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暑中お見舞い申し上げます！
暑い日が続きますが、如何お過ごしですか？
熱中症などにならないように、水分、塩分の補給を充分摂って、お過
ごし下さい。さて、お詫びとご連絡を兼ね、例年（お盆休み前）より早く
“スカイテック・エコライフ通信”を発送さて頂きます。はじめに７月１
２日（土）に予定しておりました“スカイテック友の会”を日時、場所、
内容変更にて延期したいと思います。当初、売電コンテストの表彰や蓄電
池等のご紹介が出来ればと思っておりましたが、売電コンテストの盛り上がり、会場の都合など
から、８月２、３日（土、日）の両日シャープエネルギーソリューション横浜営業所の主催に
て行う、ECO・ECO 快適フェアに相乗りとさせて頂きました。友の会に代え、日時を変更した
うえ、場所が横浜市から町田市と変更となりました。申し訳ありませんが、ご理解願います。
（詳
しくは、次々頁参照下さい。）
「集団的自衛権」、「拉致問題の交渉」、「北朝鮮のミサイル発射」など、全ては、何かしら私
達の知らない所で、関係しているのでしょうか？第一次世界大戦から 100 年、２度の戦争からの
教訓から、ヨーロッパ連合の創設、クリミア半島の独立騒動、歴史は繰り返されるのでしょうか？
歴史に学ぶ事はないのでしょうか？
話は変わりますが、ワールドカップ・ブラジル大会を朝早くからテレビでまた、パブリックヴ
ューイングでご覧になった方も多かったと思います。前評判が高かっただけに、初戦のコートジ
ボアール戦での逆転負け、必勝で臨んだギリシャ戦での引き分け、そして奇
跡を信じてのぞんだコロンビア戦の大敗と前評判が何だったのかと戦いでし
たが、これが、日本の今の現状なのでしょうが、様々な批判はあるでしょう
が？個人的には、選手のひたむきな頑張りに、日本皆が元気をもらったよう
な感じがしました。また、治安の悪さやＷ杯への反対運動から大会運営が心
配されましたが、大きなトラブルもなく、ドイツ？アルゼンチン？の優勝で無事に終了している
でしょう。次回、ロシア大会の日本の更なる飛躍に期待しましょう。
夏本番。暑い日が続くかと思いますが、皆様も暑さに負けず元気にお過ごしください。
（文章：高橋義則）

【ご注意下さい！】

台風一過や、竜巻の後…

以前エコライフ通信 44 号でもご紹介いたしましたが、ちょうど台
風がきておりますので、再度ご注意を。
台風の後など、屋根からケーブルが外れていたりしても、決して
6 月 24 日三鷹の雹
手で触れたりはしないで下さい。感電の恐れがあります。
パワコンが停止していても、太陽の光がある限りモジュールは発電し続けています。更に火災が
発生する恐れもありますので、なにか異常を発見いたしましたらすぐにご連絡下さい。

【イベントのご報告】 「サンビスタ売電量コンテスト」結果発表！！
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所様が神奈川エリアで２位、さんびすた津久井浜発電所様が神奈川エリア５位、たまちゃん発
電所様が埼玉・群馬エリア４位と入賞いたしました。おめでとうございます。入賞者の方には、
おって入賞記念品（今年はタニタの健康スケール類が賞品です。）をお届けいたします。
それにしても今年の５月は、昨年にくらべて日射量が少なかったようで、昨年より全体的に売
電量は少なめです。
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家庭もあるのかもしれません。なかなか簡単 10 こうち
には順位予想できないものですね。
また弊社からコンテスト事務局に「昨年より売電が上がってる（節電してる）方への賞があっ
てもいいのでは？」「オール電化、蓄電池併設など部門分けもした方がいいのでは？」と毎年参
加したくなるコンテストとなるように意見を伝えております。ぜひ皆様からのご意見もお寄せい
ただたくお願いします。
（漆原）

イベントの季節！
この季節、各地で、工務店さん、ビルダーさんのお手伝いで、イベ
ントに参加しています。
一般住宅でも、ご存知のように一昨年 7 月 1 日より実施された全量
買取制度を利用した 10ｋｗを超える大容量のお客様が出てきており、
住宅の新築やリフォームの際に、太陽光発電はあたりまえの時代にな
ってきたようです。様々なメーカー、販売会社、施工会社の増えた今。
太陽光発電を長きにわたり販売、施工している会社として、他に負け
ない、より良い品質を心掛けていきます。
尚、2014 年 6 月 21 日～9 月 24 日まで、既設給湯機から
ダイキンエコキュートにお買い換えして頂くと先着 5000
名様加湿空気清浄機(25 畳用)プレゼントキャンペーンが
ございます。買い換えをご検討中のお客様はぜひご連絡下さい。

某工務店様
イベント

某工務店様
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【ご存じですか？】

太陽光発電設備の名義変更

太陽光発電設備の設置された住宅相続や売却等により、太陽光発電設備にも下記の３つの名
義変更が必要となります。

メーカー

電力会社

• 保証の名義変更

• 売電口座の変更

経済産業省
（代行:J-PEA)
• 設備認定の変更

メーカー保証の名義変更に関しましては、弊社で代行できますのでご連絡下さい。
また、電力会社様への口座変更は、直接ご近所の電力会社受付でも行えますが、弊社でも書類
のご案内ができます。メーカー保証の名義変更とともにご連絡いただければ、お手続きのお手
伝いをさせて頂きます。
しかし経済産業省への設備認定の変更に関しましては、直接、新名義となられる方から代行
申請をおこなっております J-PEA へ直接ご連絡をして必要書類をご用意して頂くこととなり
ますのでご注意下さい。 ご質問等、何かございましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

【イベントのお知らせ】シャープ

ＥＣＯ・エコ

快適フェア

新商品 NQ-203AD 等の太陽光発電システムだけではなく、7 月発売予定のクラウド型リチ
ウムイオン蓄電池システム、クラウド型 HEMS 他、エコキュート、省エネ家電のご紹介もござ
います。（詳細は別紙をご覧下さい。）
日時：2014 年 8 月 2 日(土)10:00～17:00
3 日(日)10:00～16:00
場所：町田パリオ ４階
東京都町田市森野１－１５－１３
ご参加いただける方は、
①お名前 ②ご住所 ③ご連絡先電話番号
④参加希望日
をお手数ですが、下記のメール又はＦＡＸでご連絡下さい。
メールアドレス : ecolife@skytech.co.jp
ＦＡＸ： 045-933-2722

ご来場者様には、
おいしいドーナツがもらえますヨ

是非ご家族でお越し下さい。ご連絡お待ちしております。
※駐車券（いちのや駐車場のみ）のご用意はございますが、休日の為、
混雑も予想されます。恐れ入りますができるだけ公共交通機関のご利用
を、お願い致します。

【イベントのお知らせ】
第１６回

ゆめ観音アジアフェスティバル in 大船に今年も参加します。

時：2014 年 9 月 13 日（土）12：00～20：30
入場料 500 円（義援金として。小学生以下無料）
場 所：大船観音寺（鎌倉市岡本 1-5-3：JR 大船駅西口徒歩
5 分）「会場は、東海線・大船駅より観音像が見える
大船観音寺」
白衣観音像前ステージ及び境内
主 催：ゆめ観音実行委員会
「ゆめ観音アジアフェスティバル in 大船（通称：ゆめ観音）」
は、今年で開催１６回目を迎えます。戦後６９年、戦争や原爆
の惨禍の記憶するとともに、近年は、東日本大震災の被災地へ思いをはせるイベントとなってお
ります。現在日本は、韓国や中国とぎくしゃくした関係が続いていますが、イベント会場ではア
ジア各国の料理、特設舞台では、アジア各国の音楽演奏や舞踏が行われます。このイベントを通
して、アジア各国との友好関係が築ければと思います。
日

【エコライフ通信のメール配信化をめざして】
エコライフ通信は、インターネットによる電子メール（e‐mail）化を目指します。これは、
情報処理化やペーパーレスを目的としています。順次、色々な情報を配信していきたいと思
いますので、よろしければメールアドレスを教えて頂ければと思います。もちろん、メール
アドレスがない方は今まで通りの郵送とします。（電子メール版は、フルカラーです。）

メールアドレスの連絡先

ecolife@skytech.co.jp

※携帯電話の方は、ご遠慮下さい。※メールアドレスは弊社内のみにて使用致します。

◎

今後、本通信を定期的に皆様に送付させて頂きますが、本通信のご不要の方はご連絡ください。

◎

ご意見、ご質問や情報の掲載を希望される方は是非ご連絡ください。

◎

設置宅紹介コーナーは、今後も続けていきますので皆様のご協力をお願いします。
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