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株式会社たけのうち電器

【本社】
沼田市上原町1756-381

【県内の主たる事業所】
同上

0278-23-8111

・年次点検・臨時点検（台風・豪雨・豪雪時による）
・緊急点検（遠隔監視システム「発モニ」からの故障通知等）
・発電事業者義務の事業報告申請、法・制度変更時の案内
・別途オプションとして、パネル洗浄・除草作業

・各種専門機器の導入（ドローン・熱線カメラ・IV測定器等）
・自社による検査機器の開発
・遠隔監視システム（自社開発「発モニ」）による詳細データの
取得・集計・過去データ比較・周辺データとの比較

http://www.takeden.com

株式会社スリーアローズ

【本社】
太田市大原町1843-7

【県内の主たる事業所】
同上

0120-69-6963

・群馬県内の住宅用太陽光発電、産業用太陽光発電設備を対
象
・遠隔監視による見守り、駆けつけ緊急時対応、定期点検、草
刈り作業、太陽光パネル洗浄、発電低下調査など

・（一社）太陽光発電協会が主催する技術講習会などを受講
・３ヶ月ごとの社内研修の実施

http://yyy.co.jp

サンセイ電設株式会社

【本社】
高崎市和田多中町11-44

【県内の主たる事業所】
同上

027-323-2290
・出力10ｋW以上から500ｋW未満までの太陽光発電設備が対象
・年２回の定期点検
・パネル洗浄、除草作業

・２ヶ月ごとの社内研修の実施 http://www.sansey.jp

株式会社グリーンシステ
ムコーポレーション

【本社】
栃木県宇都宮市鶴田町
1435-1

【県内の主たる事業所】
高崎市矢中町24-8

027-388-8471
（事業所）

・太陽光電池モジュールの汚れ、変形、破損等の確認
・架台の変形、損傷、ボルト類の緩みの確認
・ケーブルの断線確認
・パワーコンディショナーの外装、フィルターの確認
・発電所場内の雑草及び不法投棄の確認
・フェンスの破損等の確認
・IVカーブトレーサーによる検査
・開放電圧、ストリング抵抗検査

・定期的な社内研修の実施
・精度向上を目的とした実施内容の見直し会議
・社員への技能免許取得支援
・社外開催の関連セミナー参加

http://www.green-system.jp/

東芝ITサービス株式会
社

【本社】
神奈川県川崎市川崎区日
進町1-53

【県内の主たる事業所】
高崎市あら町167　高崎第一
生命ビル

03-6756-5115
（問合せ窓口）

・低圧太陽光発電所の監視装置により上がってきた異常値を
東芝ITサービスのリモート監視センターにて２４時間３６５日監
視し、異常があった場合、必要に応じ発電所の事業者に代わっ
て現地へ駆けつけ、一次対応を行う。
・発電所へ訪問し、定期点検の実施と、その結果レポートを発
行する。

・人材開発センタでの机上研修の実施
・発電所（現場）での実地によるトレーニング
・東芝メガソーラーで培ったO&Mノウハウの展開

http://www.it-serve.co.jp

株式会社ダイイチテクノ

【本社】
太田市南矢島町462

【県内の主たる事業所】
太田市末広町547-5

0276-38-0715
（本社）

・出力10kW以上、50kW未満（低圧）の産業用太陽光を対象と
し、当社メンテナンス点検表に基づき行う。
・発電事業者のニーズに合わせて、遠隔監視装置の取付け
や、パネル洗浄、除草作業などを行う。

・実施内容や新しい技術導入の検討会議 http://www.daiichitec.com/
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株式会社バックアップシ
ステム

【本社】
高崎市大沢町227-1

【県内の主たる事業所】
同上

027-395-4281

・出力10kW以上50ｋW未満の低圧、及び50kW以上2,000ｋW未
満の高圧の太陽光発電所の保守点検及び保安管理業務を行
う。
・専門技術者による定期点検やIV測定、ドローンによる赤外線
検査、遠隔監視による監視サービスと駆け付け対応のほか、
パネル洗浄や除草作業を行う。

・第一種電気工事士２名従事
・太陽光発電安全保安協会認定の太陽光発電メンテナンス技
士４名従事
・２ヶ月ごとに専門技術者による社内研修を実施

http://gunma-sms.com/

有限会社パワーでんきカ
ンパニー

【本社】
高崎市中尾町1299-1

【県内の主たる事業所】
同上

027-370-6895

・住宅用（10kW未満）から事業用（出力10kW以上）の太陽光発
電設備が対象
・年１回の定期点検やモニタリングシステムのアラート通知に伴
う駆けつけ対応の他、モジュール洗浄や除草作業も行う。
・フェンス未設置の発電所はフェンスの設置等も行う。

・各メーカー実施の施工研修の他、保守メンテナンス研修等受
講
・３ヶ月ごとの社内研修の実施

http://power-denki.com/

有限会社福田電気工事

【本社】
太田市藪塚町2713

【県内の主たる事業所】
同上

0277-78-2966
・除草作業
・パネルの保守点検
・パワコンの保守点検

・２ヶ月ごとの社内研修の実施
・(一社)太陽光発電協会の保守点検セミナーを受講

株式会社エネテク

【本社】
愛知県小牧市大字間々27-
1

【県内の主たる事業所】
藤岡市藤岡935　レジデンス
セシモ303号室

0120-920-137
（本社）

・住宅用から産業用の全ての太陽光発電設備が対象
・年１回以上の定期点検と遠隔監視による駆けつけ対応、洗浄
や除草作業を行う。また、EL検査装置、ドローンなどの機器を
導入して不具合診断を行う。
・(一財)電気安全環境研究所のガイドライン及び(一社)太陽光
発電協会のガイドラインに沿った点検を行う。

・第二種電気工事主任技術者、第一種電気工事士、高圧・特別
高圧電気取扱者が在籍
・太陽光発電の検査技術向上と商品開発・技術提案のために、
そらゆめテクニカルセンターを開設し、培った技術を検査に活
用
・(一財)電気安全環境研究所のJET PV O&M認定事業の保守
点検業者として登録、(独)産業技術総合研究所の保守点検セミ
ナーを受講、(一社)太陽光発電検査協会の中部支部長に選任

http://solarpat.com/

クシダ工業株式会社

【本社】
高崎市貝沢町甲965

【県内の主たる事業所】
同上

027-362-1234

・出力10ｋW以上（低圧）から2000ｋW未満（高圧）の太陽光発電
設備が対象
・年１回以上の定期点検及び駆けつけ対応
・パネル清掃及び除草作業（見積別途）

・太陽光パネル、パワコンメーカーのセミナー等を受講
・半年ごとの社内研修の実施

https://kushida.co.jp

株式会社電源群馬

【本社】
高崎市江木町1626-1

【県内の主たる事業所】
同上

027-381-5791

・出力10ｋW以上から50ｋW未満（低圧）の太陽光発電設備が対
象
・計測器による機器の点検、不具合の特定
・低圧、高圧発電所のパネル洗浄、除草作業、除雪作業を行
う。

・太陽光パネル、パワコンメーカーのセミナー等を受講
・自社発電所の保守点検、電気主任技術者との不具合事例等
の情報交換で得た知見を現場に反映

http://dengen-gunma.jp/
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門倉テクノ株式会社

【本社】
前橋市上小出町3-1-5

【県内の主たる事業所】
同上

027-210-1022

・出力10ｋW以上（低圧）から2000ｋW未満（高圧）の太陽光発電
設備が対象
・保安規程で定められた定期点検業務を実施
・特別点検として太陽光パネルの劣化診断を実施
・その他、必要に応じて除草作業、フェンスの修理

・国内外の太陽光パネル情報を入手し、勉強会を実施
・計測器メーカーの操作勉強会に参加
・保守点検習熟を目的とした年２回の社内研修を実施
・第二種電気主任技術者在籍

http://www.kadokuratech.co.jp/

GreenTop株式会社

【本社】
北群馬郡吉岡町上野田
942-2

【県内の主たる事業所】
北群馬郡榛東村新井2566-
1

027-310-4554
（事業所）

・出力10ｋW以上（低圧）から2000ｋW以上（特高）の太陽光発電
設備が対象
・年１回の目視点検と電気設備の測定
・駆けつけ業務、駆けつけ後の是正工事
・除草作業、フェンス工事

・(一社)日本配電制御システム工業会のメンテナンス講習会を
受講
・１ヶ月ごとの社内研修、実技講習を実施

http://www.green-top.co.jp/

有限会社三友電設

【本社】
利根郡みなかみ町上津905

【県内の主たる事業所】
同上

0278-62-3610

・出力10ｋW以上（低圧）からメガソーラー案件を対象
・年１回の定期点検
・I-Vカーブトレーサーを用いた性能調査
・純水を用いたパネル洗浄、防草対策

・経産省や群馬県主催の保守点検に係る研修会に参加
・I-Vカーブトレーサーの測定技術向上のため、メーカーで行う
実技講習に参加

http://sanyudensetsu.com/

株式会社サンジュニア

【本社】
長野県須坂市須坂1595-1

【県内の主たる事業所】
高崎市吉井町塩1297-1

027-387-1212
（事業所）

・１年ごとの定期点検（設置状況、発電量の確認）
・４年ごとの詳細点検（定期点検とあわせて、測定機器を用いた
詳細な点検）
・遠隔監視システムによる発電状況の確認（20ｋW以上の設備
が対象）
・不具合発生時の診断対応

・年２回以上、社内で座学・実技研修を実施
・国内メーカーの施工IDを取得、更新時の研修を受講
・(一社)太陽光発電協会のPV施工技術者研修を受講

http://www.sunjunior.co.jp

萩原工業株式会社

【本社】
前橋市高井町1-35-45

【県内の主たる事業所】
同上

027-289-3040

・出力50ｋWほどの低圧太陽光発電設備からメガソーラー案件
を対象
・月次点検（月１回）、年次精密点検（年１回）を行い、点検報告
書を提出
・専門オペレーターによる遠隔監視（24時間365日）
・トラブル発生時の駆けつけ対応
・パネル洗浄、除草作業（年２回）

・(一社)太陽光発電協会等の保守点検セミナーを受講
・１ヶ月ごとの社内技術研修を実施
・太陽光発電設備に関わるメーカー主催のセミナーに参加し、
新しい技術や製品の情報を収集

http://www.hagiwara-co.jp

リコージャパン株式会社

【本社】
東京都港区芝3-8-2

【県内の主たる事業所】
前橋市元総社町527-3

027-251-1023
（事業所）

・専門オペレーターによる遠隔監視（24時間365日）
・定期的な発電量モニタリング、定期レポートの提出
・異常時の駆けつけ対応、簡易復旧作業、保守報告書の提出
・定期点検（目視点検、I-Vカーブ測定、絶縁抵抗測定、赤外線
サーモグラフィなど）
・除草作業、パネル清掃作業
・群馬県内拠点５ヶ所

・太陽光パネル、パワコンメーカーのセミナー等を受講
・太陽光発電の保守点検に係る社内研修プログラムを実施
・社内の情報検索システムによる技術情報の共有

http://www.ricoh.co.jp
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株式会社ソーラーエコ

【本社】
前橋市紅雲町2-6-10

【県内の主たる事業所】
同上

027-221-4811

・定期点検（年１回）
・目視巡回（年４回）
・遠隔監視装置による保守
・緊急駆けつけ対応
・パネル洗浄
・雑草対策と草刈作業

・年４回、技術向上のための社内ミーティングを実施 http://solareco-g.com

群馬太陽光管理株式会
社

【本社】
高崎市鶴見町14-11-1F

【県内の主たる事業所】
同上

027-341-6670

・年次点検
・緊急駆けつけ
・IVカーブ測定・セルラインチェッカーによる断線の発見
・パネルやパワコンの修理、交換
・パネル洗浄、除草作業
・フェンス、標識の設置
・発電所内の地盤沈下や架台のゆがみ等の修理

・太陽光パネル、パワコンメーカー等の研修に参加
・（一社）太陽光発電安全保安協会の研修を受講（メンテナンス
技士３名）

https://g-solar.jp/

ナレッジ株式会社

【本社】
伊勢崎市上田町165-31

【県内の主たる事業所】
同上

090-4011-7111

・低圧/高圧設備全般が対象
・定期点検
・敷地管理（除草、清掃）
・駆けつけ対応
・パネル洗浄
・遠隔監視など

・（一社）太陽光発電協会の保守点検セミナーなどの受講
・メーカーからの情報収集、同業他社との情報交換

https://narejji-kk.co.jp/

株式会社エネフィックス

【本社】
高崎市箕郷町下芝466-7

【県内の主たる事業所】
同上

027-393-6726

・出力10ｋW以上（低圧）から2000ｋW以上（特高）の太陽光発電
設備が対象
・太陽光発電設備の保守点検（定期点検、パネル洗浄、除草な
ど）から電気主任技術者による法定点検まで、セットになったメ
ンテナンスプランを提案

・行政やメーカー主催のセミナーに参加
・毎週１回、自社管理発電所や建設中発電所などで起こった不
具合等を検証し、対策する為のミーティングを開催
・各電気工事士や各電気主任技術者等の資格取得を推奨

http://enefix.jp/index.html

株式会社ディール・ア
ディクト

【本社】
高崎市緑町2-14-4 M'sビル
１F

【県内の主たる事業所】
同上

027-329-6019

・低圧～特別高圧の太陽光発電設備が対象
・年１～２回の定期点検
・遠隔監視による駆けつけ対応
・IVカーブ測定
・パネル洗浄
・除草作業

・（一社）太陽光発電安全保安協会の太陽光発電メンテナンス
技士資格を取得
・(株)グルディオ主催の現場品質向上研修を受講

http://www.deal-addict.link/

一電機株式会社

【本社】
東京都新宿区榎町78-1

【県内の主たる事業所】
邑楽郡大泉町中央1-2-19

0276-62-9761

・年次基本点検（次の内容について目視及び清掃、測定試験な
ど）
モジュールパネル・表面、裏面、フレーム・架台、パワーコンディ
ショナー、電気メーター・ブレーカー、絶縁抵抗測定、外周フェン
ス、施錠確認
・遠方監視設備（システム）
・オプションにて、ＩＶカーブ測定、緊急対応など

・群馬県で開催した太陽光発電事業における適正な設計・施
工、保守点検研修会に参加
・メーカー及び電気主任技術者による自社の勉強会により新し
い製品知識の習得や技術の向上を図っている

https://hajimedenki.co.jp/
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株式会社エコ・サポート

【本社】
高崎市小八木町59-2

【県内の主たる事業所】
同上

027-393-6627
・出力10kW以上500kW未満の太陽光発電設備が対象
・計測器による点検・不具合の特定、パネル洗浄、除草作業

自社発電所の保守点検、電気主任技術者との不具合事例等
の情報交換で得た知識を現場に反映


