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有限会社⻘⽊電気
札幌市厚別区上野幌１条
011-891-0621

https://aokidenki.com/ 札幌市内及び周辺市町村
１４ｍ⾼所作業⾞（ウインチ付き）を所有しています。⾜場
無しで作業できます。

有限会社⼭⽥電気
北海道網⾛郡⼤空町⼥満別
0152-74-3830

北海道北⾒管内

有限会社細野⼯業
宮城県仙台市⻘葉区錦が丘
022-302-8632

http://hosonokogyo.com/ 東北6県

株式会社イナテック
宮城県柴⽥郡村⽥町村⽥字針⽣前
0224-86-5763

http://inatec-miyagi.com
宮城県、⼭形県、福島県、岩⼿県南地域
（花巻市、北上市、奥州市、遠野市、⼀
関市）

有限会社でんき⼯房舎
福島県郡⼭市⼋⼭⽥
024-991-1332

東北（6県）、関東（1都6県）、新潟県

株式会社東⽇本アーステック
福島県郡⼭市⼋⼭⽥
024-991-7330

https://ej-earthtec.co.jp/ 東北（6県）、関東（1都6県）、新潟県

株式会社関東ホームサービス
茨城県⽔⼾市⽶沢町
029-303-8480

http://www.khs-eco.net/ 茨城県

環境エネルギー計画株式会社
茨城県つくば市学園の森
029-851-5809

http://www.energy-keikaku.co.jp/ 関東、福島県南部
太陽光施⼯経験20年以上の職⼈が責任をもって取外し及び防
⽔処理を⾏います。

東北

使⽤済住宅⽤太陽電池モジュールの取外しおよび適正処理が可能な太陽光発電システム施⼯業者⼀覧表

施⼯業者の名称 (注1)
連絡先住所（市町村・区）

TEL番号
ウェブサイト

対応エリア
(都道府県または地⽅)

備考

北海道北海道

宮城県

福島県

茨城県

JPEAは今般、住宅⽤太陽電池モジュールの取外しおよび適正処理（リサイクルまたは廃棄）が可能な施⼯業者の情報を得たいとのニーズを踏まえ、住宅⽤太陽光発電設備所有者が適正廃棄処理が可能な施⼯業者を
⾒つける場合の参考情報として、本⼀覧表を作成することとしました。
本⼀覧表に記載された業者名等の情報は、当該業者より提供のあった内容をそのまま掲載しています。そのため、JPEAはその内容につき、⼀切責任を負いません。その点について ⼗分にご留意頂き、住宅⽤太陽
光発電設備所有者におかれましては、本⼀覧表をあくまでも参考情報とし、個別案件においては、⾃⼰の責任で必要な情報を⼊⼿するなどして判断されるようお願いいたします。対応できるメーカー・機種につい
ても各業者に個別に相談・確認ください。

住宅⽤太陽光発電施⼯業者の掲載の対象は以下の通りです：
使⽤済太陽電池モジュールに対して、リサイクルまたは廃棄処理を適正に⾏う事が出来、JPEA認定のPV施⼯技術者、または住宅⽤太陽光発電メーカーの施⼯IDを保有、または同等の技術を有していると⾃⼰宣⾔し
た業者のうち、本⼀覧表への掲載を希望しているもの

※未掲載の業者で、本⼀覧表への掲載を希望される業者は、JPEA宛メール jpjp.jutaku@jpea‐pv.jp にご連絡ください。
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有限会社アミカブルサービス
茨城県稲敷郡阿⾒町
029-891-2722

https://amicable-service.co.jp/ 茨城, 栃⽊,  埼⽟, 千葉, 東京
安全作業で適正に処理致しますので、ご不明な点がございま
したらご連絡ください。

栃⽊県 株式会社アティク
栃⽊県佐野市庚申塚町
0283-21-1919

http://www.attic2x4.com 栃⽊、群⾺、茨城、埼⽟
建築⼯事業、屋根⼯事業、電気⼯事業、全⽡連加盟、全⽇電
気⼯連加盟

株式会社精電⼯
群⾺県前橋市下阿内町
027-265-7246

https://seidenko.jp/ 関東全7都県、中部全9県

株式会社セットアップ
群⾺県⾼崎市井野町
027-386-9203

http://www.setup2.co.jp/ 関東・新潟・⻑野（⼀部） -

株式会社スリーアローズ
群⾺県太⽥市⼤原町
0277-78-6969

http://www.yyy.co.jp/ 群⾺県、栃⽊県、埼⽟県

株式会社プレツァ
埼⽟県狭⼭市広瀬台
04-2954-2382

- 関東全７都県、⼭梨県、⻑野県
室内外パワコン等外し跡補修可能です。（塗装、室内壁補修
等⼤⼯⼯事）

シバサキ建築⼯房
埼⽟県⼤⾥郡寄居町
048-582-1011

https://shibasaki-koubou.com
寄居町、⼩川町、美⾥町、⻑瀞町、嵐⼭
町、深⾕市

⼤規模なものは不可

株式会社謙勇
千葉県館⼭市⽵原
0470-20-3350

https://www.kenyuu-nona.com/ 千葉県
JPEA認定のPV施⼯技術者在籍。撤去処分いたします。電⼒・
経産省への申請も致します。

株式会社ライフ
千葉県館⼭市⼆⼦
0470-24-1111

http://life-tateyama.com/ 千葉県
2005年より太陽光発電事業を開始し施⼯IDも各社取得。産業
廃棄物収集運搬業者許可

株式会社 A CRAFT
東京都⼋王⼦市⼤和⽥町
042-649-8494

www.acraft.work 関東（１都６県）と⼭梨
多くの太陽光の施⼯実績件数と屋根葺き替え⼯事、塗装⼯事
も⾃社施⼯。また直接、取り外した太陽光パネルは提携した
リサイクル業者に届けます。

株式会社タツミ屋根企画
東京都町⽥市⼩野路町
042-711-7210

http://tatsumi-rp.co.jp/ 東京都・神奈川県 屋根⼯事専⾨業者による.PV取り外し.復旧⼯事を⾏います

株式会社GOD
東京都東村⼭市恩多町
042-306-4629

https://www.god0202.com 関東全７都県
パネルが割れている等、再利⽤が出来ない場合 遠⽅の場合
は通常料⾦とは別に別途料⾦が発⽣いたします。

株式会社セイケンテック
東京都清瀬市中清⼾
042-494-7710

https://sk-t.co.jp/ 東京都、埼⽟県 屋根改修⼯事、パネル脱着⼯事のご提案も⼀括で出来ます。

株式会社⼤千
東京都あきる野市油平
042-518-7508

https://oosen.co.jp
東京都・埼⽟県・神奈川県・群⾺県・栃
⽊県・⼭梨県

株式会社スカイテック
神奈川県横浜市都筑区池辺町
045-933-2721

https://skytech.co.jp/ 神奈川県、東京都、千葉県、埼⽟県 -

埼⽟県

東京都

千葉県

群⾺県

関東
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株式会社スリーボーダー
神奈川県横浜市瀬⾕区瀬⾕
045-654-5164

http://threeborder.co.jp/ 埼⽟,千葉,東京,神奈川,⼭梨,静岡

株式会社ライフリビングデザイン
神奈川県川崎市⾼津区上作延
044-871-1022

関東（1都6県）、⼭梨県

株式会社コスモデンキ
ホクデン＆シンキョー店

新潟県新発⽥市緑町
0254-23-1145

https://www.hitachi-
omisenavi.jp/store_info.asp?uid=266370

新潟市、新発⽥市、村上市、阿賀北全域
太陽光発電協会PV施⼯・保守点検認定
産業廃棄物収集運搬業者許可

北越⽡⼯業株式会社
新潟県村上市⼭⽥
0254-66-5107

新潟市、新発⽥市、村上市、阿賀北全域 太陽光発電協会PV施⼯認定

北⽇本電機産業株式会社
富⼭県富⼭市⻄中野町
076-491-3161

www.kitanihon-ds.co.jp/ 中部、関東
1995年より太陽光発電事業を開始しております。普及当初か
らの設置⽅法を熟知しており、撤去⽅法についても経験豊富
です。

アムニス電気
富⼭県中新川郡⽴⼭町
076-463-2942

- 富⼭県 -

⽯川県 有限会社エニスィング
⽯川県⾦沢市⼋⽇市
076-201-1558

- ⽯川県、富⼭県、福井県 -

⼭梨県 E&E株式会社
⼭梨県甲州市塩⼭下⼩⽥原
0553-32-1874

https://www.e-and-e.co.jp
⼭梨県全域、神奈川県、静岡県、⻑野県
（要相談）

メーカーのマニュアル通りの⼿順にて、不備のないよう取り
外し作業致します。

株式会社いいだ技研
⻑野県上⽥市古⾥
0268-22-0274

https://iidagiken.jp/ ⻑野県及び近県

ソーラープラス⻑野合同会社
⻑野県中野市⼤字江部
0269-38-1799

https://www.solarplusnagano.com/ ⻑野県全域 お気軽にお問合せください。

株式会社ジオティオ
岐⾩県⼤垣市上⽯津町
0584-47-2812

http://www.groof510.com 岐⾩, 愛知三重, 滋賀 -

KOTOBUKI外装株式会社
岐⾩県多治⾒市笠原町
0572-44-3355

http://caw-orks.com/
岐⾩県（東濃、中濃、岐⾩） 愛知県
（尾張、⻄三河）

取付、点検、取外し、最終処分までのマニュフェスト発⾏ま
で⾏います。

株式会社 エネシス静岡
静岡県浜松市中区⽥町
053-424-5551

https://e-shizuoka.co.jp/ 静岡県

株式会社ＫＡＫＥＮ
静岡県浜松市東区中郡町
053-589-3157

hamamatsu@office-kaken.co.jp 静岡県・愛知県・岐⾩県・三重県

東亜電⼯株式会社
愛知県名古屋市中川区川前町
052-526-5801

https://www.toadenko.jp
関東1都6県(千葉県は東葛飾・葛南地域
に限定）、⼭梨県全域、⻑野県（上⽥・
佐久・諏訪・上伊那地域に限定）

安⼼安全に真⼼を込めて施⼯いたします。

中部

新潟県

富⼭県

神奈川県

静岡県

⻑野県

岐⾩県
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株式会社サンワテック
名古屋市東区泉
052-265-7355

https://e-sanwatech.com/ 愛知、岐⾩、三重、静岡、⻑野 各種メーカー施⼯ID取得済み

株式会社フロンティア
愛知県名古屋市守⼭区天⼦⽥
052-725-9942

東海三県 北陸三県 ⻑野県 静岡県
滋賀県

あさい⽡店
愛知県⼀宮市浅井町東浅井字地蔵
0586-51-3737

https://www.asaikawaraten.com/ 中部、近畿 屋根専⾨⼯事店なので取り外し後の補修⼯事も万全です。

株式会社愛知環境デザイン
愛知県⼀宮市⽊曽川町⾨間字⼤坪
0586-85-6290

http://www.aichi-kd.com/ 愛知県・岐⾩県・三重県

有限会社
⽇本エネルギーシステム⼯業

愛知県安城市今本町⽯⽥
0566-97-3748

http://enesis.jp/
愛知・岐⾩・三重・静岡・⻑野・⼭梨・
滋賀

有限会社キラ尾創
愛知県⻄尾市吉良町上横須賀蔵屋敷
0563-35-2957

https://www.kirabisou.com/ 愛知県
太陽電池モジュール取り外し後の屋根材補修もお任せくださ
い。

三重県 needs.corporation株式会社
三重県津市末広町
069-273-6608

https://needs-corp.com/ 近畿
各種ID、PV施⼯実績、プロの屋根屋さん、産業廃棄物収集運
搬

⼤⻄電⼯株式会社 ⼤阪府⼤阪市城東区古市
06-6939-9262 http://onishi-denkou.co.jp/

⼤阪, 京都, 兵庫, 奈良, 三重, 滋賀, 和
歌⼭

建設業許可取得しており⼤阪府太陽光パネル登録事業者
でもあります。

株式会社アイランドパーツ ⼤阪市鶴⾒区横堤
06-7410-5789 https://www.island-parts.jp/ 近畿全7府県

太陽光発電の保守管理を主軸とし全社員発電設備の施⼯
を経験してます

株式会社クリア ⼤阪府⼤阪市中央区常盤町
06-6232-8181 https://www.japan-clear.com/company/

近畿(2府5県：⼤阪・京都・兵庫・奈
良・三重・滋賀・和歌⼭)

主要な国内・海外メーカーの施⼯IDを取得しており過去
5,000件の施⼯実績あり

株式会社レンワ ⼤阪府⼤阪市⽣野区巽中
06-6756-0100 https://www.renwa.co.jp/

近畿(2府5県：⼤阪・京都・兵庫・奈
良・三重・滋賀・和歌⼭)

主要な国内・海外メーカーの施⼯IDを取得しており過去
5,000件の施⼯実績あり

株式会社イーロックホーム
⼤阪府堺市堺区三宝町
072-275-8051

https://taiyoko-e-na.com/ 対応エリアは コチラ
当社は太陽光及び屋根等の専⾨知識を持った担当者がお伺い
いたします。

ライフサービス株式会社
⼤阪府岸和⽥市上松町
072-4247-2003

http://www.lifeservice.co.jp/ ⼤阪府
太陽光発電の施⼯実績4800件、⼾建、産業⽤共に施⼯、メン
テナンス業務を⾏っております。取り外し後の廃棄物に関し
ては廃棄物処理法に準じて適正に処理いたします。

株式会社アビリテイ
⼤阪府和泉市国分町
0725-90-2223

http://ability.bz/
近畿(2府5県：⼤阪, 京都, 兵庫, 奈良, 三
重, 滋賀, 和歌⼭)、千葉,東京,神奈川

奈良県 株式会社エグテック
奈良県天理市岩室町
0743-87-962

https://egutec.net/ 奈良県
撤去には感電や怪我の危険性があるため必ず専⾨業者に依頼
しましょう。

⼤阪府

近畿

愛知県

4/6

https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/e-lock-home.pdf


⿃取県 GGエナジーワークス
⿃取県境港市中野町
080-1947-3117

https://ggenergyworks.jimdofree.com/ ⿃取県、島根県
既存システム性能点検可。パネル撤去後の屋根修繕、葺き替
え対応可。

島根県 東洋ソーラー株式会社
島根県松江市北陵町
0852-28-1010

https://toyosolar.co.jp/ 島根県、⿃取県

株式会社 Ｔ・Ａ・Ｃ
岡⼭市北区東花尻
080-2902-5589

https://www.trust-ability-co.com 岡⼭県 -

株式会社⼭陽ハウテック
岡⼭市北区⻘江
086-801-7174

http://sanyo-houtec.co.jp/ 岡⼭ 広島 ⿃取 ⾹川 徳島

岡⼭ルーフ⼯業株式会社
岡⼭県倉敷市曽原
086-485-6955

https://okayamaroofkogyo.com/ 中国５県 四国４県 兵庫県

有限会社アキテック
⾹川県⾼松市⾹川町浅野
087-887-7094

⾹川県、徳島県

株式会社エコライフ
⾹川県⾼松市成合町
087-864-7005

- 四国 -

株式会社電気'屋'宮本
愛媛県松⼭市久万ノ台
050-8808-0516 https://denkiya-miyamoto.com/ 四国4県、広島、岡⼭ 申請・変更認定等、承ります。

ユウプラス合同会社
愛媛県松⼭市春美町
090-9574-1798

http://yu-plus.biz 愛媛県全域
安全に気をつけて取外します。電⼒・経産省への申請も併せ
て⾏います。

加地電設株式会社
愛媛県⻄条市三芳
0898-35-5308

https://kajidensetsu.com/ 愛媛県

⽇本ライフサポート株式会社
福岡県北九州市⼩倉北区⿂町
093-967-2101 http://www.nls-k.co.jp/ 近畿・中四国・九州

新⽇本住宅株式会社
福岡県久留⽶市津福本町
0942-35-4526 http://www.k-sinnihon.co.jp/ 福岡県

新エネルギー流通システム株式会社
福岡県⼤野城市筒井
092-558-5111

http://www.neds.jp

東北全6県, 関東全7都県, 中部(新潟,  ⽯
川, 福井, 岐⾩, 静岡, 愛知), 近畿(⼤阪, 京
都, 兵庫, 奈良, 三重, 滋賀),中国( 岡⼭, 広
島, ⼭⼝), 九州(福岡, 佐賀, ⻑崎, 熊本, ⼤
分, )

-

⻑崎県 株式会社ソルト
⻑崎県諫早市多良⾒町市布
0957-47-6884

https://n-salt.net
⻑崎県・佐賀県・福岡県・熊本県（左記
全て離島は除く）

岡⼭県

福岡県

⾹川県

愛媛県

四国

中国
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有限会社ふなこし電業
熊本県熊本市東区花⽴
096-367-8951

熊本県

南九システム株式会社
熊本県宇城市豊野町安⾒
0964-25-6555

https://nankyu-system.jp/ 九州
取引会社の中に産廃業者（⼀般産業廃棄物、太陽光パネル
等）と協⼒関係有り

株式会社エムズ⽔電⼯
宮崎県宮崎市中村⻄
0985-71-6888

http://mssuidenko.co.jp/ 宮崎県・⿅児島
安全に気をつけて取外しいたします。電⼒会社・経済産業省
申請も弊社にて⾏います。

株式会社樹昇
宮崎県宮崎市⾼岡町下倉永
0985-73-9035

https://kisyou-solar.com
宮崎県内全域、⿅児島県（霧島市、姶良
市、⿅児島市、曽於市、志布志市、垂⽔
市、⿅屋市）

安全・丁寧に作業します。（ご連絡いただいてから、作業開
始までにお時間いただく場合がございます。ご了承くださ
い。）

株式会社アドバンス⼯業
宮崎県宮崎市⽥野町⼄
0985-86-5199

http://advance2038.net 宮崎県

有限会社濱崎組
宮崎県宮崎市⽥野町⼄
0985-86-3601

https://hamasaki-gumi.com/ 宮崎、⿅児島、熊本、⼤分
産廃収集運搬許可有り。住宅太陽光設置20年以上の実績有
り。

株式会社緒⽅建設
⿅児島県⿅児島市宇宿
099-230-0070

http://ogata-constructi.main.jp/ 九州(福岡, 熊本, 宮崎, ⿅児島）
九州(佐賀, ⻑崎,  ⼤分)につきましては、別途、相談と致しま
す。

有限会社福本電設
⿅児島県⿅屋市上祓川町
0994-40-1040

https://fukumotodensetu.wixsite.com/sunshine
⿅児島県（離島を除く）、宮崎県（都城
市、串間市、えびの市、⼩林市）熊本県
⼈吉市

有限会社でんきのアップル
⿅児島県南さつま市加世⽥地頭所
0993-52-2418

https://denkinoapple.jp/ ⿅児島県

太陽館株式会社
⿅児島県姶良市⻄餅⽥
0995-57-8800

https://taiyoukan.net/ ⿅児島県

沖縄 沖縄県 株式会社宜野湾電設
沖縄県宜野湾市⾚道
098-892-4303

https://ginowandensetsu.com 沖縄県
太陽光発電設備で困っているお客様には全て私達が対応させ
て頂きます

(注1)施⼯業者の名称は、原則として全国地⽅公共団体コードの順、同じコードの場合は郵便番号順、郵便番号が同じ場合は五⼗⾳順とする。

⿅児島県

九州

熊本県

宮崎県
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