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■おひさま銀行に貯金しよう！！ 

■光熱費は生涯ローン！？ 

■実際に設置したお客様のデータ公開！ 
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お客様の貴重なご感想です 

住宅以外の施工実績 

太陽光発電Ｑ＆Ａ 

太陽光発電７つの導入メリット 

私たちがお手伝いします 
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はじめまして！！ 
  

私は、南箕輪村で電気設備工事をしている、(有）唐木電設の

酒井 洋治 と申します。 

私は、太陽光発電の営業を担当しておりますが、お客様にとっ

ては「どんな人？」という不安があるかと思います。その不安を少

しでもなくし、安心してご相談していただけますよう、簡単ながら私

自身の紹介をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 前  酒井 洋治 

出身地  長野県伊那市高遠町 

生年月日 昭和５０年６月２５日 

血液型  ＡＢ型 

趣 味  サッカー観戦 音楽鑑賞 ショッピング 

 

『私は、お客様のお問い合わせに対し、懇切丁寧に対応致

します。弊社の技術と気配りをお客様にお伝えしていきたい

と思います。どうぞ宜しくお願い致します。』 

 

 

『  

さかい ようじ 

 

 

『  

迅速・丁寧な
対応を心がけ

がんばっています!!
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なぜ太陽光発電!? 
 

９０年代に大きくクローズアップされた『地球温暖化問題』。その

原因となる温室効果ガス（ＣＯ₂やメタン、フロン）の中でもＣＯ₂排

出量削減に大きく貢献する太陽光発電が、ヨーロッパやアメリカ

の他、日本でも急激に普及が進んでいます。    

ＣＯ₂排出量が少ない原子力発電には放射能汚染という大きな

リスクがあることを、私たちは身をもって認識しました。東日本大

震災発生以降、太陽光発電やＬＥＤ照明などの限られたエネル

ギーを賢く使う設備が注目されています。 

太陽光発電は、個人レベルでＣＯ₂排出量が削減できますし、発

電した電力を自宅で使用できるばかりでなく、余った電力を売却

する事ができるメリットもあります。発電した電力は全てが設置に

よる経済効果となり、設置費用を何年か後に償却できるのです。   

また、災害時の非常用電源としても使用できます。 

そして、設置費用に対し国や自治体が助成をしてくれます。 

このように、 

設置に対して行政も積極的であり、 

今非常に優遇される状況にあるのです。 

私たちに今できる事、それは積極的に太陽光発電を普及し多く

の発電所を建設するお手伝いをすることだと真剣に考えていま

す。 
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太陽光発電システムって？ 
 

興味のある方もない方も、まずは太陽光発電ってどんなものか

をご理解していただきたいので、簡単ではありますが「太陽光発

電システムをご検討いただくにあたってのポイント」をいくつかご

紹介させていただきます。 

 

ポイント① 太陽光発電を知る！ 

 ポイント② 電気の売り買い経済メリット 

ポイント③ 経済メリットシミュレーション 

ポイント④ 電気が売れるしくみ 

ポイント⑤ 電圧上昇抑制について 

ポイント⑥ 増設について 

ポイント⑦ 設置工事について 
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【発電のしくみ】 結晶シリコン太陽電池はＮ型半導体とＰ型半導体でで

きています。太陽電池に光が当たると、半導体の原子が（＋）と（－）

に分かれ、（＋）はＰ型半導体に集まり、（－）はＮ型半導体に集まり

ます。これによって P 型半導体と N 型半導体に電圧が生じ、電線をつ

なげば電気が取り出せる（発電）というわけです。  

【ポイント① 太陽光発電を知る!!】 

■太陽電池モジュールのしくみ 

 太陽電池とは、『電池』と呼んでいますが、電気を貯める機能は

ありません。実際は『発電機』の役目をしています。 

■太陽電池の種類  

 太陽光発電に使用される太陽電池モジュールには現在、多結

晶・単結晶・アモルファス等の種類があり、それぞれの電池の特

徴をいかし各所に使い分けています。現在日本で一番流通して

いるのは結晶系太陽電池モジュールです。 

【多結晶シリコン太陽電池】 

・モジュール変換効率(～16％位)単結晶に比べ若干低い。 

・セルの中に複数の小さなシリコン結晶が入った物。 

材木で例えると『集成材』 

・安価で製造しやすい。 

・日照条件の良い場所に適しています。 

・シャープ、京セラ、フジプレアム 

 

多結晶 
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【単結晶シリコン太陽電池】 

・世界で最初に開発された実用太陽電池。 

・太陽電池セル全体がシリコン結晶になっている。 

（材木で例えると『無垢材』）。 

・多結晶に比べモジュール変換効率(～20.1％)が高い 

・曇りや雨の日でも発電、日照条件の悪い場所でも一定の能  

力が発揮できる。 

・三菱電機、サニックス（ＬＳ産電・現代重工業）、長州産業  

東芝、カナディアンソーラー、シャープ 

 

【単結晶シリコン+アモルファス太陽電池（HIT）】  

・モジュール変換効率(～19.1％) 

・単結晶の効率性とアモルファス（電卓等に使われている太陽  

電池）の温度対応性能（アモルファスは高温になっても効率 

が良い）をミックスした圧倒的な高発電タイプ。 

・産業用の太陽光発電システムに多く設置されている。 

・太陽電池が設置できる屋根のスペースが少ないお宅、日照 

条件の悪い場所、夏場に高温になる地域、発電効率を求めて 

おられる方にお勧めです。 

・他の太陽電池に比べ高価ですが長期的にみると発電量に差

がでるでしょう。 

・パナソニック（ＨＩＴ太陽電池） 

 

【化合物系 ＣＩ(Ｇ)Ｓ系太陽電池】  

・シリコンを原料とせず薄いため省資源で、量産が可能。 

・銅（Ｃｕ）、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、セレン（Ｓｅ）などの 

化合物を用いて製造  

・熱や陰に強いため実発電量が高いが面積が必要。 

・ソーラーフロンティア 

単結晶 
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■太陽電池の設置方位と設置角度  

真南を１００％とした場合、東

西・南東で約９６％、真東・真西

では約８５％の発電量となります。

北面への設置は発電効率が低

い為お奨めしておりません。また、

屋根の勾配は概ね３０度の場合

に発電量が最大になります。 

 

■太陽電池モジュールの期待寿命 

太陽電池セルは半永久的といわれていますが、設置金具やモ

ジュールを構成する部材等が約 20～30 年と予測しております。 

 

■パワーコンディショナとは 

太陽電池モジュールで発電された直流電力を、家庭で使える

交流電力に変換する装置です。システムの中で一番負荷のかか

る機器です。耐用年数は１０年前後と言われています。 

 

 

 

 

 

■自立運転機能の活用  

災害時や停電時に便利なのが太陽光発電の自立運転機能で

す。太陽光発電が発電さえしていれば、その間はパワーコンディ

ショナを手動で自立運転に切り替え、自立運転コンセントから電

源がとれます。注意する事は、電力会社からの安定した供給で

はないので使える電力は変動します。また 1500Wまでの制限もあ

ります。 

屋内型  屋外型  
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【ポイント② 補助金について】 

■各市町村からの平成２６年度補助金額  

 1kw あたり 上限  

伊那市 なし -  

駒ケ根市 ３０，０００円 １２０，０００円  
住宅・事業・公共  
予算２０００万円 

辰野町 ３５，０００円 １００，０００円 ★町内業者に限る 

箕輪町 ２０，０００円 ８０，０００円  

南箕輪村 ３０，０００円 １５０，０００円  予算１２００万円  

宮田村 １５，０００円 ５２，５００円 予算５０件分  

飯島町 ２５，０００円 １００，０００円  

中川村 なし -  

松川町 ５２，０００円 ２０８，０００円 予算５０件  

高森町 ２０，０００円 １００，０００円 住宅用・事業用 

豊丘村 ４０，０００円 ２００，０００円  

喬木村 ３０，０００円 １００，０００円  

飯田市 未定 未定  ７月受付予定 

安曇野市 ３０，０００円 １２０，０００円   

松川村  １６０，０００円 予算８０件分 

松本市 ２５，０００円 １００，０００円 
６５万円/kW 
以下の設備  
蓄電池補助あり 

塩尻市 １５，０００円 ６０，０００円 
ＨＥＭＳ機器に対し
て１件１万円の 
補助あり 

茅野市 ３０，０００円 
市内業者 １００，０００円  

市外業者  ５０，０００円 

諏訪市 ３０，０００円 ９０，０００円 予算２００件分 

下諏訪町 ３０，０００円 １００，０００円  
５５万円/kW 
以下の設備 

岡谷市 １２，０００円 ４８，０００円  

木曽町 ３０，０００円 １５０，０００円   
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※ほとんどの市町村で、自らが居住する住宅が対象。唐木電設

の施工地域のみ掲載しております。 

※平成２６年度より国からの補助金は廃止されています。 

 

■補助金は実際いくらもらえる？ 

【例：南箕輪村に６．０kW システムを設置の場合】 

 南箕輪村より ３万円×６kW＝１８万円（上限１５万円） 

１５万円の補助金が交付されます。 

※ＨＥＭＳ対応のモニターを設置すれば、別途ＨＥＭＳ補助金  

（上限７万円）が交付されます。 

 

※補助金申請は唐木電設で代理申請します。 

 

【ポイント③ 電気の売り買い経済メリット】 

晴れた日の昼間は発電した電気を使うため、その分電気代が

節約できます。また、発電した電気のうち、家庭で使用せず余っ

た電力は中部電力に売却し、売電収入が入ります。 

住宅用の太陽光発電システムは蓄電機能をもたないのが一

般的です。 日射量の多い晴れた日には、太陽光発電システム

の発電量が家庭内での消費量を上回るため、余った電力は自動

的に電力会社へ売却します。 逆に、曇りや雨の日、朝夕や夜間

など、日射量が少なく、太陽光発電で家庭内の消費電力をまか

なえないときは、電力会社の電気を購入します。そのため、電気

の検針票は「購入した電力」と「売却した電力」の２枚が届くことに

なります。（相殺はされません） 
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【買った電気の検針票】 

 

 

【売った電気の検針票】 

 

太陽光発電を設置すると、２枚の検針票が届きます。 

 

■余剰電力買い取り制度（再生可能エネルギー固定買取制度） 

この制度は太陽光発電システムで作られた電力のうち、自宅で

使用せず余った電力を１kWh あたり３７円（平成２６年度）という単

価で電力会社が１０年間固定で買い取るという制度です。 

余った電力量→ 

売電収入（振り込まれる金額） 

※買取単価は平成 24 年度 42 円/kW 

家庭で使用した電力量→ 

電気代 

※再エネ発電促進賦課金とは 
電力会社が電力を購入する際に要した費用を、
すべてのお客様にご負担いただくものです。 
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 ２００９年１１月から始まっているこの制度のもとでは、自宅に太

陽光発電システムを導入する全ての人が、自宅で発電した電力

（余剰電力）を電力会社に売ることができます。その価格は住ん

でいる都道府県や市町村に関わり無く一定です。補助金と組み

合わせれば、１０年以内に設置費用の回収をすることも可能とみ

られています。 

この買取単価は、平成２２年度は４８円/ｋｗ、平成２３年度・ 

平成２４年度は４２円/ｋｗ、平成２５年度は３８円/ｋｗでした。平

成２６年度は１円引き下げの３７円/ｋｗが買取単価となります。

今後も単価は引き下げの予定で、制度が変わる可能性もあるの

で注意が必要です。 

 

 

【ポイント④ 電気が売れるしくみ】 

  電気は水と同様、高いところから低いところへ流れます。普段、

私たちは中部電力から電気を買って自家で消費します。この場

合、電柱（電線）の電圧が高く電圧の低い家庭へ送電されていま

す。逆に、自家発電した電力を電柱（電線）へ流す（逆潮流とい



⇒次頁へどうぞ - 13 - 

う）場合は家庭の電圧を電柱（電線）よりも高くして流します。 

これが売電の仕組みです。 

 
【電圧抑制とは】 

 上記のような電気の流れのしくみを踏まえ、『電圧抑制』という

言葉も覚えておいてください。電圧抑制とは、周りに太陽光発電

がついている家があるなど、配電線の電圧を高くする状況の場合、

配電線の電圧の方が家庭

の電圧より高くなってしま

うと逆潮流できなくなる状

況があります。これを電圧

抑制といいます。 

 もし頻繁に電圧抑制が発生する場合は、中部電力で対策を取

ってくれるのでご安心ください。 
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【ポイント⑤ 経済メリットシミュレーション】 

  太陽光発電システムを設置した場合に、どのような経済メリッ

トがあるのか、表やグラフを使ってわかりやすく解説したシミュレ

ーションを無料で作成いたします！！ 

 ソーラーローンをご利用の場合のシミュレーションの作成も可能

ですので資金計画に役立つ資料となるかと思います。 

※シミュレーションは将来を確約するものではございませんのでご

了承ください。 

【ポイント⑥ 増設について】 

すでに太陽光発電（１０ｋＷ未満・余剰配線）を設置している場

合、買取期間や買取価格はどうなるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年  22 年  23 年  ２４年  25 年  26 年  

A 様  

  B 様  
   

   平成 31 年     平成 45 年  平成 35 年     

7kW 設置  

7kW 
設置  

平成 24 年 7 月 1 日以降に 10kW 未満の設備を設置したお宅で、増設
して 10kW 以上になる場合は、買取価格はそのまま・買取期間が最初の
設置日より 20 年間になります。 

全量配線への変更はできません。 

平成 24 年 7 月 1 日以前に１０
kW 未満の設備を設置したお宅
で、増設して 10kW 以上になる
場合は、買取価格は最初に設
置した年度の買取価格が適用
されるため、24 円/kWh に下が
り、買取期間に変わりはあり
ません。 

全量配線への変更はできません。 

７／１  

4kW 
増設  

4kW 
増設  
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【ポイント⑦ 設置工事について】 

■施工技術の高さ 

太陽光発電システムの取付け方法には厳格なマニュアルがあ

り、規定どおりのやり方をしなければなりません。なぜなら、間違

った工法で施工すると雨漏りや、パネルの落下等のトラブルの原

因となり、そしてメーカー保証の対象外になってしまうからです。 

弊社ではメーカー実施の施工研修にて、すべての取り扱いメー

カー認定の販売ＩＤ・施工資格を取得しております。 

それ以外にも『日本ＰＶプランナー協会』会員であり定期的な

講習、技術研修やＰＶ施工技士

の資格研修なども受講しており、

確かな知識と最先端の技術を常

に取り入れておりますので安心し

てお任せ下さい。 

 

■安全第一  

太陽光発電を設置する業者の不幸な転落事故など、後を絶ち

ません。 弊社では、原則『足場』の設置をしております。 

作業する者の『安全』も軽視してはならないと考えております。 

■アフターフォロー 

弊社は、販売→施工→アフターフォロー（保守・点検）まで一貫

してすべての工程を自社の職人が施工しておりますので、もしも

故障などのトラブルが起こった時でも迅速に対応することができ

ます。お客様を「たらい回し」にすることはありません。 

設置１年後には無償でシステム点検・発電量のチェックを行わ

せていただきます。それ以後のメンテナンスは有償（２万円程度）

で行わせて頂きますが、埃やゴミ、落ち葉などが付着すると発電

量が落ちる事があり得ます。長く使う製品である事を考え４年に 1
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回程度はメンテナンスを行うのがよいでしょう。 

■設置工事費用のめやす 

気になるのが『いったいどのくらいの費用がかかるの？』という

ことですよね。太陽光発電は全てオーダーメイドの工事を伴う住

宅設備ですので、一概に金額を提示する事はできませんが、目

安としては１ｋｗあたりのシステム価格が３４万円～４２万円とお

考えください。４ｋｗシステムを設置するとしたら１３６万円～１６８

万円（税込・材工・足場込）が設置費用の目安です。 

メーカーや屋根材、建物の構造等によりますので必ず現地調

査の上お見積りをお取りください。できれば複数業者・複数メーカ

ーで比較するのがよろしいかと思います。 

弊社では、すべての工程を自社社員が施工する事により無駄

な中間マージンを省きお客様には『いいものを適正価格で』提供

することを心がけております。 

    
東芝 5.76kW システム 

      242 万円  

      約 34 万円  

平成２４年８月設置  

パナソニック 9.32kW ｼｽﾃﾑ 

      約 400 万円  

        33 万円  

平成２４年１１月設置   

ｿｰﾗｰﾌﾛﾝﾃｨｱ 4.35kW 

      約 200 万円  

        30 万円  

平成２４年４月設置    

京セラ 4.992kW ｼｽﾃﾑ 

      約 260 万円  

        31 万円  

平成２４年２月設置   
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唐木電設ｺｺが違う!! 
電気設備工事会社だからできる！こだわりの安心工事 

１．電線を保護する為にＰＦ管という保護管を使用しますが、通

常のＰＦ管（単層）は曲がり部分や直射日光が当たる部分が３年

ほどでボロボロになってきます｡弊社の電気工事ではＰＦ管は非

常に耐候性の強い２重の PFD 管（複層）を使用しています。 

こういった配管部材もお客様の大事な設備の一部です。弊社

では設置後の事もきちんと考えて材料の選定をしております。 

  

 

 

 

 

 

２．雨漏りの原因で、意外と見つけにくい厄介なのが屋根に打っ

たネジからの浸水です。 

屋根直付金具を使用したネジ止め部分には全てゴムアス系シ

ーリングで何重にも防水処理をしています。 

 

耐候性のない PFS 管（シングル） 耐候性の強い PFD 管（ダブル） 

※ゴムアス系シーリング＝非常に耐候性に優れているので劣化しにくい  
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また、屋根に穴を開けない工法も

ご提案できます。右の写真は屋根

に金具を挟み込み、穴を開けずに

施工する「キャッチ工法」の金具部

分です。トルクレンチを使用し、一

定の数値で確実に締め付けます

のでしっかり固定されます。 

 

３．屋根形状のバランスを考え、メーカー指定の安全基準を厳守

して施工しています。 

 

４．お客様と直接打合せした担当者が最終設計し、工事の全工

程を管理・監視していますのでお客様のご希望通り・打ち合わせ

通りの仕上がりになります。 

 

５．全て自社職人が施工していますので余計な経費がかからず、

お客様に『あんしん価格』でご提案できます。 

 ※足場設置業者は別業者です。ご了承ください。 

 

６．天井裏や壁の中や床下を使った配線で、できる限り屋内も屋

外も配線が目立たない工事を心がけています。 

下の写真は屋根や壁に合う色の配管をし、目立たないように

配慮して施工した例です。 
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７．パネル専用のリフトを使用しますのでお宅を傷つけません。 

    

 

８．屋根の上には上履きに履き替えて登ります。 

 作業終了後は屋根の清掃を実施。雨どいに溜まったゴミもお掃

除していますよ。現場は常に綺麗に整理整頓を心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 

９．簡易トイレ（※）を設置しています。お客様のお宅のトイレをお

借りすることはありません。 

※工事現場にあるような大きな仮設トイレを設置するのではありません 

 

１０．弊社は取扱いメーカーが豊富ですので幅広いご提案が可

能です。 すべてのメーカーの資格を弊社職人が取得しておりま

す。 また、弊社はメーカー特約店ではありませんので、特定のメ

ーカーのみを強くおすすめするという事はありません。お客様のご

要望や、予算、屋根の形状などをお聞きし、最適なプランを複数

ご提案させて頂きます。 



⇒次頁へどうぞ - 20 - 

 

 

   

       

１１．弊社は電気設備工事の会社です。職人全員が電気工事

士の資格を持ち、『丁寧で綺麗な仕事』をするよう常に心がけて

おります。見えない部分の配線や配管などの仕上がりも自信をも

っています！電気工事屋ならではの職人技です。 

 

 

主任技術者：宮澤豊和  
 
・第一種電気工事士  
・給水装置工事主任技術者  
・1 級電気工事施工管理技士  
・消防設備士甲４種  
・ＰＶ施工技術者（一般社団法人太陽光発電協会発行） 
・各メーカーの施工 ID 取得者  
 
「すぐやる」をモットーに丁寧な仕事を心掛けています  

 

１２．太陽光発電について勉強する勉

強会（無料）を毎月開催しております。

その場で商談するイベントではなく、自

身が太陽光発電の現状を勉強して頂き、

後悔のない設置ができるような勉強会

の場となっておりますので是非一度ご参加されることをお勧めし

ます。 

 これから設置する方向け、既に設置された方向け等、回により
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内容は異なります。開催日程はホームページに掲載しておりま

す。 

 

 
 

 

 

１３．弊社では設置１年後に無料点検を実施しています。電気

料金の検針票（買電・売電２枚）を拝見しまして導入効果の結果

と点検結果のご報告をしております。その後の定期点検は、４年

に１度を目安に有償にて承っております。（定期点検は法律上、

義務付けられておりませんので任意です。） 

 

定期点検 1 回 20,000 円 
※定期点検はお客様の任意で

す。4 年に 1 度を推奨。 

パネル 

コーティング 
1kW 18,000 円 

※10 年～15 年効果があります 

※ソーラーセルフメンテコートに

よるコーティング 

※洗浄のみのお取扱いはござ

いません 

※パネル表面の汚れ・油膜を

取ってからコーティングをします 

平成 26 年 3 月開催  設置者向け勉強会の様子  
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ｿｰﾗｰﾛｰﾝ利用でﾗｸﾗｸ設置 
 

金利優遇のソーラーローンをご利用頂けます。 

ローンの返済額を売電収入でやり繰りできるよう設定すれば、 

実質負担金が０円で太陽光発電システムを設置する事も可能で

す。下記の通帳は、太陽光発電専用に新規で作った実際の通帳

です。金利優遇のソーラーローンを利用して設置しました。 

返済金額は毎月 9,557 円で、売電による収入の方が上回って

いるので実際は、 

放っておいても設置費用の返済をしてくれています。  
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 ローンを組む事は抵抗があるかもしれませんが、きちんとシミュ

レーションをしておけば安心です。（具体的には月々の売電収入

がどのくらいになるかによって月々の返済額が負担が少なくなる

ようにシミュレーションします。） 

それぞれの屋根の形状、周りの状況、家族の生活パターン、

電化機器の導入状況、節約の度合い、電力会社との契約の内

容などによって条件が異なります。事前にきちんと『シミュレーショ

ン』をすることが大切です。 

『シミュレーション』では、自分の家の屋根にどのくらいの発電

量のパネルが乗るのか？予測発電量はどのくらいか？何年で設

備費の償却ができるのか？などがわかります。 

あらかじめ予測発電量や、売電金額のシミュレーションを致し

ますので、安心してご相談ください！！ 

 

※買取価格は年度ごとに異なり、ローンの金利は月ごとに変

動していますのでご注意ください。 

 

弊社ではオリコとセディナの２社の信販会社からご選択頂けま

す。お気軽にご相談下さい。（銀行等のご融資は斡旋しておりま

せんのでお客様ご自身でご計画下さい） 

 

 
【補足】 ※平成２２年度設置  ※売電の買取単価は４８円/kw ※ボーナス月に４万円加算しての

プラン ※年利 2.95％ ※単結晶モジュール４．２kw システム ※昼間は不在の為ほとんどが売電  

 

【金利の推移】 

平成２２年１０月  2.90％  平成２５年７月  2.65％  平成２５年１１月  2.8％ 

平成２６年３月   2.75％  平成２６年４月  2.70％ 

※金利は上がるときもありましたが全体的に見て３～４年前と比較すると下がってきています。  
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おひさま銀行に預金 

 

 資産運用の例を見てみると、近年ではとても低い金利なのであ

まり期待するほどの効果が得られないのが現状です。 

しかし、その資金を太陽光発電の設置に利用すれば、５年間

の発電量（電気料金換算）が約５０～７０万円になり、大きな効果

が期待できます。デフレの時代は、金融機関に預貯金するよりも

『屋根上のおひさま銀行』がお得です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その差は歴然！！ 

『屋根上おひさま貯金』 

がお得！ 
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光熱費は生涯ローン 
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実際はどうなの？！ 
 

弊社で施工したお客様の実際のデータをご紹介します。 

２件とも同メーカーの４．２ｋｗシステム搭載。平成２２年設置で

余剰電力の買取単価は１ｋｗあたり４８円です。 

表１のお客様は、年間約６万円支払っていた電気代が、

設置後は約１６万円の収入になりました。 

設置した事により電気代が２５％削減でき、約２０万円の売電

収入があったので、設置後１年で約２２万円の経済メリットが出た

という実績がでました。 

（表１）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁、表２のお客様は、年間約１７万円支払っていた電気代

が、設置後は約７万円の収入になりました。 

設置前の電気代が多いのにもかかわらず、設置した事により経

済メリット（前年比）が 1 年間で約２４万円出ています。 



⇒次頁へどうぞ - 27 - 

 

（表２）    

 

 

 

 

 
 

 発電量や売電収入額は、システムの容量、設置条件、ライフス

タイルでそれぞれ違いがありますが、ご紹介した２件のお客様の

場合、毎年約２２万円～２４万円の経済メリットがあることを考え

ると２００万円の設備投資がかかっても約１０年で回収でき、その

後は収入となるのです。 

（※買取単価は１０年固定で１１年目からは約半額程度に引下がる見込み） 

もちろん、個人レベルで環境への貢献もできます！！ 
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施工や保証の条件は当時の規則に沿っております。現在と異な

る場合がありますので、その点を踏まえてご覧ください。 

 

買取期間が２ ０ 年になってよかったです。   

１ ．お問合せ時（２０１３年９月） 

２０１３年に、ご自宅敷地内の蔵にパナソニック５．５９２ｋＷを弊

社施工で設置。その後訪販業者より「条件を満たしていれば、増

設すると買取期間が延長になる」と聞き、真偽の確認でお問い合

わせ頂いた辰野町Ｍ様からの依頼事項は下記の通りです。 

メリットの有無を確認し、メリットがある場合のみ提案して欲

しい。（中電などに確認し、メリットがあるため提案する旨を伝

える） 

蔵隣の倉庫の屋根を葺き替える予定、その屋根材に合う仕

様で提案して欲しい。 

メーカーの指定はないが、モジュール・パワーコンディショナ

ともに１０ｋＷ以上になり、費用対効果が最も高い＝価格を重

視したプランを提案して欲しい。 

三晃葺屋根の倉庫に設置できるのであれば、そちらも提案

して欲しい。 

 

２ ．現地調査～プランの設計  

２か所の倉庫の現状を確認。蔵隣の倉庫は、現在の屋根勾

配・葺き替え後の屋根寸法・屋根仕様を確認。三晃葺屋根の倉

庫は、午後に南隣の家屋の影がかかる事が判明。その影を考慮

実録!! お客様からの 

お問合せからプラン決定まで 

case 

1 
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すると、合計で１０ｋＷ以上にならない為、今回は提案しない事を

決定。 

蔵隣倉庫の屋根面積・屋根仕様から、東芝（サンパワー社製

モジュール）・パナソニックで設計を判断。弊社取扱いの他メーカ

ー製品だと、容量不足か保証に問題が生じる（シャープ・サンパ

ワー社製モジュール）ため、提案を断念。価格の面から、パナソニ

ック５．０４ｋＷ（２４０Ｗ×２１枚）を提案する。 

 

３ ．提案～ご契約まで 

 弊社と、もう１社から見積りを取られ、弊社プランに決定。契約

後、ＳＩＩ（環境共創イニシアチブ）変更認定手続き・中電への手続

きを開始。 

 屋根リフォーム業者に、太陽光発電システムの設置方法・架台

について確認を行い、２０１４年１月に工事完了。 

 

Ｍ様からいただいたご意見  

「一度工事をしてもらっているから安心できました。今季もパナソ

ニックにしようとは決めていませんでしたが、『発電量が高く、かつ

価格も比較的安い』事が決め手になりました。２０１４年４月から

の中電電気料金が値上げすることもあり、買取期間が２０年にな

って良かったです。」 

 

ポイント 増設で、増設後の容量が１０ｋＷ以上になる場合は、

買取期間の延長や、買取価格のメリットがあるケースがあり

ます。設置時期によっては、増設をお勧めしないこともあり

ますので、まずはご相談下さい。  
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屋根に穴を開けない施工方法に魅力を感じました。  

１ ．お問合せ時（２０１３年１０月） 

自宅に来た訪問販売業者から話を聞いたことで太陽光発電に

関心を持ち、インターネットからお問い合わせ頂いた岡谷市Ｎ様

からの依頼事項は下記の通りです。 

パワーコンディショナ１台のプランと、最大枚数設置の２プラ

ンを提出して欲しい。 

メーカーは、ソーラーフロンティアを必ず提案して欲しい。結

晶系モジュールでは、可能であればパナソニックを希望。 

家屋の図面はすぐ用意できないので、現地調査を先に行っ

てほしい。 

 

２ ．現地調査～プランの設計  

屋根のサイズを測定、図面をお借りしてプランを設計。矩計図

（屋根の断面図）から「通常施工が難しいのではないか」という懸

念が生じる。Ｎ様に懸念事項を伝え、家屋施工業者に確認して

頂くとともに、ソーラーフロンティア・パナソニック等各メーカーに確

認した結果、家屋施工業者・メーカーの双方より「通常施工が難

しい」と案内あり。屋根材（金属横葺）から、「屋根に穴を開けない

キャッチ工法」での施工を提案。ソーラーフロンティアは、キャッチ

工法の場合新築時か屋根葺き替えが保証適用の条件のため、

提案を見合わせる。その結果、パナソニック６．０ｋＷ（240Ｗ×２５

枚）と８．６４ｋＷ（240Ｗ×３６枚）の２プランを設計。 

 

３ ．提案～ご契約まで 

弊社以外でもお見積りを取られたが、「屋根に穴を開けない施

工方法」に魅力を感じ、弊社に絞られる。 

case 

2 
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「雪止めを活かしたい」「システム容量と金額を考慮」の結果、

中間の７．２ｋＷ（240Ｗ×３０枚）のお見積りをご希望。ご家族と

再度ご検討いただき、このプランに決定。 

 

Ｎ様からいただいたご意見  

「自分でも『うちの屋根に穴を開けたらまずいかな』と思っていた

から、唐木電設の提案はすんなり受け入れられました。業者によ

って提案・意見が違うから戸惑いました。」 

 

ポイント 設置する場所、面積、屋根材等により適したメーカ

ーは異なります。特定のメーカーの製品が全てにおいて万全

とは限りません。私たち専門家のアドバイスを参考に、最適

なプランを策定しましょう。 

 

屋根裏まで確認したのは唐木電設だけでした。 

１ ．お問合せ時（２０１３年１２月） 

複数の業者から見積りを取っていたが、インターネットでお問い

合わせ頂いた飯田市Ｓ様からの依頼事項は下記の通りです。 

メーカーはシャープ（サンパワー社製モジュール）を含めて２

社程度を希望。 

取り急ぎ図面を利用して、２面設置で設計して欲しい。 

 

２ ．現地調査～プランの設計  

図面を基に、３プランを提案。弊社の価格をご確認いただき、

現地調査を行う。１面が「面積が狭い」「勾配が緩い」「午前中は

影がかかる」ため、設置に不向きであることが判明。１面のみ設

置するプランを再度設計。 

シャープ（サンパワー社製モジュール）６．１２５ｋＷ（245Ｗ×２５

case 

3 
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枚）とパナソニック６．０ｋＷ（240Ｗ×２５枚）を設計・提案する。 

現地調査後、信販会社の「ソーラーローン」の支払金額シミュ

レーションを依頼される。 

 

3．提案～ご契約まで 

システムの費用は高額だが、「システム容量が若干多い」「パ

ワーコンディショナ等が１５年保証の対象」という点で、シャープの

プランに決定。ＷＥＢモニタリングサービスの利用も併せて決定す

る。支払方法については、ローン支払金額と経済効果のシミュレ

ーションを基に検討し、一括払いに決定。 

 

Ｓ様からいただいたご意見  

「現地調査で『屋根裏を確認したい』と提案されたのは、唐木電

設だけでした。あと、多い枚数で提案する業者が多いが、『ここに

設置してもあまり意味がない』という提案にも驚きました。施工を

自社でやる（足場設置は除く）から、有事の際にも素早く対応して

もらえると思ったことも、依頼の理由です。」 

 

ポイント 図面だけ利用して作成した場合、実際の構造と異な

る場合があります。可能な限り、現地調査を行い屋根裏も確

認します。 

 設置しない方が良い場合は、お断りする場合もあります。

すべてお客様の立場でのご提案です。  
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お客様の貴重なご感想です 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
■設置したきっかけは？  



⇒次頁へどうぞ - 34 - 

 

  

 

 

 

 



⇒次頁へどうぞ - 35 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⇒次頁へどうぞ - 36 - 

 

 

 



⇒次頁へどうぞ - 37 - 

 

 
 

 



⇒次頁へどうぞ - 38 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



⇒次頁へどうぞ - 39 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⇒次頁へどうぞ - 40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⇒次頁へどうぞ - 41 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⇒次頁へどうぞ - 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⇒次頁へどうぞ - 43 - 

 

 

設置のきっかけは、既に設置済

みの友人から売電の話を聞いたこ

とで興味を持ったことです。 

設置後は、よく天気予報を見る

ようになりました。「晴れの日は小

銭の音が聞こえてきます！」 売電

の検針票を見て、なんにもしていな

いのにそんなに売れちゃうの？と大変満足しています。 

節電の意識も高まりました。 

 
※売電単価は１ｋＷあたり４２円  

 

 

 

 

伊那市 A 様 パナソニック 5.59kW システム 
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新築と同時に設置しました。最初

に売電収入が２万円近くも振り込

まれ、とても嬉しかったです。自宅

で創った電気が売れるなんてすご

いですね。大満足です！節電意識

も高まり、気にして電気をこまめに

消すようになりました。今後の売電

収入も楽しみにしています。また、友人同士での話題も増えたと

思います。 

 買った電気 売った電気 実質電気代 

２０１２年１月 5,444 円 19,992 円 －14,548 円 

２月 7,927 円 13,356 円 －5,429 円 

３月 7,232 円 20,664 円 －13,432 円 

４月 6,330 円 15,246 円 －8,916 円 

５月 4,718 円 18,270 円 －13,552 円 

６月 4,413 円 18,648 円 －14,235 円 

７月 4,233 円 16,002 円 －11,769 円 

８月 4,212 円 17,724 円 －13,512 円 

９月 4,563 円 20,664 円 －16,101 円 

１０月 4,230 円 18,102 円 －13,872 円 

合計 53,302 円 178,668 円 －125,366 円 

１０か月平均 5,330 円 17,867 円 －12,537 円 

※売電単価は１ｋＷあたり４２円  

 

 

自宅に訪問販売があり、初めて太陽光発電に興味をもちまし

た。雨漏りなどの心配もありましたが、唐木電設のホームページ

箕輪町 T 様 サニックス（現代重工業）4.389kW システム 

伊那市 I 様 サニックス（LS 産電）3.76kW システム 
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に施工事例が沢山あるのを見て、

実績があり安心して依頼できる

会社だと感じました。 

また、見積金額も安く、複数メ

ーカーのご提案を頂き、比較する

ことができました。設置してみて、

モニターで使用電力量を見ること

ができるので、あちこち電気を消すようになりました。 

天気が悪いと発電量が気になって、頻繁にモニターを覗き込ん

でしまいます。 

設置前と比べると電気代も減ったので本当に設置して良かっ

たです。できれば家中の照明を LED に取り替えてもっと節電した

いと思っています。 

 買った電気 売った電気 実質電気代 

２０１１年３月 9,257 円 12,864 円 －3,607 円 

４月 8,160 円 18,672 円 －10,512 円 

５月 7,751 円 16,176 円 －8,425 円 

６月 6,109 円 11,952 円 －5,843 円 

７月 6,253 円 17,328 円 －11,075 円 

８月 5,983 円 15,600 円 －9,617 円 

９月 6,864 円 14,448 円 －7,584 円 

１０月 7,619 円 15,408 円 －7,789 円 

１１月 8,316 円 11,088 円 －2,772 円 

１２月 11,514 円 9,216 円 2,298 円 

２０１２年１月 14,969 円 10,800 円 4,169 円 

２月 12,810 円 10,176 円 2,634 円 

合計 105,605 円 163,728 円 －58,123 円 

１０か月平均 8,800 円 13,644 円 －4,844 円 

※売電単価は１ｋＷあたり４８円  
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 システムの設置費用は掛かるけれど、発電して売電すること

により著しく支払いが増えることがないとわかり設置を決めました。

説明を受ける前は毎月の支払いが大変なのでは？と思っていま

した。「無理な我慢ではなく、できる我慢で節電ができるようになっ

た。売電も予想以上にあり、初めての検針票を見た時こんなに売

れるのかと驚きました。 

 

 

 

 

 

 

 

伊那市 Ｔ様 パナソニック 4.6kW システム 
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※弊社お客様のアンケートより 
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住宅以外の施工実績 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南箕輪村中部保育園 １９．２４ｋｗシステム 

 

 

 

 

 

 

  南箕輪村南部小学校      南箕輪村西部保育園  

 

 

 

 

 

 

 

  南箕輪村老人ホーム 
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 ★★★増えてます！空いている土地を有効活用した施工例  
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集合住宅 

 

 

工場  

 

 

おかげさまで、「２０１４年までに設置容量が累計１メガワットを超

えることを目指します。」という私たちのビジョンは、２０１２年に達

成させていただきました。新しいビジョンは「２０１４年末までに３メ

ガワットを超えることを目指します。」です。 
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太陽光発電Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ１ 契約後、発電を開始するまでの期間はどれくらい？？ 

Ａ1 経済産業省へ設備認定許可を得るのに１週間程度、補

助金申請のための着工可能日や、中電への申込み、材料の在

庫状況などを考慮しますと、契約より約１ヶ月～2 か月で設

置をし、売電を開始します。 

 

Ｑ2 屋内工事もあるって聞いたけど家具の移動も必要？？ 

Ａ2 屋内の工事は配線が主ですので家具の移動はありませ

ん。ただし、隠ぺい配線ですので屋根裏や洗面所などに入ら

せて頂きます。 

 

Ｑ3 工事の期間ってどのくらい？？ 

Ａ3 工事は１～３日ほどで終わります。 

 

Ｑ4 発電した電気は貯めておけますか？？ 

Ａ4 残念ながら電気をためる昨日はありません。平成２６

年度は蓄電池導入の補助金がもらえるので、かしこく活用す

ればご提案も可能です。現状はまだまだ高価なため一般家庭

での導入は少なく、介護施設や小規模商業施設などで、どう

しても停電すると困るという方が導入されているようです。 

 

Ｑ5 停電したら電気は使えないの？？ 

Ａ5 パワーコンディショナに非常電源用のコンセントの差

し込み口がついています。ここから１５００Ｗまででしたら

停電時も電気が使えます。ただし電力会社からの安定した供
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給ではないので使える電力は変動します。 

 

Ｑ６ 季節によって発電量って変わるの？？ 

Ａ６ 日照時間の長さや気温等によって左右されます。梅雨

の時期には発電量も落ちます。また、熱による損失もありま

すので、一概に真夏が良いとも言えません。ちなみに長野県

は太陽光発電に非常に向いている地域と言われています。設

置数が全国で１０位です。（JPEC 受付件数 H26/1 月データ） 

 

Ｑ7 保証について教えて下さい 

Ａ7 ほとんどのメーカーが、システム構成機器の１０年～

２０年間の無償修理をしてくれます。弊社の施工が起因で雨

漏り、パネル落下等起きてしまった場合には弊社独自で損害

保険に加入しております。（お客様を保証するものではあり

ません） 

 

Ｑ8 どうしてこんなに低価格なのですか？？ 

Ａ8 低価格ではなく適正価格と考えております。弊社では

システムの販売・設計・施工・メンテナンスを一貫して自社

職人が施工しておりますので、中間マージンがない分、お客

さまにとって『あんしん価格』でご提案できるのです。 

 

Ｑ9 雪が積もったら落ちてきて危険はありませんか？ 

Ａ9 傾斜屋根のほとんどに「雪止め」が設置されています

が、太陽電池と雪止めの距離が狭いと雪止めの効果が低くな

り落雪の危険が増します。サンルーフやカーポートがあると

破損の原因になるので注意が必要です。太陽電池と雪止めの

スペースが取れない場合は、金属製の「雪止めネット」を設

置するなどの対処をし、落雪を遅らせることができます。  
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太陽光発電システム 

７つの導入メリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、電気代の総支出額を減らす事ができる 

2、今後の毎月の光熱費を大幅に減らす事ができる  

3、エネルギーの自給自足が可能場合によっては収益も期待できる  

4、毎月の売電収入、発電量チェックの楽しみ 

5、原発や火力発電に頼らない生活 

6、地球温暖化防止に個人レベルで貢献できる 

7、太陽のありがたみを実感し心が豊かになり充実感のある生活  

※長野県は全国的に見ても 

日射量のとても良い恵まれた地域です。 
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私たちがお手伝いします！ 

  

太陽光発電システム設置工事

には私たちが伺います！！  

みんな電気設備工事のプロ

です。私たちがお客様の 

エコライフのお手伝いをさ

せていただきます！ 

どうぞ宜しくお願いします！！  

宮澤 豊和 

岡田 悠 

原田 智宏 

唐木 剛 

北澤 秀輝 

唐木 純子 

松村 直樹 

酒井 洋治 

※実際の太陽光工事に関わる社員をご紹介しています。  

市ノ羽 靖樹 

中島 禎浩 

大槻 隼人 
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代表 取 締役  唐木 育子 

取締役常務  唐木 敏彰 

本 社 所 在 〒399-4511 

長野県上伊那郡南箕輪村５９０６－２  

飯田事務所  〒395-0813 

長野県飯田市毛賀１６３１－８  

創    業 昭和４８年 建設業許可：長野県(般)111558 

従  業  員 １6 人（平成２６年 4 月） 

業 務 内 容 電気設備工事、消防設備工事・通信設備工事 

太陽光発電 販売・設計・施工・保守  

オール電化工事・エアコン工事・アンテナ工事  

換気設備工事 中部電力引込工事委託店  
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こんな事でお困り 

ではありませんか？？  

【発 行】 

(有)唐木電設 

２０１４・４ 


