
事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

1 株式会社サンジュニア
かぶしきかい
しゃさんじゅ
にあ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
関東圏も対応可能

www.sunjunior.co.jp 〒382-8533 長野県須坂市須坂1595-1 長野営業所 381-2215 長野県長野市稲里町中氷鉋
1050-1 026-283-1700 本社　業務部

中村嘉寿良
026-215-2600 k_nakamura@sunjunior.c

o.jp

長野営業所 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
サーモグラフィー点検
モジュールの洗浄も対応可能。

http://www.sunjunior.co.jp/taiy
ouko/maintenance/index.html

長野県内で既に実績有。関東圏で
も同様。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る
各メーカーの研修会等にも参加し
ている。

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）
PVマスター施工技術者
(JPEA）

5年以上 同様のサービス対応可
能。

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ドローン赤外線サーモ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

2 株式会社サンジュニア
かぶしきかい
しゃさんじゅ
にあ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
関東圏も対応可能

www.sunjunior.co.jp 〒382-8533 長野県須坂市須坂1595-1 上田営業所 386-0042 長野県上田市上塩尻295-1 0268-25-2620 本社　業務部
中村嘉寿良

026-215-2600 k_nakamura@sunjunior.c
o.jp

上田営業所 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
サーモグラフィー点検
モジュールの洗浄も対応可能。

http://www.sunjunior.co.jp/taiy
ouko/maintenance/index.html

長野県内で既に実績有。関東圏で
も同様。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る
各メーカーの研修会等にも参加し
ている。

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）
PVマスター施工技術者
(JPEA）

5年以上 同様のサービス対応可
能。

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ドローン赤外線サーモ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

3 株式会社サンジュニア
かぶしきかい
しゃさんじゅ
にあ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
関東圏も対応可能

www.sunjunior.co.jp 〒382-8533 長野県須坂市須坂1595-1 佐久営業所 385-0004 長野県佐久市安原1110-1 0267-67-7640 本社　業務部
中村嘉寿良

026-215-2600 k_nakamura@sunjunior.c
o.jp

佐久営業所 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
サーモグラフィー点検
モジュールの洗浄も対応可能。

http://www.sunjunior.co.jp/taiy
ouko/maintenance/index.html

長野県内で既に実績有。関東圏で
も同様。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る
各メーカーの研修会等にも参加し
ている。

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）
PVマスター施工技術者
(JPEA）

5年以上 同様のサービス対応可
能。

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ドローン赤外線サーモ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計



事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

4 株式会社サンジュニア
かぶしきかい
しゃさんじゅ
にあ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
関東圏も対応可能

www.sunjunior.co.jp 〒382-8533 長野県須坂市須坂1595-1 松本営業所 399-8211 長野県安曇野市堀金烏川
3894-3 0263-73-7481 本社　業務部

中村嘉寿良
026-215-2600 k_nakamura@sunjunior.c

o.jp

松本営業所 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
サーモグラフィー点検
モジュールの洗浄も対応可能。

http://www.sunjunior.co.jp/taiy
ouko/maintenance/index.html

長野県内で既に実績有。関東圏で
も同様。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る
各メーカーの研修会等にも参加し
ている。

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）
PVマスター施工技術者
(JPEA）

5年以上 同様のサービス対応可
能。

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ドローン赤外線サーモ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

5 株式会社サンジュニア
かぶしきかい
しゃさんじゅ
にあ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
関東圏も対応可能

www.sunjunior.co.jp 〒382-8533 長野県須坂市須坂1595-1 諏訪営業所 392-0015 長野県諏訪市中洲3290-1 0266-58-1311 本社　業務部
中村嘉寿良

026-215-2600 k_nakamura@sunjunior.c
o.jp

諏訪営業所 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
サーモグラフィー点検
モジュールの洗浄も対応可能。

http://www.sunjunior.co.jp/taiy
ouko/maintenance/index.html

長野県内で既に実績有。関東圏で
も同様。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る
各メーカーの研修会等にも参加し
ている。

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）
PVマスター施工技術者
(JPEA）

5年以上 同様のサービス対応可
能。

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ドローン赤外線サーモ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

6 株式会社サンジュニア
かぶしきかい
しゃさんじゅ
にあ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
関東圏も対応可能

www.sunjunior.co.jp 〒382-8533 長野県須坂市須坂1595-1 伊那営業所 396-0006 長野県伊那市上牧6530 0265-98-7001 本社　業務部
中村嘉寿良

026-215-2600 k_nakamura@sunjunior.c
o.jp

伊那営業所 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
サーモグラフィー点検
モジュールの洗浄も対応可能。

http://www.sunjunior.co.jp/taiy
ouko/maintenance/index.html

長野県内で既に実績有。関東圏で
も同様。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る
各メーカーの研修会等にも参加し
ている。

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）
PVマスター施工技術者
(JPEA）

5年以上 同様のサービス対応可
能。

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ドローン赤外線サーモ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計



事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

7 株式会社サンジュニア
かぶしきかい
しゃさんじゅ
にあ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
関東圏も対応可能

www.sunjunior.co.jp 〒382-8533 長野県須坂市須坂1595-1 飯田営業所 395-0151 長野県飯田市北方187-1 0265-52-1831 本社　業務部
中村嘉寿良

026-215-2600 k_nakamura@sunjunior.c
o.jp

飯田営業所 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
サーモグラフィー点検
モジュールの洗浄も対応可能。

http://www.sunjunior.co.jp/taiy
ouko/maintenance/index.html

長野県内で既に実績有。関東圏で
も同様。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る
各メーカーの研修会等にも参加し
ている。

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）
PVマスター施工技術者
(JPEA）

5年以上 同様のサービス対応可
能。

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ドローン赤外線サーモ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

8 鈴与マタイ株式会社
すずよまたい
かぶしきがい
しゃ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）

http://www.newest.ne.jp/ 〒385-0051 長野県佐久市中込1-10-1 本社 385-0051 長野県佐久市中込1-10-1 0267-63-0001
環境エネルギー事業部
技術サービス課
楜澤岳郎

0267-63-0001 t.kurumisawa@newest.ne
.jp

本社 サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策
モジュール洗浄

http://www.newest.ne.jp/power
/exp/

保守契約数100件以上（約
50MW）
ソフトバンク長野佐久ソーラー

パーク　保守契約
京セラ　サービス代行指定店
ソーラーフロンティア　サービ

ス代行指定店
住宅用システムの点検、年間

100件以上

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）
特別高圧（２MW～）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第三種電気主任技術者
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
太陽光発電設備保全技術者
（一般社団法人再生可能エネ
ルギー保全技術協会）

5年以上

定期点検（有償）
緊急駆け付けサービス

（有償）
2019年問題対応相談

（無償）
太陽光発電システム購

入相談（無償）

10件以上 相談は無料でも可能
土曜日は当社営業カレン
ダーにより稼働日あり

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）

正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
遠隔監視装置
発電量チェッカー （ストリン
グ毎にモジュール特性、温
度、日射量から推定電力を求
め実際の発電量と比較するこ
とで、正常に発電しているか
どうかをチェックする）
絶縁抵抗測定機

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

9 おひさまライフ株式会
社

おひさまらい
ふかぶしきが
いしゃ

上田地域 （上小）
長野地域
北信地域

http://www.ohisamalife.com/ 〒381-2214 長野県長野市稲里町田牧305-3 おひさまライフ株式会社 〒381-2214 長野県長野市稲里町田牧
305-3 026-214-5924 0 026-214-5924 info@ohisamalife.com

サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策

0

保守点検契約数50件以上。
　ソラメンテを使い、目に見えな
い細部まで徹底した点検を行いま
す。
お客様にも分かりやすい点検報告
を心掛けています。

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
各種メーカー講習参検
保守点検業者との情報共有

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第二種電気工事士
太陽光発電メンテナンス技士
（JPMA）
PVマスター保守点検技術者
(JPEA）
PV施工技術者(JPEA）

5年以上 0 10件以上 相談は無料でも可能
土曜日
日曜日
祝日

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
高圧（50kW～2MW未満）

情報会員

サーモカメラ
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
遠隔監視装置
監視カメラ



事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

10 株式会社リックス リックス 南信州地域 （飯伊） www.lics-net.com 〒395-0155 長野県飯田市三日市場１４６６－
１

株式会社リックス 3950155 長野県飯田市三日市場１４
６６－１

0265-25-6745 高崎健一 0265-25-6745 solar@lics-net.com

サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
緊急駆けつけ対応
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け

www.lics-net.com

南信州太陽光発電保守専門店
太陽光設計士1級 2級
太陽光発電第1種技術認定者2名
太陽光発電第2種技術認定者2名
太陽光発電のメンテナンスと管理
はリックスにお任せください！
太陽光発電検査協会 会員

太陽光設計士1級 2級1名
太陽光発電第1種技術認定者2名
太陽光発電第2種技術認定者2名
太陽光発電検査協会 会員

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）

第二種電気工事士
第1種技術認定（PIA）
第2種技術認定（PIA）
太陽光設計士1級 2級

5年以上 0 10件以上 相談は無料でも可能

土曜日
日曜日
祝日
月曜日 第１ 第３日曜
日定休

行なっている
住宅（～10kW未満）
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）
太陽光付カーポート

非会員

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
遠隔監視装置
監視カメラ
ドローン2機

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

11
ネクストエナジー ア
ンド リソース株式会
社

ねくすとえな
じー あん
ど りそーす
かぶしきかい
しゃ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
全国（沖縄、離島を除く）

https://www.nextenergy.jp/ 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6 ネクストエナジー アンド リソー
ス株式会社　本社

399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-
6 0265-98-6801

プラント建設事業本部
開発営業部
岸　正悟

０２６５－９８－６８０
１

info.om@nextenergy.jp

サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
見回りサービス（年数回など）
遠隔監視サービス
部品部材交換
標識取り付け
雑草対策
パネル洗浄サービス

https://www.nextenergy.jp/serv
ice/monitoring_maintenance.p
hp

長野県富士見町（8MW）
長野県茅野市（1.3MW）
長野県伊那市（400kW）
長野県上伊那郡宮田村

（670kW：屋根上）
北海道十勝郡浦幌町（1.9MW）
栃木県小山市（350kW）
兵庫県赤穂市（1.4MW）
岡山県久米郡美咲町（2.4MW）
熊本県上天草市（330kW）
他多数

信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した

高圧（５０kW～ ２MW未満）
特別高圧（２MW～）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士
太陽光発電アドバイザー

5年以上 未対応 10件以上 相談は無料でも可能
平日（当社営業日）9：00
～17：00

行なっている
低圧（屋根上）
低圧（野立て）
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
高圧（50kW～2MW未満）
特別高圧（2MW以上）

情報会員

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
ＥＬカメラ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計
絶縁抵抗計
マルチテスター等

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

12 株式会社ガリレオ
かぶしきがい
しゃがりれお

上田地域 （上小） solar.galileo.co.jp 〒386-0027 長野県上田市常磐城5-3-29 自然エネルギー事業部(上田業務セン
ター) 386-0027 長野県上田市常磐城5-3-14 0120-710-635 自然エネルギー事業部

小林　隼人
090-1608-5947 ne@ml.galileo.co.jp

サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

遠隔監視サービス
部品部材交換
標識取り付け
フェンス取り付け

http://solar.galileo.co.jp/produc
t/sokudenlite/

独自の遠隔監視サービスを開発し
提供20件以上

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した
信州ネット 太陽光部会の会員であ
る

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第三種電気主任技術者
電気工事施工管理技士

5年以上 機器類の点検 交換等 3~5件 相談は無料でも可能 0 0 正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
ドローン赤外線サーモ
遠隔監視装置
監視カメラ
日射計



事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

13 一般社団法人NECO
いっぱんしゃ
だんほうじん
ねこ

松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）

https://www.neco.or.jp/ 〒380-0018 長野県上田市常田二丁目27番17号
2F Hanalab. 380-0018 長野県上田市常田二丁目27

番17号 2F  0268-75-5896 0  0268-75-5896 info@neco.or.jp

Hanalab. サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）
部品部材交換
資源エネルギー庁への定期報告
代理
標識取り付け
フェンス取り付け
雑草対策

0
相乗りくん信大SENIおひさま発電
所
合原農園ソラリス発電所

信州ネット主催 改正FIT法セミ
ナー（2017年8月 諏訪市、飯田
市、上田市開催）に参加した
信州ネット主催 研修会
（2017/10/5 長野市）に参加した
信州ネット主催 スキルアップセミ
ナー（2017/11/27 諏訪市）に参加
した

住宅（～１０kW未満）
低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）

第二種電気工事士
太陽光発電アドバイザー

5年未満 同様のサービスは可能 3~5件

条件により、どちらでも
可能
 現在は上田市民ソー
ラーの相乗りくん発電所
グループに限定していま
す。

0

行なっている
低圧（ソーラーシェアリン
グ）
カーポートソーラー

正会員 NPO 市民団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
ドローン赤外線サーモ
遠隔監視装置

事業者名 ふりがな 営業地域 HPアドレス　URL 本社所在地 郵便番号 本社所在地 住所 営業所名 郵便番号 住所 電話番号
保守点検主担当者 部署
（営業所） 氏名

保守点検主担当者 連絡
用電話番号

保守点検主担当者 連絡用
Eメール

14
サンテックパワージャ
パン株式会社　O&M
事業グループ

さんてっくぱ
わーじゃぱん
（か）　おー
あんどえむじ
ぎょうぐるー
ぷ

南信州地域 （飯伊）
木曽地域
上伊那地域
諏訪地域
松本地域
佐久地域
上田地域 （上小）
長野地域
北信地域
北アルプス地域 （大北）
全国対応可能（離島 遠隔地を
除く）

https://www.suntech-
power.co.jp 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-11 西新宿

KSビル6階 長野テクニカルサポートセンター 385-0004 長野県佐久市安原825-1 0267-67-1691 大倉　淳 03-3342-3877 japan_sales@suntech-
power.com

長野テクニカルサポー
トセンター

サービス内容
保守点検の業務内容を示す
URL 保守点検業務の主な業績

技術スキルアップのための取り組
み

保守点検サービス可能容量 保有資格
太陽光発電保守点検業務の
経験年数

戸建住宅向けのサービス
保守管理業務の契約件
数

相談に関する料金 緊急対応可能日
太陽光発電の設計施工業務の
請負

自然エネルギー信州ネッ
トの会員資格

使用可能な器具

定期点検（年１）：毎月行いま
す。
緊急駆けつけ対応：24時間365日
対応します。
見回りサービス（年数回な
ど）：定期点検に加え、年次点
検も行います。
遠隔監視サービス：各ツールに
マルチベンダー対応、24時間体
制で発電所を監視します。
部品部材交換：太陽電池モ
ジュール交換、その他は交換品
を確認して判断となります。オ
プションサービスとなります。
標識取り付け：オプションサー
ビスとなります。
雑草対策：オプションサービス
となります。
洗浄　オプションサービスとな
ります。

https://www.suntech-
power.co.jp/o_and_m/

モジュールメーカーとして保守に
おいても30年以上の実績があり、
発電所の不具合を早期に発見し、
迅速なフォローアップが可能で
す。
また２４時間３６５日監視し、遠
隔監視ツールはマルチベンダー対
応。サンテックパワージャパンは
確かな技術力で、お客様の発電所
を守ります。

信州ネット 太陽光部会の会員であ
る

低圧（１０kW～２０kW未満）
低圧（２０kW～５０kW未満）
高圧（５０kW～ ２MW未満）
特別高圧（２MW～）

第一種電気工事士
第二種電気工事士
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
登録電気工事業者。東京都知
事登録　第300028号。電気工
事の種類　一般用電気工作物
自家用電気工作物。
プライバシーマーク：一般財
団法人日本情報経済社会推進
協会より、個人情報について
適切な保護装置を講じる体制
を整備している事業者に与え
られる「プライバシーマー
ク」の付与認定を受けていま
す。登録番号　第10520143

5年未満 住宅向けサービスは、行
なっておりません。

10件以上

条件により、どちらでも
可能：基本無料ですが、
現地調査が必要な場合な
ど、状況により有料の場
合がございます。

夜間
土曜日
日曜日
祝日
24時間365日。
O&Mサービスは24時間
365日体制で行います。

行なっていない 正会員 企業 営利団体

I - V カーブトレーサ
サーモカメラ
パルス型断線等監視器（ソコ
デスなど）
非接触型断線等監視器（ソラ
メンテ、モジュールドクター
など）
ＥＬカメラ：長野テクニカル
サポートセンター内


