
 
 
 
 
 

暑中お見舞い申し上げます！   
  

 暑い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、参議院選挙も終わり、予想通り、

自民党の圧勝となり、自民党は衆議院、参議院ともに安定多数

を獲得し、ねじれ国会の解消となったわけです。ねじれが解消

され、安定した長期的な政権運営が出来るわけですので、地に足のついた中長期のビジョン、計

画でエネルギー政策も進めてもらいたいと思います。また、中長期と言えば「3.11・東日本大

震災」の被災地の復興かと思います。是非とも、地元の皆様に復興する力と勇気がでるような政

策の計画、実施が行われればと思います。 

ところで、先日、福島第一原発の吉田元所長が亡くなりました。週刊誌やマスコミなどの聞き

かじりでしかありませんが、震災直後のまさしく危機的な状況の中で、現場を纏め、まさしく日

本を救ってくれた英雄であるとともに、福島第一原発の津波対策を先送りした当事者の一人だっ

たようです。後世のためにも、当事者でしか知りえなかった事実を聞きたかったと思うのは私だ

けではないでしょう？ 

西日本を中心に「ゲリラ豪雨」よる被害が発生しております。先日、私自身も東京都内で「ゲ

リラ豪雨」に遭遇してしまいました。最近よく耳にするまさしく「経験したことのない大雨」「恐

怖を感じる大雨」。地球温暖化の影響と言われています。震災以降、忘れてしまいましたが、地

球温暖化は確実に進んでいるようです。 

まだまだ暑い毎日が続きます。皆様も暑さに負けずにお過ごし下さい。 

（文章：高橋義則） 

 

【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 
前回号でご案内いたしま

したサンビスタ売電量コン

テストの結果発表が行われ

ました。 

参加発電所数は約 3000、

首都圏エリアでは 302 発電

所も参加の中から、弊社の

お客様より、たまちゃん発

電所様が２位、さんびすた

発電所様が１０位と入賞い

たしました。（次ページへ） 
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発電所名 都道府県 市町村
システム
容量(kW)

売電量
(kWh)

店内順位
エリア内順
位

全国順位

たまちゃん発電所 群馬県 高崎市 5.760 880 1 2 29
さんびすた発電所 神奈川県 横須賀市 6.820 988 2 10 182
吉澤太陽電池発電所 東京都 世田谷区 4.708 617 3 32 624
横須賀第一節電所 神奈川県 横須賀市 3.420 410 4 43 786
枯れなめこ発電所 神奈川県 相模原 7.800 907 5 55 971
小山邸発電所 神奈川県 座間市 4.760 549 6 59 1024
油壺サンサン発電所 神奈川県 三浦市 4.050 497 7 61 1043
伊藤発電所 神奈川県 大和市 3.360 379 8 78 1180
北の谷発電所 神奈川県 川崎市 4.296 500 9 101 1376
やっぱり太陽発電ショ！ 神奈川県 横浜市 4.680 538 10 108 1436
古郡発電所 神奈川県 相模原 3.768 433 11 109 1440
踊場展望発電所 神奈川県 横浜市 5.508 593 12 110 1444
リリーヒル発電所 神奈川県 川崎市 5.250 597 13 120 1507
ＫＩＫＵＲＩＮソーラー発電所 神奈川県 横浜市 3.150 317 14 134 1636
セリガヤ0031メガ発電所 神奈川県 横浜市 3.100 309 15 158 1830
辻発電所 神奈川県 川崎市 2.754 283 16 181 1974
横浜サンフィールド発電所 神奈川県 横浜市 5.024 511 17 187 2012
相澤発電所 神奈川県 横浜市 5.280 497 18 215 2252
山の根発電所 神奈川県 逗子市 4.875 315 19 283 2693



 

おめでとうございます！ 

首都圏エリア 2 位  

たまちゃん発電所 所長様 

賞品：スロージューサー 

首都圏エリア 10 位 

さんびすた発電所 所長様 

賞品：ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ扇風機 

 

 

他結果として、 
全国１位 福島県いわき市 6.65 kWh/1kw/1 日 
全国２位 広島県東広島市 6.44 kWh/1kw/1 日 
全国３位 広島県呉市   6.15 kWh/1kw/1 日 
全国平均は 3.5 kWh/1kw/1 日 

 
首都圏エリア１位 山梨県山梨市 5.11 kWh/1kw/1 日 
首都圏エリア２位 群馬県高崎市 5.09 kWh/1kw/1 日 
首都圏エリア３位 千葉県市原市 5.07 kWh/1kw/1 日 
首都圏エリアの平均は 3.26 kWh/1kw/1 日 

 
はじめての売電量コンテストで不手際もございましたが、ご

協力ありがとうございました。 
検針された期間、またその間の天気等、同条件下ではありま

せんが、興味深い結果となっています。（実は、北海道などの

設置容量の大きなお宅が全国１位になるだろうと思っており

ました。設置容量で決まるという訳ではないのですね。） 
コンテスト売電量の計算式は、5 月分売電量÷設置容量÷検

針日数で、設置容量 1kW・１日当たりの容量で査定されまし

た。今回は参加できなかった方も、計算されて比較してみると

おもしろいかもしれません。（漆原） 
 

シャープ「15 年延長保証」の切替無料相談会 
シャープ製太陽光発電システム設置のお客様は、お手元に

15 年延長保証への切替のご案内が届いてるかと思います。（も

しも未だに届いていないというお客様は、弊社までご連絡下

さい。）尚、〆切は 3 月 31 日までですのでお気を付け下さい。 
4 月 20 日、5 月 18 日とシャープ様のご協力をいただき、15 年延長保証に関する無料相談会

を行わせて頂きました。無料相談会は延長保証を行うことになった経緯や、手続き方法等ご説明、

その後直接お客様よりメーカーへご質問をしていただきました。その中で多かったご質問をいく

つかご紹介いたします。 
 
Ｑ．点検後、保証に入れなくなるという事はないのでしょうか？ 
Ａ．ありません。点検し、もし不具合があれば修正した後に延長いたします。 
Ｑ．出力保証とは？出力がさがったというのはどうやってわかるのでしょうか？ 
Ａ．発電能力をシステム構成、モジュールの出力と２点を 90%保証しています。 
 発電量が下がったら出力値が下がってる可能性がありますので、ご連絡いただき点検させてい

ただきます。 
Ｑ．発電量が下がったというのは、どうやってわかるのでしょう？ 
Ａ．Web モニタリングサービスにご加入されている場合は、シャープから発電量が下がってる

旨をご連絡させて頂きます。（これからご加入を希望される方は対応機種、ネット接続が必要

このような封筒で届きます。 



となりますので、販売店にご確認が必要です。Web モニタリングサービス自体は無料です。） 
ご自分で確認するには、発電量が下がれば売電量も下がりますのでそちらでご確認いただく

か、こまめにモニター等でチェックしていただき、昨年の同月と比較して確認をお願いします。 
Ｑ．現金でその場で支払わないといけませんか？ 
Ａ．申し訳ありません。点検に伺った担当に現金でのお支払いをお願い致します。 

確かにこのような時代ですので詐欺まがいの事があるかもしれません。念のため、シャープ

エンジニアリング(株)の者であることを名刺等でご確認頂きたくお願い致します。 
 

【野立て！】 
ご存知のように昨年 7 月 1 日より実施された全量買取制度を利用し

た施工が続いています。20 年間の買取に加え、100％即時償却のグリ

ーン投資減税を利用したお客様が増えています。業績の好調な企業様、

個人事業者様が、社屋の屋上や工場の屋根への設置が多いのです。ま

た、メガソーラーに代表されるように、全量買取制度が実施以降に増

えているのが、野立て（地面に直接設置）

で太陽光電池を設置する事例です。今回、

写真にある事例は、企業様が遊休地に、

買取単価、100％即時償却を利用して「太

陽光発電システム」をの設置したもので

す。 
今年４月より「農地法」（これまで、太

陽光発電の設置目的での農地転用を基本

的に認めていませんでした。）が改正され、農地

への設置への可能が広がりました。（※但し、営

農の継続などの制約がございますのでの注意願

います。） 
空き地への「野立て」の設置は、今後ますま

す増えていくのではないでしょうか！ 
 

【オススメします！】 東京電力：でんき家計簿 
 新しい電気料金メニューはご存じですか？ライフスタイルにあわせて…となっていますが、

正直、メニューがたくさんありすぎてどれにしたらわからない！という方も多いのではないで

しょうか？私がその一人です。そんな私のオススメは、東京電力の「でんき家計簿」です。 
東京電力のホームページから登録でき、検針票が必要なのでほんのち

ょこっとだけ手間ですが、過去の電気料金、使用量のグラフを見られま

す。そして、とくにオススメは「でんき診断」です。過去の電気使用量

からシミュレーションができ、料金メニューの変更もできてしまいます。

（ちなみに我が家では、重量電灯 B から半日お得プランへの変更で年間

約 4000 円も節約できるようです！） 
節電の為にも、こういったサイトをご利用してはいかがでしょうか？ 

 

 お客様の了解、ご希望

でフェンスを設置し

ております。 



【イベントのお知らせ】 

第 15 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。 

日 時：2013 年９月 7 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 15 回目を迎えます。戦後６８年、戦争や原爆の

惨禍の記憶するとともに、一昨年からは、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。 

◎ 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。 

【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。 
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