
 

 

 

 
今年（ 2018 年）は、株式会社スカイテックとして、20 年目を迎え

る節目の年です。太陽光事業も 16 年と月日を重ねる事が出来まし

た。これもひとえに皆様のご支援によるものと、心から感謝してお

ります。今後とも末永いお付き合い宜しくお願いします。  

 
以前にもエアコンの節電術としてご案内致しましたが、

ホコリやカビで汚れたエアコンには負担がかかり、多くの

電力を消費します。  
そこで、エアコンの「クリーニング＆クリニック」をお

ススメ致します！  
フィルターだけでなく、エアコンの内部までお掃除をす

ることにより、冷暖房の効きもよくなり、空気も清潔にな

ります。クリーニング後には安全点検も行うので、安心で

す。  
シーズン前に是非、プロのエアコン掃除をご利用下さい。詳細は同封致しま

す別紙をご覧下さい。  

 
弊社では太陽光発電の点検・メンテナンスも行っており

ます。  
より安心に、より安全に、より永くお使い頂く為に、太

陽光発電システムもメンテナンスが必要です。  
同封致します別紙をご覧いただき、是非、当社までご相

談下さい。  

 お年玉 プレゼントクイズ 正解発表 

 

 

答えは ②ＺＥＨ です。正解 者の方には、クオカードをお送り致します。  

（ 5 月よ り随時発送しています。 6 月になってもお手元に届かない方は、お手数  

ではございますが、スカイテックまでご連絡下さい。）  

 

 

発 行 元  (株 )スカイテック 

発 行 日 平 成 30 年 4 月 27 日

空 気 も 清 潔 で 快 適 に ！

Q.ネットゼロエネルギーハウスの省略名は①ＬＩＢ②ＺＥＨ  

③ＨＥＭＳの３つのうち、どれでしょうか？  



 

 

 
シャープの太陽光発電システムを設置のお

客様を対象に、今年もシャープ主催の売電コ

ンテストが行われます。今回は、スカイテッ

クからも素敵な商品をご用意、表彰式も計画

しております。  
詳細は同封致します別紙を、ご覧いただ

き、是非ご参加お申込お願い致します  

 

昨年 12 月に開催致しました、太陽光発電システムの保証が切

れてしまっている方、まもなく保証切れしてしまう方を対象にし

た「太陽光発電 保証関係の説明会」を 6 月に開催いたします。 
メーカー保証がなくなった後は？売電単価適用期間が終わっ

た後は？節電や防災対策での太陽光発電の活用法は？等、これか

らも末永くご使用頂く為の情報をご提供、ご提案させて頂きます。 
詳細を記載した招待状を別途ご郵送いたしますので、是非ご参

加下さい。  

 

 

 

 

2009 年 11 月に売電単価 48 円でスタートした固定価格買取制度が、まも

なく制度期間終了の 10 年目を迎えます。その後についての明確な方針は、

まだありませんが、低単価となることが予想されています。  
つまりこれからは電気を売るのではなく、自分自身が電気使う自家消費、

電気の自給自足を目指していく事になるでしょう。  
ZEH（ゼロエネルギー住宅）や、そして、太陽光発電と蓄電池、ＨＥＭＳ

の組み合わせ等、様々な電気エネルギーのシステムも開発されています。  
そんな最新システム、制度の改正、補助金等の変化に、タイムリーに対応

していきたいと思いますのでご質問や、ご意見がございましたら、お問合せ

ください。  
「エネルギーソリューション」として、引き続き皆様にお役立ち出来る情

報、提案の発信者であり続け、また微力ながら社会に貢献出来ればと思って

います。                         （高橋）  

エコライフ通信メール化にご協力お願いします！  
お名前、ご住所を記載の上、   

ecol i fe@skytech.co. jp 
までメールを頂けるとメール会員登録いたします。  
（申し訳ありませんが現時点ではパソコンのメール

のみの対応となります。）  

参 加 費 無 料 ！  

参 加 賞 も ご ざ い ま す ！  



参加大募集
2018年4月1日（日）～5月20日（日）
「サンビスタ売電量コンテスト エントリーシート」にご記入のうえ
ご案内いたしました販売店・担当者にお渡しください。

7月中旬に、入賞の方にお申し込み販売店よりご連絡させていただきます。

上位入賞の方には、取材のご協力をお願いする場合がございます。 
ご協力をよろしくお願いいたします。

発表方法

（１）ご案内の販売店にて、
（２） されているお客様。余剰電力を売電 （全量買取・ダブル発電の場合は除く）
（３）太陽光発電を設置したご自宅で、実際に生活をされているお客様。
　 （集合住宅、店舗、オフィスは除く）
下記計算式をもとに、設置容量1kW・1日当たりの5月分売電量で順位が決まります。
入賞の方には、入賞記念品をご用意いたします。

[算出例]　

・太陽光発電システムの設置容量＝5.00kW
・５月分の売電量＝400kWh　　

・検針日数　33日
■400(kWh)÷5.00(kW)=80kWh　

　80kWh÷検針日数(33日)＝ 2.424kWh

この数字が順位に反映されます。

2018年5月分検針票（売電＋買電）を販売店・担当者にご提示ください。
検針結果確認期間：2017年6月1日（金）～6月29日（金）検針結果確認

ご案内致しますのは

コンテスト

表　　　彰

シャープの太陽光発電システムをご使用いただき、誠にありがとうございます。 
日頃より、お取り組みをされている節電効果はどれくらいなのか、そんな疑問をお持ちのお客様も多いのではないでしょうか。
この度、シャープの太陽光発電を設置のお客様を対象に「サンビスタ売電量コンテスト」を開催いたします。お住まいの地域の
なかで、ご自宅の節電効果をご確認いただける絶好の機会です。もしかすると、貴邸の売電量は地域でトップクラスかもしれま
せん。上位入賞のお客様には、「入賞記念品」をご用意し、皆様のご参加をお待ち申し上げます。
ふるってご参加頂きますようお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  コンテスト事務局

全国1位～10位の方。

50位区切りで、表彰。（50位、100位、150位…）
※都道府県賞との重複はしません。

　

〈入      　賞〉

〈ラッキー賞〉
各都道府県1位の方。　※全国、1位～10位の方を除く。〈都道府県賞〉

設置容量1kW・
1日当りの売電量（　　　　）

お申し込み期間1

お申し込み方法2

参 加 資 格3

4

5

6

7

小数点第4位を
四捨五入します。

シャープ製太陽光発電システムを設置されたお客様。

ご参加

参加賞 ！
皆様

を進呈

の に



 

安心して 安全に 

永くお使い頂く為に 

電気のプロに 

お任せ下さい! 

〒224-0053 

神奈川県横浜市都筑区池辺町4172-3 

電話: 045(933)2721 FAX: 045(933)2722 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ: 0120-25-3317 

電子メール: info-solar@skytech.co.jp 

家庭用エアコン 
クリーニング＆クリニックサービス 

  やっぱり違う！ 

故障にいち早く気付く！ 

経年劣化による性能低下を抑える！ 

太陽光発電システム 
点検・メンテナンス 

※下記のHPで太陽光発電保守点検業者として 
ご紹介頂いております。 

【神奈川県】 
神奈川県内の太陽光発電保守点検業者データーベース 

  http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300183/p1146586.html#c 
【埼⽟県】 
シャープ住宅⽤太陽光「埼⽟あんしんモデル」実施店舗⼀覧 

  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/anshinmodelu.html 



 

家庭用壁掛型エアコン 

クリーニング＆クリニック（1台あたり) 

作業項目内容 

①パワコンの動作確認 

②太陽電池の直流電圧測定 

③外部の目視確認 

④太陽電池及び架台の確認 

⑤太陽電池からの配管の確認 

⑥太陽電池の測定装置診断 

⑦太陽電池の簡易清掃 

ライトコース（約30分） 

作業項目 ①、②、③ 

ベーシックコース（約６０分） 

作業項目 ①、②、③、④、⑤ 

プレミアムコース（約１２０分） 

作業項目 ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦ 

後日、診断書をお渡しします。 

選べる３つのコースをご用意！ 

＜必ずお読み下さい＞ 

■動作状況やご購入された時期、お使いになられている

環境、設置場所によりクリーニングができない場合がござ

います。 

■汚れによっては完全に取れない場合があります。 

■お客様宅の水道、電気をお借り致します。 

■金額は、汚れ具合や設置場所などにより変わる場合が

ございます。 

■休日及び時間外については割増価格を申し受ける場

合があります。 

■首都圏近郊以外の場合は、交通費の実費をご請求さ

せていただく場合がございます。 

 
隅々まで洗浄！ 

プロの技術でエアコンを 

[１]国内全メーカー対応 

[２]フィルター自動掃除付も対応 

[３]電気の専門知識を有した技術者が

対応 

[４]抗菌剤入り洗浄液を使用 

[５]普段では洗えない部分の徹底洗浄 

[６]汚れに加えてカビや雑菌まで洗浄 

[７]洗浄汚液は中和

処理後に廃棄しま

す 

[８]作業後の安全点

検を実施 

 
しっかり点検！ 

太陽光発電16年の実績で 

室内機       ￥１５，０００円 のところ 

                            ￥１３，０００円 

お掃除メカ付 ￥２５，０００円 のところ 

                            ￥２０,０００円 

 特別価格(税込）  

 

太陽光発電システム点検 

ライトコース         ￥３，０００円   

ベーシックコース  ￥２０，０００円 

プレミアムコース  ￥４０，０００円 

１０世帯限定 

１０世帯限定 

     太陽光発電点検(プレミアムｺｰｽ） 

エアコンクリーニング（３台まで） 

￥７０，０００円  ３世帯限定 

特別セット 

※お問合せ・お申込は裏面記載のスカイテックまでご連絡下さい 


