冬期休暇のお知らせ
2014 年 12 月 28 日（日）～2015 年 1 月 4 日（日）
上記期間、冬期休暇とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
緊急時は、下記の各メーカー連絡先へ直接お問い合わせいただけますようお願いいたします。
※ 当社の緊急連絡先 080-1627-2061（コウズマ）
、080-1627-2637（ヤスダ）
いよいよ 12 月、年末に向け忙しくなり、電気使用量も増えやすい季節です。今号は全量買取制度や特殊な
工法の特集、クラウド蓄電池、エコグッズなど、お客様に耳寄りなエコ情報をたくさんご紹介いたします。

メーカー別連絡先（家電：IH、エコキュート・電気温水器等）
東

芝 ： 0120-1048-76(IH) 0120-1048-19 (給湯) 9:00～20:00 365 日

コ ロ ナ ： 0120-919-302

9:00～19:00 （日、祝祭日は除く）

ダ イ キ ン ：0120-88-1081

24 時間 365 日

三

24 時間 365 日

菱

：0120-139-365

パナソニック： 0120-878-365
全量買取制度が 2012 年 7 月に始まって 2 年以上経ち、発電した電気を全て売電できる 10kW 以上のソーラー
システムが続々と発電を開始しています。今号では既に稼働開始した当社施工物件を写真でご紹介いたします。

9:00～20:00 365 日

シ ャ ー プ ：0120-078-178 月～土:9:00～18:00 日祝日:9:00～17:00（年末年始を除く）

メーカー別連絡先（太陽光発電）
シ ャ ー プ ：0120-48-4649 （携帯からは 0570-550-190）
月～土 9:00～18:00

日祝日 9:00～17:00（年末年始を除く）

パナソニック： 0120-872-150 9:00～20:00 365 日（サンヨーもこちらから）
三

菱

：0120-53-1160 9:00～12:00/13:00～17:00（土日祝日会社休業日除く）

東

芝

：0120-402-743 9:00～17:00

(土日祝、年末年始を除く)

京 セ ラ ： 0120-71-9006 24 時間 365 日
フジプレアム： 0120-243-174 9:00～12:00/13:00～17:00（土日祝日会社休業日除く）
静岡市清水区／野立

25.74kW

島田市／自動車学校

39.78kW

静岡市駿河区／スポーツ施設

42.70kW

ソーラーフロンティア：0120-55-8983 9:00～17:30

カナディアンソーラー：0120-020-332 9:00～17:30 年中無休（年末年始を除く）

設置が難しい屋根でも当社におまかせ‼
通常の施工では設置が難しい特殊な屋根・工法の事例を集めました。他業者に設置を断られた屋根（ストーンチ
ップ鋼板）でも当社では設置できた例もあります。設置が難しいと諦めてしまう前に一度ご相談ください。

★年末年始のエコキュートの注意点
年末年始は、里帰りや来客などでお湯の使用量も増えるかと思います。寒い季節ということともあいま
って、エコキュートもフル稼働。湯切れの発生する可能性が出てきます。

設定を変えて安心運転
緊急の場合は「沸き増し」「タンク湯増し」運転で対応できますが、あらかじめエコキュートの湯量設定
を「多め」や「満タン」にしておけば安心です。冬が終わったら元の設定に戻しておくこともお忘れなく。
操作例：湯量設定（コロナ製エコキュート）

陸屋根バラスト工法

ドーム型（R 傾斜）屋根

物置（ガレージ）

屋根に穴をあけずにバラスト（重り）
で架台を固定します。パネルの東西設
置で設置容量もアップします。

傾斜に沿って一列ごとに架台を固定し
ます。屋根の傾斜をそのまま活かした
美しい仕上がりとなります。

一定重量に耐えられる物置(※)であれ
ば、発電や防災用に有効活用できます。
(※基礎で固定されている等の条件あり)

お知り合いの方をご紹介ください。
お友達・ご親戚の方などで、太陽光発電に興味をお持ちの方をご存知で
したら是非ご紹介ください。ご紹介いただいた方がご契約された際には、
ささやかですが御礼の品を進呈いたします。
（担当営業、または弊社までご連絡ください。）
住所、連絡先、名義等に変更がございましたら、担当営業または弊社までご連絡ください。

操作例：（ダイキン製エコキュート）

①「３運転モード」が表示さ
れるまで「メニュー/決定」
を数回押す。
②矢印ボタンで運転モード
を選ぶ
③「メニュー/決定」を押す。

①「湯量設定」ボタ
ンを押す。
押すごとに湯量設定
が切り替わります。
「おまかせ→多め→
深夜のみ」

※ 操作方法はメーカー、年式、機種により異なります。
設定変更等、お取扱の際は、ご使用の機種の取扱説明書をご参照ください。

静岡本社
沼津営業所
浜松営業所

静岡市駿河区池田 243-2
駿東郡清水町久米田 125-9
浜松市南区三和町 295

TEL:054-294-7101
TEL:055-994-9703
TEL:053-589-4430

太陽光発電や身近なエコ情報などをお伝えしていきます。

電気は『売る』から『上手に使う』時代へ シャープクラウド蓄電池システム

毎月地球環境に貢献されていらっしゃる皆様をご紹介していますこのコーナー。
今号も６発電所をご紹介いたします。弊社 HP 等でもご紹介させていただいております。

クラウド蓄電池システムは、
「変化する外部環境と家庭内の変化に合わせて最適な電力使用を実現するよう制御され
た蓄電池システム」です。太陽光発電システムとクラウド HEMS とセットで設置すると簡単に節約管理できます。

●万が一の停電時も、安心して電気を使える暮らしをサポート
○昼間の停電時、太陽光で発電した電気を使用し
余った電気を蓄電するので、夜も安心して電気を使えます。
○蓄電池残量 4.8kWh の場合、様々な機器を合わせて
約 10 時間使えます。（詳細は HP、カタログをご参照下さい。）

浜松市中区
W 発電所

●クラウド HEMS とのセットで、より簡単に節約管理

4.00kW

掛川市
T 発電所

5.39kW

焼津市 （産業用）
S 発電所 49.98kW

3.91kW

沼津市
N 発電所

3.61kW

○太陽光の発電状況や天候・時刻などに応じ最適運転を自動で行います。
クラウドサーバー

天気予報によ
って蓄電池を
自動制御
停電時にも使用したい機器

最大 1.5kW 使用しながら
充電可能

夜も安心して
電気を使えます！

HEMS
蓄電池

熱海市
T 発電所

静岡市清水区 （産業用）
C 発電所 28.75kW

今回はご自宅に太陽光発電を設置された三島市の N 様宅を訪問し、
お話を伺いました。

外出先から機器の制御

。 ●設置のきっかけは何でしたか？

スマートフォン

新築時は考えてなかったのですが、引き渡しの日（2011 年 3 月 11
です。

🌷

ソーラーシェアリング ラジオ放送

ちょいエコ情報

🌷

日）に震災があり、その後計画停電もあって、エネルギーのことを不安
に思うようになりました。

2014 年 9 月 10 日（水）
、K-mix ラジオ『うご★ラジ』で、

冬場は暖房など電気を使うことが多くなります。

弊社で設置したソーラーシェアリングの紹介がありました。

●設置前に気になっていたことは何ですか？

クリスマスでイルミネーションを楽しまれる方も

「ソーラーシェアリングとは？どんなメリットが？」といった

本当に発電して利益が出るのかどうか、メンテナンスが必要になるので

いるのではないでしょうか。そんな方におススメ

概要から、お茶畑への設置事例の特徴や他の農作物への可能性

は。住宅ローンに加えてさらにローンを組むことで家計に影響しないか

なのが『ソーラーイルミネーションライト』です。

について、リポーターの方、そしてリスナーの方に向け、丁寧

どうかです。

昼間にソーラーパネルで

に説明させていただきました。

発電した電気を夜のイル

右：牧之原市のソーラーシェア
リングの現場
下：放送後にはリポーターと
営業上妻で記念撮影

ソーラーシェアリングに
興味のある方は、
お気軽にお問い合わせくだ
さい。

●何が決め手となりましたか？
上：三島市 N 様邸 4.06kW システム
下：とても仲の良い N 様ご家族

詳しく説明を聞くと、思っていたより機器が長持ちするとわかったこと

ミネーションに使います。

です。またシミュレーションで導入後の電気代やローンなどの見通しが

電気代もかからず経済的

ついて大丈夫かなと思えたことです。

な太陽の電気で夜のイル

●設置して電気代の変化はありましたか？

ミネーションをお得に楽

ローンを考えると今までとあまり変化はないか、売電で少しプラスにな

しんでみてはいかがでし

ってるぐらいです。ほぼシミュレーション通り発電しているのでこれか

ょう？インターネットま

ら子供が大きくなることを考えると電気代の負担が少なくて助かりま

たはお近くのホームセン

す。

ターで探してみてくださ

●太陽光発電がこれからもお子さんの成長の助けになってくれるとい

い。

いですね。本日はありがとうございました。

（画像参照：ホームセンターゴリラ）

