
ては蓄電池設備はもちろんのこと、非FIT太陽光発電
設備（高圧）にまでが材工補助対象となります。
　今年度はすでに予算オーバーになりましたが、来
年度も行われる予定です。

災害時のBCP対策やシステム開発、
プラットホームの構築を目指す

㈱エネマン（東北エリア会員）

・会社概要・
社名:㈱エネマン
所在地:東京都千代田区二番町3-10 白揚ビル2F
代表者:三尾泰一郎
創業:2015年
主な事業:蓄電池システムの設計開発製造販売、蓄電池制
御システム開発、アグリゲーション事業
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は世界の電気街「秋葉原」にて1951年に創
業、今日まで半世紀以上にわたり技術志向型の計測
器専門商社として、お客様の立場に立ったきめ細か
い営業活動を展開してまいりました。とくに店舗に
おける対面販売の特長を生かした最新計測器、およ
びリセール品（保証付き中古製品）、リサイクル品

（保証なし）などは新品に劣らない人気コーナーとし
て常時2000台以上を在庫展示し、いつでもお手に
取ってご覧いただけます。
　秋葉原には必要な商品をお買い求めにいらっしゃ
るお客様の他、計測器に関するお悩みやご相談、あ
るいは製品情報の収集などを目的とされるお客様も
多いため、主要計測器メーカ
ー17社のショールームを常設
し、メーカーと連携して定期
的な技術セミナーの開催や計
測コンシェルジェによるよろ
ず相談、定期校正や修理など
幅広いサービスの提供にも注
力しております。

　最近ではWi-Fi関連市場のテストツールや超音波を
活用した故障診断装置など、新しい分野の計測器に
ついても積極的に対応すべく体制の強化を図ってお
ります。
　PV測定に関する計測器なら何でも揃う「ワンスト
ップショップ」を念頭に、今後とも皆様のお役に立
つ商社を目指して努力してまいりますのでぜひよろ
しくお願い申し上げます。

PV測定に関する計測器なら何でも
揃う「ワンストップショップ」

東洋計測器㈱（賛助会員）

・会社概要・
社名:東洋計測器㈱
所在地:東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル
代表者:八巻秀次
創業:1951年
主な事業:電子計測器、アクセサリー類の販売・サービス、
電子計測器の機種選定・製造の情報提供、各種電子部品販売、
パネルメータ販売、輸入工具・一般工具および空調工具販売、
各種コンピューターおよび周辺機器販売、リセール商品（保証
付中古機器）販売

　自宅に太陽光発電を設置している個人ユーザーの
互助会的団体として出発し、不具合の際に「相談室」
で対応したり、メーカーとの間に入り調整するなど、
太陽光発電の健全な普及のために貢献してきました。
　2009年の余剰買取、2012年のFITを機に、個人
向けには「明るく楽しいソーラー生活」普及事業に
取組み、地域では「出資型市民共同発電事業」を支
援してきました。しかし、2010年代に入り温暖化
のステージが1段階進んでしまい、2018年には
IPCCの「1.5℃特別報告」が出され、今までの延長
線では気候危機のタイムリミットに間に合わないこ

と を 認 識 し、
2019年からは
Act Locally の
原則に則り武蔵
野・三鷹両市議
会 向け の 政 策
提 言 活 動を開
始。3年目の今
年3月、三鷹市

議会では、2030年まで
に①GHG排出量▲50%
以上削減（2010年比）、
②石炭火力廃止、③再エ
ネ電源50％以上等、先進
的な内容の国への意見書
陳情が18:9の大差で採
択されました。
　コロナ禍でオンラインに
も対応し、温暖化講座やソ
ーラー入門講
座等による啓
発～再エネ導
入事業と、エ
ネルギー基本
計画改定等に
向けた政策提
言の両輪で活
動しています。

太陽光発電の健全な
普及のために貢献します

PV-Net（認定NPO太陽光発電所ネットワーク）
（賛助会員）

・会社概要・
社名:PV-Net（認定NPO太陽光発電所ネットワーク）
所在地:東京都文京区湯島1-9-10 602号
代表者:都筑 建
創業:2003年（NPO法人認証＝2005年）
主な事業:住宅用太陽光発電の普及活動（学習会・パンフ制
作など）・設置検討者向けサポート事業、市民共同発電事業、
政策提言活動
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　当社は2009年に太陽光発電事業専門の会社とし
て創業しました。2021年10月1日に東証1部企業の
ダイキアクシスグル－プにグル－プ参入し、大きく
方向転換を図ってまいります。
　これからは当社が取り組んでいる障害者施設との
農福連携ソーラ－シェアリング自社保有、そして野
立太陽光発電のオフサイトPPAの自社保有、さらに
屋根置き太陽光のPPAにも積極的に取り組んで参り ます。今後は企業の脱炭素化支援のために再エネ電

源を大量に確保し、自治体をメインとした脱炭素化
のお手伝いができればと考えています。
　さらに今後は障害者施設との農福連携ソーラーシ
ェアリングを強化し、あちこちでチャレンジして参
りますのでよろしくお願いします。

オンサイトPPA オフサイトPPA
脱炭素電源をたくさん保有していきたい

㈱サンエイエコホーム（関東エリア会員）

　地球温暖化が進行しており、CO2削減は世界的な
問題となり、その中で太陽光発電は再生可能エネル
ギーの担い手とされています。
　当社は2013年に創業し、家庭用向けおよび大型
太陽光発電システム設置施工を中心とした事業を展
開しています。国内メーカーから海外メーカーを幅
広く取り扱い、お客様のご要望を伺い、設置条件・
環境などをプロ目線で分析し、ベストプランを提供
できるよう日々努力しています。

　また、メーカー
での研修が完了・
認定された職人が
施工・メンテナン
スを 一 貫して 行
い、アフターフォ
ローにも注力して
います。施工対応
エリアは東海地区
を中心としており
ましたが、現在で
は エリアを 拡 大

し、東北・関東・近畿・中国地方へも幅広く対応で
きるようになりました。
　昨今は自然災害により発生しうる非常時の停電に
対応可能な蓄電池の導入需要が高まってきておりま
す。当社も太陽光発電と連系させ、非常時に強力な
災害対策となる蓄電池導入に力を入れており、施工
案件も年々増加傾向となっています。

プロ目線で分析し、
ベストプランを提供する

㈱愛知環境デザイン（中部エリア会員）

・会社概要・
社名:㈱サンエイエコホーム
所在地:神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-6　渡辺ビル2階
代表者:武中　進
創業:2009年
主な事業:太陽光発電システム事業、 メンテナンス事業、
風力発電事業

・会社概要・
社名：㈱愛知環境デザイン
住所：愛知県一宮市木曽川町大坪24-2
代表者：富永佳典
創業：2013年
主な事業：太陽光発電システム設計・施工、総合建建築、蓄
電池設計・施工
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　一般住宅や工場、施設、大規模野立て型太陽光発
電設備工事、足場工事などを手掛けています。太陽
光発電設備工事では現地調査からプラン設計、施
工、アフターフォローまでを一貫して担っており、
高品質な工事には自信があります。太陽光パネルや
足場などの資材も自社管理しているのでスピーディ
な対応が可能です。また、他社では難しいといわれ
た現場も多数施工してきた実績があります。
　今は蓄電池の開発に注力しており、それを一般住 宅向けに販売していきたいと考えています。安全な

蓄電池で、消耗部品を交換すれば半永久的に使えま
す。
　再生可能エネルギーを利用した地域の災害対策と
して、地域エネルギーの地産地消を目指していま
す。日本のエネルギーは日本が作る。そして、私た
ちの子供や孫世代にも安心した生活を送ってもら
う。そんな未来が理想です。

㈱ジーサービス（中部エリア会員）

　 再 エ ネ 100% を
目指さない企業は顧
客に受け入れられな
い時代がもう間近に
来ております。その
ような中、先ずは自
社工場の屋根の上に
太陽光発電システム
を設置し、その電源
を自家消費すること
で購入する電力を削
減する取組みを進め
ている企業が数多く出てまいりました。
　しかし、屋根の上の太陽光発電システムだけで
は、必要な電力を賄いきれず再エネ100%を達成
することは非常に困難です。
　エコリードイノベーショングループは太陽光発電
設備を約10メガ相当分設置ができる用地と約20
メガ相当分のソーラーシェアリングの用地を確保し

ております。その用地に太陽光発電システムを設置
して自己託送によるPPAを実施し、再エネ100%
達成のお手伝いをさせていただきます。

遠隔地発電所からの自家消費や
PPAを実現します

エコリードイノベーション㈱（近畿エリア会員）

・会社概要・
社名：エコリードイノベーション㈱
住所：兵庫県姫路市玉手458-1
代表者：本間雅直
創業：2010年
主な事業：野立て太陽光発電やソーラーシェアリングを活用
し、遠隔地からの自家消費やPPA事業。傘下に40町の耕作を
進めている営農法人が有り、ソーラーシェアリングにおいて
の営農代行。『誰が営農するの？』を解決致します。

・会社概要・
社名：㈱ジーサービス
住所：岐阜県羽島市竹鼻町丸の内2-105
代表者：新城幸善
創業：2015年
主な事業：太陽光発電設備設置工事、電気工事、建設足場

再生可能エネルギーを普及し、
孫世代にも安心を
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経営トップ、我が社を語る／会員企業訪問

　FITに基づきこれまでは投資の色が濃かった太陽
光発電。しかし、近年はFIT価格の下落もあり「自
家消費型太陽光発電」が注目されております。自家
消費型は「自己所有」と「第三者所有（PPA）」に
分けられます。
　当社では自己所有型の提案を進める一方、全国で
PPA事業を展開している伊藤忠エネクス㈱や、
Daigasエナジー㈱と協業パートナーとしてPPA型

の提案にも力を入れております。
　北海道から鹿児島まで全国各地での施工経験で培
ったノウハウを基に、お客様の現状をヒアリングし
たうえで、最適なプランを検討してご提案させてい
ただいております。
　今後は自家消費型太陽光発電に注力するととも
に、既存発電所の発電量をアップさせる「リパワリ
ング」にも取り組んでまいります。

㈱ダックス（九州エリア会員）

　1997年京都で開催された「国連気候変動枠組
条約第3回締約国会議」に触発され、環境事業を始
めました。2005年京都議定書が発効されたこの
年に、一般市民向けの太陽光発電セミナーを開始。
　同年、国の補助金が打ち切られ、太陽光発電氷河
期といわれる中、地球温暖化防止・脱原発・日本の
エネルギー自給率の向上を訴え、関東を中心に年間
約100回の講演を開催し、参加者の中から希望者
に取次業務の委託を行ってきました。現在では、
4,000店を超える取次店様の登録をいただいてお
ります。
　弊社が本日まで、活動を続けてこられましたのも
本冊子、黎明25号で同じくこのコーナーでご紹介
をされていた㈱サンエイエコホームの武中社長のお

力が大きく、ご紹介したすべてのお客様への対応を
誠意を持ってしていただいたおかげです。
　このように事業者同士が援助しあえる日本PVプ
ランナー協会の存在は、今後も不可欠であると確信
しております。

地球温暖化防止・脱原子力発電・
日本のエネルギー自給率向上のため、
太陽光発電が有効であるということ

をセミナーを通じて伝え続ける

㈱ビッグ・ストリート（関東エリア会員）

・会社概要・
社名：㈱ビッグ・ストリート
住所：東京都世田谷区宇奈根2-2-3
代表者：森田秋彦
創業：1989年
主な事業：太陽光発電システム仲介事業

・会社概要・
社名：㈱ダックス
住所：福岡県福岡市中央区長浜1-1-1 KBCビル8階
代表者：石原紀幸
創業：1995年
主な事業：戸建住宅企画・販売、マンション企画・販売、
マンション管理業、総合建設業、ソーラーシステム販売業、
浄水器製造/販売事業

自家消費太陽光の拡大に向けて、
大手PPA事業者と協業を開始

㈱オーレック様（施工例）

AZはやと店様（施工例）
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