
9 設置建物 株式会社Ｙセンター都留支店事務所

設置場所 都留市

発電出力 48.9 kW

太陽電池の合計出力 52.0 kW

運転開始日 2018年6月23日

1 設置建物 株式会社Ｋ 10 設置建物 株式会社Ｙセンター都留支店倉庫

設置場所 笛吹市 設置場所 都留市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 85.9 kW 太陽電池の合計出力 99.0 kW

運転開始日 2017年8月30日 運転開始日 2018年7月25日

2 設置建物 ほうとう蔵Ｆ店 11 設置建物 Ｒワイナリー

設置場所 山梨市 設置場所 笛吹市

発電出力 19.8 kW 発電出力 38.2 kW

太陽電池の合計出力 31.8 kW 太陽電池の合計出力 64.4 kW

運転開始日 2017年7月28日 運転開始日 2018年11月9日

3 設置建物 Ｋ写真スタジオ 12 設置建物 Aホームズ旧広瀬水道

設置場所 山梨市 設置場所 甲州市

発電出力 11.0 kW 発電出力 20.4 kW

太陽電池の合計出力 16.4 kW 太陽電池の合計出力 20.9 kW

運転開始日 2017年8月4日 運転開始日 2018年10月22日

4 設置建物 手打ち蕎麦Ｈ 13 設置建物 Ｈ福祉

設置場所 山梨市 設置場所 アルプス市

発電出力 17.8 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 28.9 kW 太陽電池の合計出力 121.0 kW

運転開始日 2019年4月12日 運転開始日 2019年1月15日

5 設置建物 有限会社Ｋ加工販売第二工場 14 設置建物 株式会社Ｕカーサービス

設置場所 山梨市 設置場所 南都留郡

発電出力 37.4 kW 発電出力 37.4 kW

太陽電池の合計出力 39.3 kW 太陽電池の合計出力 39.6 kW

運転開始日 2018年5月19日 運転開始日 2019年2月18日

6 設置建物 有限会社Ａ．Ｈ木材センター 15 設置建物 株式会社Ｄ．Ｋ工業所

設置場所 山梨市 設置場所 南都留郡

発電出力 49.5 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 79.2 kW 太陽電池の合計出力 121.2 kW

運転開始日 2018年6月7日 運転開始日 2019年1月26日

7 設置建物 株式会社Ｙセンター甲府支店倉庫 16 設置建物 Ｍ．Ｋ株式会社第二工場

設置場所 甲府市 設置場所 富士吉田市

発電出力 49.5 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 99.0 kW 太陽電池の合計出力 121.2 kW

運転開始日 2018年5月26日 運転開始日 2019年3月25日

8 設置建物 株式会社Ｙセンター忍野支店 17 設置建物 Ｍ．Ｋ株式会社第一工場

設置場所 南都留郡 設置場所 富士吉田市

発電出力 49.5 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 99.0 kW 太陽電池の合計出力 105.1 kW

運転開始日 2018年6月2日 運転開始日 2019年3月25日

太 陽 光 発 電 所 の 運 営 管 理 状 況

太陽光発電所運営管理：207件/含む売電準備中/除く工事中
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18 設置建物 Ｍ．Ｋ株式会社事務所棟 27 設置建物 Ｙ.Ｈ韮崎店

設置場所 山梨県富士吉田市松山 設置場所 韮崎市

発電出力 48.4 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 105.5 kW 太陽電池の合計出力 130.2 kW

運転開始日 2019年3月25日 運転開始日 2019年5月20日

19 設置建物 株式会社ＫＤ工業 28 設置建物 Ｓ様倉庫

設置場所 南都留郡 設置場所 都留市

発電出力 48.4 kW 発電出力 16.5 kW

太陽電池の合計出力 105.1 kW 太陽電池の合計出力 17.8 kW

運転開始日 2019年2月18日 運転開始日 2019年6月6日

20 設置建物 スパーＯ Ｇ様 29 設置建物 Ｕ.Ｇ山梨中央店

設置場所 南都留郡 設置場所 中央市

発電出力 49.5 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 79.2 kW 太陽電池の合計出力 130.2 kW

運転開始日 2019年3月11日 運転開始日 2019年4月16日

21 設置建物 Ｓ．Ｓビル 30 設置建物 有限会社Ａ・Ｍ・Ｊ

設置場所 南アルプス市 設置場所 南都留郡

発電出力 49.5 kW 発電出力 32.5 kW

太陽電池の合計出力 65.7 kW 太陽電池の合計出力 35.9 kW

運転開始日 2019年3月22日 運転開始日 2019年3月30日

22 設置建物 有限会社ＫＢ 31 設置建物 Ｈ様住宅倉庫

設置場所 笛吹市 設置場所 大月市

発電出力 37.4 kW 発電出力 16.5 kW

太陽電池の合計出力 38.5 kW 太陽電池の合計出力 19.6 kW

運転開始日 2019年1月31日 運転開始日 2019年3月16日

23 設置建物 Ｒ警備株式会社　本社 32 設置建物 Ｈ酒店

設置場所 甲府市 設置場所 大月市

発電出力 11.0 kW 発電出力 27.7 kW

太陽電池の合計出力 15.2 kW 太陽電池の合計出力 30.3 kW

運転開始日 2019年8月30日 運転開始日 2019年4月20日

24 設置建物 株式会社Ｋ庭園 33 設置建物 Ｓ様作業所

設置場所 南都留郡 設置場所 都留市

発電出力 33.0 kW 発電出力 11.0 kW

太陽電池の合計出力 37.0 kW 太陽電池の合計出力 11.5 kW

運転開始日 2019年5月25日 運転開始日 2019年3月1日

25 設置建物 Ｃハイツ 34 設置建物 Ｗ．Ｌヴィラ河口湖

設置場所 甲斐市 設置場所 富士吉田市

発電出力 40.8 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 41.8 kW 太陽電池の合計出力 75.5 kW

運転開始日 2019年9月20日 運転開始日 2019年3月30日

26 設置建物 Ａハイム 35 設置建物 Ｍ.Ｋ工業株式会社

設置場所 甲州市 設置場所 南都留郡

発電出力 23.4 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 24.4 kW 太陽電池の合計出力 129.5 kW

運転開始日 2019年11月15日 運転開始日 2019年5月25日
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36 設置建物 メゾン・ド・ＭⅠ 45 設置建物 Ｍ舗道(興業)株式会社双葉プラント工場

設置場所 富士吉田市 設置場所 甲斐市

発電出力 37.1 kW 発電出力 19.3 kW

太陽電池の合計出力 40.7 kW 太陽電池の合計出力 21.0 kW

運転開始日 2019年3月1日 運転開始日 2019年12月9日

37 設置建物 メゾン・ド・ＭⅡ 46 設置建物 石和名湯館Ｉ.Ｙ

設置場所 富士吉田市 設置場所 笛吹市

発電出力 36.7 kW 発電出力 41.2 kW

太陽電池の合計出力 39.2 kW 太陽電池の合計出力 48.8 kW

運転開始日 2019年3月1日 運転開始日 2019年6月18日

38 設置建物 Ｄ.Ｏ教室 47 設置建物 ＴハイムⅡ

設置場所 南都留郡 設置場所 甲府市

発電出力 37.1 kW 発電出力 49.3 kW

太陽電池の合計出力 41.4 kW 太陽電池の合計出力 53.3 kW

運転開始日 2019年6月15日 運転開始日 2019年4月5日

39 設置建物 Ｏ電器株式会社　本社 48 設置建物 有限会社Ｓ技研

設置場所 南都留郡 設置場所 上野原市

発電出力 33.0 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 36.3 kW 太陽電池の合計出力 124.3 kW

運転開始日 2019年6月15日 運転開始日 2019年10月15日

40 設置建物 Ｏ電器株式会社　第二工場 49 設置建物 Ｋポンプ自動車工業

設置場所 南都留郡 設置場所 南アルプス市

発電出力 48.4 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 130.2 kW 太陽電池の合計出力 59.2 kW

運転開始日 2019年6月15日 運転開始日 2019年7月1日

41 設置建物 Ｈ様店舗・自宅 50 設置建物 Ｔ印

設置場所 南都留郡 設置場所 長野県松本市

発電出力 44.9 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 56.2 kW 太陽電池の合計出力 97.7 kW

運転開始日 2019年8月31日 運転開始日 2019年11月28日

42 設置建物 Ｄ富士吉田インター店 51 設置建物 株式会社ＴクリーニングＡ棟

設置場所 富士吉田市 設置場所 南都留郡

発電出力 48.4 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 130.2 kW 太陽電池の合計出力 80.7 kW

運転開始日 2019年6月8日 運転開始日 2019年6月29日

43 設置建物 株式会社Ｉボディショップ 52 設置建物 株式会社ＴクリーニングＢ棟

設置場所 南アルプス市上今井 設置場所 南都留郡

発電出力 48.4 kW 発電出力 24.7 kW

太陽電池の合計出力 130.2 kW 太陽電池の合計出力 34.0 kW

運転開始日 2019年5月11日 運転開始日 2019年6月29日

44 設置建物 Ｍ舗道株式会社　本社 53 設置建物 有限会社Ｏ様（駅前ＦＭ）

設置場所 甲府市 設置場所 山梨市

発電出力 28.8 kW 発電出力 11.0 kW

太陽電池の合計出力 30.7 kW 太陽電池の合計出力 13.0 kW

運転開始日 2019年9月12日 運転開始日 2019年9月13日

丸浜舗道
ない

屋根借り太陽光施工事例集　　　　



54 設置建物 Ｋ建設株式会社　Ａ棟 63 設置建物 Ｋ産業株式会社

設置場所 富士吉田市 設置場所 山梨市

発電出力 45.3 kW 発電出力 19.7 kW

太陽電池の合計出力 74.4 kW 太陽電池の合計出力 20.7 kW

運転開始日 2019年6月29日 運転開始日 2019年7月26日

55 設置建物 Ｋ建設株式会社　倉庫Ｂ棟 64 設置建物 Ｓ管理本部

設置場所 富士吉田市 設置場所 富士吉田市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 62.2 kW 太陽電池の合計出力 66.6 kW

運転開始日 2019年7月6日 運転開始日 2019年8月10日

56 設置建物 Ｕオートワン 65 設置建物 Ｓ加工センター　富士見町店

設置場所 都留市 設置場所 富士吉田市

発電出力 33.0 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 37.7 kW 太陽電池の合計出力 97.6 kW

運転開始日 2019年6月12日 運転開始日 2019年8月10日

57 設置建物 Ｏ様田野倉土地 66 設置建物 Ｓ十日市場店

設置場所 都留市 設置場所 都留市

発電出力 49.5 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 96.2 kW 太陽電池の合計出力 130.2 kW

運転開始日 2020年1月21日 運転開始日 2019年7月13日

58 設置建物 Ｎ甲府東店 67 設置建物 Ｓ白州エブリ店

設置場所 甲府市 設置場所 北杜市

発電出力 48.4 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 130.2 kW 太陽電池の合計出力 130.2 kW

運転開始日 2019年9月12日 運転開始日 2019年10月8日

59 設置建物 Ｎ製材所 68 設置建物 Ｓ御殿場古沢店

設置場所 甲斐市 設置場所 静岡県御殿場市

発電出力 49.5 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 88.1 kW 太陽電池の合計出力 130.2 kW

運転開始日 2019年12月27日 運転開始日 2019年11月21日

60 設置建物 Ｋ中下条 69 設置建物 Ｓ（旧ＦＢ）

設置場所 甲斐市 設置場所 笛吹市

発電出力 48.4 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 114.0 kW 太陽電池の合計出力 126.2 kW

運転開始日 2019年8月5日 運転開始日 2019年9月30日

61 設置建物 Ｍ寝装株式会社 70 設置建物 Ｕ自動車整備工場

設置場所 富士吉田市 設置場所 甲府市

発電出力 41.2 kW 発電出力 16.5 kW

太陽電池の合計出力 45.9 kW 太陽電池の合計出力 17.8 kW

運転開始日 2019年6月1日 運転開始日 2019年11月25日

62 設置建物 Ｍ・Ｄ・Ｆ 71 設置建物 株式会社Ｙ園芸市場

設置場所 富士吉田市 設置場所 甲府市

発電出力 49.5 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 55.5 kW 太陽電池の合計出力 130.2 kW

運転開始日 2020年2月22日 運転開始日 2019年10月3日

長田健二
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72 設置建物 Ｓ忍野店 83 設置建物 Ｋ建機Ｌ株式会社本社/甲府営業所

設置場所 都留市 設置場所 甲府市

発電出力 48.4 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 130.2 kW 太陽電池の合計出力 67.7 kW

運転開始日 2019年8月10日 運転開始日 2020年2月25日

73 設置建物 ＣＳオート 84 設置建物 ㈲Ｋ自工

設置場所 山梨市歌田 設置場所 甲斐市

発電出力 49.0 kW 発電出力 33.0 kW

太陽電池の合計出力 59.2 kW 太陽電池の合計出力 37.7 kW

運転開始日 2021年6月23日 運転開始日 2020年2月19日

76 設置建物 Ｏ建設Ａ作業所 85 設置建物 株式会社Ｉ

設置場所 南都留郡 設置場所 甲府市

発電出力 35.8 kW 発電出力 48.4 kW

太陽電池の合計出力 40.7 kW 太陽電池の合計出力 114.0 kW

運転開始日 2019年11月1日 運転開始日 2020年3月23日

77 設置建物 Ｏ建設Ｂ自宅 86 設置建物 株式会社Ｉ商事

設置場所 南都留郡 設置場所 南アルプス市

発電出力 18.7 kW 発電出力 27.6 kW

太陽電池の合計出力 22.9 kW 太陽電池の合計出力 31.1 kW

運転開始日 2019年10月23日 運転開始日 2019年11月19日

78 設置建物 Ｉ産業株式会社 87 設置建物 Ｔ様自宅

設置場所 甲州市 設置場所 笛吹市

発電出力 49.0 kW 発電出力 16.0 kW

太陽電池の合計出力 55.9 kW 太陽電池の合計出力 19.2 kW

運転開始日 2019年11月12日 運転開始日 2019年11月5日

79 設置建物 Ｋ建機Ｌ株式会社塩山営業所 92 設置建物 スーパーＯ笛吹衣料館

設置場所 甲州市 設置場所 笛吹市

発電出力 28.1 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 38.1 kW 太陽電池の合計出力 147.0 kW

運転開始日 2020年4月30日 運転開始日 2020年3月16日

80 設置建物 ＳＤ甲府店 93 設置建物 Ｋ建機Ｌ株式会社韮崎ハウス工場

設置場所 中巨摩郡 設置場所 韮崎市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 77.7 kW 太陽電池の合計出力 110.3 kW

運転開始日 2019年11月12日 運転開始日 2020年8月11日

81 設置建物 Ｋ開発株式会社 94 設置建物 Ｎ屋甲州塩山店

設置場所 南都留郡 設置場所 甲州市

発電出力 37.1 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 42.6 kW 太陽電池の合計出力 120.7 kW

運転開始日 2021年7月15日 運転開始日 2020年3月13日

82 設置建物 有限会社Ｗサイン 95 設置建物 Ｎ屋甲府昭和店

設置場所 甲府市 設置場所 中巨摩郡

発電出力 41.2 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 48.8 kW 太陽電池の合計出力 128.2 kW

運転開始日 2020年7月1日 運転開始日 2020年3月18日

甲陽建機Ｌ
オギノ笛吹石和
ファッション館

甲陽建機Ｌ韮崎

甲陽建機Ｌ甲府

ｃｓｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 清国自工

石友

小林開発
№6956

西松屋甲州塩山店

西松屋甲府昭和店
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96 設置建物 コーポＳ 108 設置建物 株式会社Ｂ山梨事業所Ａ

設置場所 笛吹市 設置場所 北杜市

発電出力 17.8 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 18.1 kW 太陽電池の合計出力 145.0 kW

運転開始日 2020年5月19日 運転開始日 2021年5月1日

98 設置建物 Ｋ建機Ｌ株式会社富士吉田営業所 109 設置建物 株式会社Ｂ山梨事業所第２Ｂ

設置場所 富士吉田市 設置場所 北杜市

発電出力 22.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 22.5 kW 太陽電池の合計出力 70.7 kW

運転開始日 2020年2月12日 運転開始日 2020年7月1日

99 設置建物 Ｋ建機Ｌ株式会社甲西センター 110 設置建物 株式会社Ｔ

設置場所 南アルプス市 設置場所 南アルプス市

発電出力 20.6 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 21.8 kW 太陽電池の合計出力 147.0 kW

運転開始日 2020年2月25日 運転開始日 2020年5月25日

102 設置建物 株式会社Ｉ 111 設置建物 株式会社Ｍ商会

設置場所 栃木県さくら市 設置場所 甲府市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 165.0 kW 太陽電池の合計出力 103.2 kW

運転開始日 2022年4月16日 運転開始日 2020年3月18日

103 設置建物 株式会社Ａ 112 設置建物 株式会社Ｋ総合管理

設置場所 韮崎市 設置場所 甲府市

発電出力 48.7 kW 発電出力 25.8 kW

太陽電池の合計出力 48.8 kW 太陽電池の合計出力 27.4 kW

運転開始日 2020年3月19日 運転開始日 2020年3月17日

104 設置建物 有限会社Ｍ鈑金 113 設置建物 有限会社Ｋ工業

設置場所 北杜市 設置場所 南巨摩郡

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 88.8 kW 太陽電池の合計出力 133.5 kW

運転開始日 2020年5月25日 運転開始日 2020年5月1日

105 設置建物 ＲＳ 114 設置建物 有限会社Ｒ精機

設置場所 笛吹市 設置場所 南巨摩郡

発電出力 26.1 kW 発電出力 22.0 kW

太陽電池の合計出力 27.4 kW 太陽電池の合計出力 25.8 kW

運転開始日 2020年5月19日 運転開始日 2020年4月20日

106 設置建物 株式会社Ｏ 115 設置建物 Ｋ建機Ｌ株式会社甲西出張所

設置場所 韮崎市 設置場所 南アルプス市

発電出力 49.5 kW 発電出力 30.5 kW

太陽電池の合計出力 133.2 kW 太陽電池の合計出力 33.8 kW

運転開始日 2020年7月1日 運転開始日 2020年3月19日

107 設置建物 株式会社Ｈ 116 設置建物 株式会社Ｓ

設置場所 北杜市 設置場所 南巨摩郡

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 142.5 kW 太陽電池の合計出力 85.8 kW

運転開始日 2020年9月11日 運転開始日 2020年6月6日

甲陽建機Ｌ
富士吉田

ベルボン
山梨事業書
第二

甲陽建機Ｌ甲西 司電子本社

五十嵐 峰岸商会

7141
コーポＳ

7139
ベルボン
山梨事業書
完工）2020.3.31

大浩
甲陽建機Ｌ
甲西出張所

7146
ハードウェア
完工）2020.2.29

サンテック

アイメックス けやき総合管理

宮澤鈑金 甲斐工業

7142
ラメゾンＳ

里光精機
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117 設置建物 株式会社Ｎ勝沼店 126 設置建物 ＭＨ甲府東店

設置場所 甲州市 設置場所 甲府市

発電出力 47.3 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 52.1 kW 太陽電池の合計出力 140.3 kW

運転開始日 2020年8月4日 運転開始日 2020年8月21日

118 設置建物 株式会社Ｎ三日市場店 127 設置建物 Ｄ甲府東店

設置場所 甲州市 設置場所 甲府市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 101.6 kW 太陽電池の合計出力 147.0 kW

運転開始日 2020年8月4日 運転開始日 2020年8月28日

119 設置建物 Ｓ醸造 128 設置建物 Ｓ甲府向町店

設置場所 甲州市 設置場所 甲府市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 82.8 kW 太陽電池の合計出力 147.0 kW

運転開始日 2021年8月3日 運転開始日 2020年8月25日

120 設置建物 第６Ｙハイツ 130 設置建物 ＣＰ甲府店

設置場所 甲府市 設置場所 甲府市

発電出力 15.4 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 16.7 kW 太陽電池の合計出力 51.8 kW

運転開始日 2020年7月16日 運転開始日 2020年8月28日

121 設置建物 株式会社Ｙ 131 設置建物 ＳＢ甲府向町店

設置場所 笛吹市 設置場所 甲府市

発電出力 49.7 kW 発電出力 26.3kW

太陽電池の合計出力 66.6 kW 太陽電池の合計出力 26.3 kW

運転開始日 2020年6月1日 運転開始日 2020年8月28日

122 設置建物 Ａ様 132 設置建物 ＱＲＩＴＳ

設置場所 笛吹市御坂町 設置場所 甲府市向町

発電出力 29.6 kW 発電出力 15.7 kW

太陽電池の合計出力 29.6 kW 太陽電池の合計出力 15.8 kW

運転開始日 2020年5月25日 運転開始日 2020年8月21日

123 設置建物 Ｆ医院 133 設置建物 Ｗ様

設置場所 笛吹市 設置場所 南都留郡

発電出力 21.3 kW 発電出力 10.1 kW

太陽電池の合計出力 21.4 kW 太陽電池の合計出力 10.1 kW

運転開始日 2020年5月26日 運転開始日 2020年3月25日

124 設置建物 Ｄマンション 134 設置建物 有限会社ＳＴ

設置場所 甲府市 設置場所 北杜市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 146.3 kW 太陽電池の合計出力 54.8 kW

運転開始日 2022年1月13日 運転開始日 2021年4月19日

125 設置建物 ㈲Ｔ製作所 137 設置建物 Ｋ倉庫Ａ

設置場所 南アルプス市下今諏訪 設置場所 甲府市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 147.0 kW 太陽電池の合計出力 147.0 kW

運転開始日 2020年9月1日 運転開始日 2020年6月19日

ナカヤ勝沼
ＭＡＣ－ＨＯＵＳＥ

甲府東

ﾔﾏﾖ
ソフトバンク
甲府向町店

雨宮
クイーンズゲート

RITS

古屋医院 渡辺　十

ナカヤ三日市場 ＤＡＩＳＯ甲府東

白百合醸造
№7526

シューマート
甲府向町

米山ハイツ
コインランドリー
パール甲府店

ドエリングマンション
№7231

サンコーテクニカ

塚原製作所 甲府倉庫Ａ
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138 設置建物 Ｋ倉庫Ｂ 148 設置建物 ＡＨ

設置場所 甲府市 設置場所 東京都大田区

発電出力 49.5 kW 発電出力 15.7 kW

太陽電池の合計出力 147.0 kW 太陽電池の合計出力 15.8 kW

運転開始日 2020年6月19日 運転開始日 2020年11月20日

139 設置建物 Ｋ倉庫ＳＫ 149 設置建物 ＲＰ

設置場所 甲府市 設置場所 東京都大田区東矢口

発電出力 17.2 kW 発電出力 15.7 kW

太陽電池の合計出力 17.3 kW 太陽電池の合計出力 15.8 kW

運転開始日 2020年7月7日 運転開始日 2020年11月20日

140 設置建物 Ｓ様 150 設置建物 ＫマンションT

設置場所 甲府市 設置場所 千葉県東金市

発電出力 24.0 kW 発電出力 31.5 kW

太陽電池の合計出力 24.0 kW 太陽電池の合計出力 31.5 kW

運転開始日 2020年5月18日 運転開始日 2021年9月23日

142 設置建物 ＤＦマンション 152 設置建物 Ｑ

設置場所 千葉県茂原市 設置場所 甲府市

発電出力 24.3 kW 発電出力 15.7 kW

太陽電池の合計出力 24.7 kW 太陽電池の合計出力 15.8 kW

運転開始日 2021年9月24日 運転開始日 2020年10月13日

143 設置建物 Ｄマンション 153 設置建物 Ｊ農業舎

設置場所 千葉県東金市 設置場所 北杜市

発電出力 11.2 kW 発電出力 20.9 kW

太陽電池の合計出力 11.4 kW 太陽電池の合計出力 36.3 kW

運転開始日 2021年9月24日 運転開始日 2021年5月13日

144 設置建物 ＲＳ 155 設置建物 ＡＺマンション

設置場所 埼玉県坂戸市 設置場所 埼玉県さいたま市

発電出力 31.8 kW 発電出力 31.3 kW

太陽電池の合計出力 32.2 kW 太陽電池の合計出力 31.9 kW

運転開始日 2022年7月8日 運転開始日 2021年8月26日

145 設置建物 株式会社Ｋ様新倉庫 156 設置建物 Ｒ

設置場所 笛吹市 設置場所 甲斐市

発電出力 49.5 kW 発電出力 35.7 kW

太陽電池の合計出力 72.5 kW 太陽電池の合計出力 36.4 kW

運転開始日 2021年4月23日 運転開始日 2021年5月21日

146 設置建物 ㈱ＹＦ 157 設置建物 ＭＫマンション

設置場所 甲府市徳行 設置場所 愛知県豊橋市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 78.4 kW 太陽電池の合計出力 79.4 kW

運転開始日 2021年5月20日 運転開始日 2021年10月11日

147 設置建物 Ｗ会ＬＮ 158 設置建物 ＫＤＢＳ

設置場所 韮崎市 設置場所 中巨摩郡

発電出力 49.5 kW 発電出力 13.7 kW

太陽電池の合計出力 53.3 kW 太陽電池の合計出力 15.8 kW

運転開始日 2021年10月8日 運転開始日 2020年10月15日

甲府倉庫Ｂ
アローハイツ
№7324

ドマーニマンション
№7292

じねん農業者
№7521

工事中
アルザスマンション

№7420

共栄新倉庫
№7494

リベルテ

甲府倉庫
サザンコート

ルピナス
№7325

坂本宗隆
カリヨンマンション千

葉
№7293

ドルフィンマンション
№7322

クレアーレ

ユー・ファイブ
№7495

マリン神野マンション
№7519

わたげの会
リーフ韮崎
№7522

キヨクニ
№7378
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160 設置建物 Ｏハイツ 173 設置建物 ＳＫ田野倉店

設置場所 甲府市 設置場所 都留市

発電出力 22.1 kW 発電出力 243.8 kW

太陽電池の合計出力 22.1 kW 太陽電池の合計出力 243.8 kW

運転開始日 2021年5月31日 運転開始日 2021年7月1日

163 設置建物 ＨＱ 174 設置建物 ＳＫ都留店

設置場所 甲府市 設置場所 都留市

発電出力 22.1 kW 発電出力 212.3 kW

太陽電池の合計出力 22.1 kW 太陽電池の合計出力 212.8 kW

運転開始日 2020年9月25日 運転開始日 2021年6月11日

165 設置建物 ＳＯＭ 175 設置建物 ＳＫ上野原店

設置場所 甲府市 設置場所 上野原市

発電出力 49.5 kW 発電出力 49.8 kW

太陽電池の合計出力 71.8 kW 太陽電池の合計出力 51.4 kW

運転開始日 2021年7月9日 運転開始日 2021年6月4日

166 設置建物 Ｂハイツ 176 設置建物 ＳＫ大月店

設置場所 中央市 設置場所 大月市

発電出力 46.7 kW 発電出力 253.6 kW

太陽電池の合計出力 48.8 kW 太陽電池の合計出力 253.8 kW

運転開始日 2021年1月8日 運転開始日 2021年6月7日

167 設置建物 Ｕ様倉庫 177 設置建物 ＴＫ本社第一工場

設置場所 笛吹市 設置場所 笛吹市

発電出力 15.2 kW 発電出力 179.0 kW

太陽電池の合計出力 15.8 kW 太陽電池の合計出力 198.4 kW

運転開始日 2022年4月14日 運転開始日 2021年10月1日

168 設置建物 ＶＨ野中一番館 178 設置建物 ＴＫ本社第二工場

設置場所 中巨摩郡 設置場所 笛吹市

発電出力 49.5 kW 発電出力 100.0 kW

太陽電池の合計出力 58.5 kW 太陽電池の合計出力 122.4 kW

運転開始日 2020年11月20日 運転開始日 2022年1月20日

169 設置建物 ＤＩマンション 180 設置建物 ＡＰ敷島店

設置場所 甲斐市 設置場所 甲斐市

発電出力 47.8 kW 発電出力 219.4 kW

太陽電池の合計出力 50.3 kW 太陽電池の合計出力 221.6 kW

運転開始日 2021年5月21日 運転開始日 2021年9月13日

170 設置建物 ＡＶ石和 181 設置建物 ＡＰ竜王店

設置場所 笛吹市 設置場所 甲斐市

発電出力 11.2 kW 発電出力 245.1 kW

太陽電池の合計出力 11.3 kW 太陽電池の合計出力 281.6 kW

運転開始日 2020年12月8日 運転開始日 2022年12月5日

172 設置建物 ＡＨ上於曽貸家 185 設置建物 ＨＯ甲府向町店

設置場所 甲州市 設置場所 甲府市

発電出力 29.2 kW 発電出力 211.0 kW

太陽電池の合計出力 29.3 kW 太陽電池の合計出力 212.6 kW

運転開始日 2020年6月12日 運転開始日 2022年12月21日

ハイムＱＵＥ
公正屋都留店
№7501

ソンドメール
№7375

公正屋
上野原店
№7499

ボンブールハイツ
№7376

公正屋
大月店
№7557

小澤ハイツ
№7374

公正屋田野倉店
№7500

アーバン石和
№7360

アマノパークス
竜王店
№7514

ＡＢＣ上於曽

立沢化成本社
第一工場
№7502

ビューハイム野中
一番館
7341

完工）2020.8.11

工事中

土肥マンション
7377
工事未完

アマノパークス
敷島店
№7463
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186 設置建物 ＹＨ田富店 203 設置建物 スーパーＯ都留店

設置場所 中央市 設置場所 都留市

発電出力 205.5 kW 発電出力 355.3 kW

太陽電池の合計出力 209.3 kW 太陽電池の合計出力 361.9 kW

運転開始日 2022年3月22日 運転開始日 2022年6月21日

187 設置建物 Ｔ工業 204 設置建物 スーパーＯ双葉店

設置場所 南都留郡 設置場所 甲斐市

発電出力 255.0 kW 発電出力 309.0 kW

太陽電池の合計出力 386.6 kW 太陽電池の合計出力 318.4 kW

運転開始日 2022年8月31日 運転開始日 2022年5月9日

188 設置建物 Ｗ田野倉店 205 設置建物 スーパーＯ笛吹店

設置場所 都留市 設置場所 笛吹市

発電出力 109.9kW 発電出力 297.8 kW

太陽電池の合計出力 155.3 kW 太陽電池の合計出力 302.6 kW

運転開始日 2022年8月31日 運転開始日 2022年3月28日

191 設置建物 Ｍ様 206 設置建物 スーパーＯ田富店

設置場所 甲斐市 設置場所 中央市

発電出力 11.0 kW 発電出力 194.6 kW

太陽電池の合計出力 11.5 kW 太陽電池の合計出力 288.8 kW

運転開始日 20212年4月1日 運転開始日 2022年5月16日

194 設置建物 上野原ＡＨ 207 設置建物 スーパーＯ諏訪店

設置場所 上野原市 設置場所 長野県諏訪市

発電出力 49.5 kW 発電出力 264.9 kW

太陽電池の合計出力 84.4 kW 太陽電池の合計出力 281.6 kW

運転開始日 2021年11月22日 運転開始日 2022年5月9日

196 設置建物 Ｈ家 208 設置建物 スーパーＯＣ南部店

設置場所 中巨摩郡 設置場所 南巨摩郡

発電出力 49.9 kW 発電出力 104.5 kW

太陽電池の合計出力 50.7 kW 太陽電池の合計出力 150.4 kW

運転開始日 2021年7月1日 運転開始日 2022年5月25日

200 設置建物 スーパーＯ峡西店 209 設置建物 スーパーＯＣ中富店

設置場所 南アルプス市 設置場所 南巨摩郡

発電出力 409.9 kW 発電出力 99.5 kW

太陽電池の合計出力 411.9 kW 太陽電池の合計出力 146.3 kW

運転開始日 2022年3月1日 運転開始日 2022年7月25日

201 設置建物 スーパーＯ甲州店 212 設置建物 スーパーＯ塩山店

設置場所 甲州市 設置場所 甲州市

発電出力 402.0 kW 発電出力 274.8 kW

太陽電池の合計出力 403.2 kW 太陽電池の合計出力 414.8 kW

運転開始日 2022年6月20日 運転開始日 2022年8月31日

202 設置建物 スーパーＯ韮崎店 213 設置建物 スーパーＯＥＢ店

設置場所 韮崎市 設置場所 甲府市

発電出力 399.9 kW 発電出力 219.8 kW

太陽電池の合計出力 407.6 kW 太陽電池の合計出力 311.3 kW

運転開始日 2022年6月17日 運転開始日 2022年6月20日

工事中

工事中

オギノ
甲州店

オギノ
韮崎店

工事中

檜家
№7510

オギノ
峡西店

工事中

間庭様
№7520 工事中
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214 設置建物 Ｆ鉄工 226 設置建物 Ｋ倉庫㈱本社倉庫

設置場所 笛吹市 設置場所 甲府市

発電出力 37.4 kW 発電出力 414.9 kW

太陽電池の合計出力 45.0 kW 太陽電池の合計出力 637.1 kW

運転開始日 2022年5月25日 運転開始日 2022年8月31日

215 設置建物 社会法人ＹＫ甲府 227 設置建物 Ｓ様工場

設置場所 甲府市 設置場所 甲府市

発電出力 49.5 kW 発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 74.6 kW 太陽電池の合計出力 19.5 kW

運転開始日 2022年7月25日 運転開始日 2022年8月31日

216 設置建物 ㈱Ｋ 228 設置建物 ＳＳ様工場

設置場所 甲府市 設置場所 甲府市

発電出力 114.9 kW 発電出力 45.1 kW

太陽電池の合計出力 169.5 kW 太陽電池の合計出力 46.9 kW

運転開始日 2022年10月24日 運転開始日 2022年8月31日

217 設置建物 ＳＫ下九沢店 236 設置建物 ㈱Ｙ水産

設置場所 神奈川県相模原市 設置場所 甲府市

発電出力 184.7 kW 発電出力 29.7 kW

太陽電池の合計出力 276.0 kW 太陽電池の合計出力 52.5 kW

運転開始日 2022年7月11日 運転開始日 2022年11月30日

219 設置建物 Ｈ市役所本庁舎 239 設置建物 Ｏ総合食品㈱

設置場所 北杜市 設置場所 中巨摩郡

発電出力 289.1 kW 発電出力 89.6 kW

太陽電池の合計出力 514.5 kW 太陽電池の合計出力 119.3 kW

運転開始日 2022年12月26日 運転開始日 2022年12月20日

220 設置建物 スーパーＯ富士川店 Ｆ1 設置建物 Ｄ２Ｒ駅前

設置場所 南巨摩郡 設置場所 甲斐市

発電出力 274.7 kW 発電出力 49.5 kW

太陽電池の合計出力 418.5 kW 太陽電池の合計出力 147.0 kW

運転開始日 2022年8月31日 運転開始日 2020年11月19日

222 設置建物 株式会社Ｙセンター忍野新倉庫 Ｆ2 設置建物 ＭＭ（厚木本部）

設置場所 南巨摩郡 設置場所 神奈川県厚木市

発電出力 145.0 kW 発電出力 45.5 kW

太陽電池の合計出力 199.5 kW 太陽電池の合計出力 79.9 kW

運転開始日 2022年8月31日 運転開始日 2023年1月31日

223 設置建物 株式会社Ｙセンター西桂倉庫 S1 設置建物 Ｆ様

設置場所 南巨摩郡 設置場所 笛吹市

発電出力 145.0 kW 発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 209.6 kW 太陽電池の合計出力 17.4 kW

運転開始日 2022年8月31日 運転開始日 2021年7月1日

225 設置建物 Ｋ倉庫㈱別棟 S2 設置建物 Ｍ様

設置場所 甲府市 設置場所 南巨摩郡

発電出力 95.0 kW 発電出力 8.0 kW

太陽電池の合計出力 144.0 kW 太陽電池の合計出力 8.6 kW

運転開始日 2022年8月31日 運転開始日 2021年12月20日

ケイヨーＤ２
竜王駅前
芙蓉　№7276

工事中
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S3 設置建物 Ｍ様 設置建物 Ｋ様

設置場所 甲斐市 設置場所 笛吹市

発電出力 9.9 kW 発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 11.3 kW 太陽電池の合計出力 13.1 kW

運転開始日 2022年1月28日 運転開始日 2023年1月31日

S5 設置建物 Ｙ会（従量電灯）

設置場所 甲府市

発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 18.0 kW

運転開始日 2022年10月11日

S6 設置建物 Ｙ会（低圧電力）

設置場所 甲府市

発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 15.8 kW

運転開始日 2022年10月31日

S7 設置建物 Ｋ開発　第一Ｋﾋﾞﾙ

設置場所 富士吉田

発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 23.3 kW

運転開始日 2022年11月15日

S8 設置建物 Ｋ開発　第二Ｋﾋﾞﾙ

設置場所 富士吉田市

発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 18.8 kW

運転開始日 2022年11月15日

S9 設置建物 Ｋ開発　第三Ｋﾋﾞﾙ303

設置場所 富士吉田市

発電出力 9.1 kW

太陽電池の合計出力 12.0 kW

運転開始日 2022年11月15日

S10 設置建物 Ｋ開発　第三Ｋﾋﾞﾙ共用

設置場所 富士吉田市

発電出力 9.1 kW

太陽電池の合計出力 12.0 kW

運転開始日 2022年11月15日

S11 設置建物 Ｕ様　新築

設置場所 笛吹市

発電出力 9.0 kW

太陽電池の合計出力 9.0 kW

運転開始日 2022年12月5日

S14 設置建物 Ｋ様

設置場所 笛吹市

発電出力 9.9 kW

太陽電池の合計出力 15.2 kW

運転開始日 2023年1月31日
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