関わるヒトすべてを笑顔に

トップメッセージ
売様から会社分割によって誕生した創業期、さらに2001年の昭和
ソーラーエネルギー様の直販部門設立にまでたどり着きます。
当時の家庭用太陽光発電システムは400万～500万円もする

◯◯◯◯◯◯

高額商品で、“気合いと根性”で販売していたことを思い出します。
その時代から、私どもはエンドユーザー様の家庭を一軒一軒訪
問し、地球環境にやさしい自然エネルギーである太陽光発電に
ついてご理解いただくことに注力してまいりました。また、販売の
みならず施工から保守点検までを自社で行い、太陽光発電を中心

◯◯◯◯◯◯

とした住環境商材市場における下流部分をしっかりと受け持って
きた自負があります。
今後もエンドユーザー様との接点を大切に考え、地道に取り組
んでいくことが使命だと考えます。私は常々、従業員には「凛とし
た社会人であれ」と申しております。社会のルールを守り、すべて
において感謝する心を持たなければ、満足な仕事はできないばか
りか、お客様からの信頼は得られないと伝えています。
法人のお客様には、ぜひ一度私どもとお取引きいただければ、
当社の仕事に対する姿勢や熱意をご理解いただけると信じており
ますし、エンドユーザー様に対しても、住環境商材のご提案から施

太陽光発電の未来に向けて

当社の沿革をさかのぼると、2009年の昭和シェルソーラー販

人 と 人 と の 絆 を 大 切 に 成 長 し てい き た い

その為に我々は成長します

工、保守点検まで、誠心誠意取り組んでまいります。長いお付き合
いの中で、お客様のマイホームに対する夢を共有し、喜びを分かち

◯◯◯◯◯◯

合うことは、私どもにとっても最大の幸せなのです。
今後とも格別のご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

日天株式会社
代表取締役社長

お客様、お取引先様、社員などすべてのステークホルダーに貢献するため、
現在取り組んでいる事業はもちろん、
さらに事業を多様に広げていくことで成長を続け、
日天に関わるヒトすべてを笑顔にしていきます。

会社沿革

昭和シェルソーラー販売直売部として再編

オイルショック

1

1978

2001

昭和シェル石油 太陽電池の
研究開発を開始

2009

2006

昭和ソーラーエネルギー
直販部門設立

事業拡大に伴い新横浜に事業所を移転
商社機能を拡大

昭和シェルソーラー販売が分社を実行
販売部が分割会社 日天株式会社として
直売部業務を継承し設立

昭和ソーラーエネルギー横浜事業所設立
昭和シェル住宅用太陽光発電システム直販開始

1973

横浜市[横浜グリーンパワーモデル事業]
選定業者に認定

昭和シェルソーラー設立
昭和シェルソーラー販売設立

FIT制度スタート
メガソーラー事業参入
低圧発電所・ソーラーヴィラ事業開始

2010

宮崎第２工場生産開始
厚木リサーチセンター稼働

宮城県仙台市に
仙台支店を開設

2011

2012

2013

アライアンス事業拡大

横浜市と連携をし、
「横浜発！太陽光発電普及
キャンペーン2020年」を開始

住宅点検機能強化

2014

2015

太陽光発電施工会社より
住宅部門の事業譲渡を受け、業務拡大

2017

2018

2019

世界最大級
宮崎第3工場生産開始

ソーラーフロンティアに社名変更

2

プロジェクト開発

住宅用太陽光発電・蓄電池

当社では、長年の実績・ノウハウと、多くのお取引先様との強固なネットワークをもとに、太陽光発電システム・太陽電池・各自

創業以来、直販事業での実績と経験をベースに、商品情報から施工スキル、販売ノウハウまでを活かし、徹底した安全管理

然エネルギーをベースとして、様々なプロジェクトを開発・推進してまいります。

と安心の自社責任施工を実施しており、再生可能エネルギーを軸とした皆様のよりよい暮らしをご提案いたします。

発電所開発プロジェクト

PV蓄電池小売

施工～保守

全国各地に対応

お客様のライフスタイルに合わせた、システム設計・

太陽光の施 工～点検・保守にも力

全国各地その地域ごとに、土地

ご提案を実施しており、太陽光発電をはじめ、蓄電池・

を入れており長年にわたり、施工数

の取りまとめ・地域との調整を

オール電化商材など何でもご相談いただけます。

を積み重ねてきたからこそできる確

しっかりと行い、各種申請・最

かな技術により安心して設置してい

適なシステムの設計・調達・建

ただける体制を確立しております。

設・発電開始まで、きめ細やか

専門部署、お客様サポート窓口

で一貫した発電所開発プロジェ
クトを、プロデュースしてまい

お問い合わせ先

ります。

0120-27-6280

保守・メンテナンス
発電開始をした発電 所は、長

工事のこだわり

期 に わ たる 保 守 ・メン テ ナ

・多数の施
多数の施 行ID の取得

ンス が不可欠です。日々管理

当社では、太陽光発電を設置するのに必要な施行ID を国内国外問わず多数取得しています。

する発電量計測・定期的な点

・安
安 全な工事 へ の取り組み

検・メンテナンスはもちろん、

現場で作業する社員だけではなく、工事に携わる社員も理解することで、安全な工事を行っています。また当社では、各建設現場全

しっかりとした発電所運営の

体の安全水準を確保する体制づくりを学ぶために、
「 職長・安全衛生責任者教育研修」を受講しています。

ため、地 域との連携も進めて
まいります。

ビジネスモデルの開発・構築
様々な業種・業界とのアライアンス
農業

自家消費型太陽光発電システム・独立電源型太陽電池

金融

防災

ICT

地球温暖化や気候変動など環境問題のみ

太陽光発電システムによる電力供給は、地産地消のエネルギーとして太陽光発

ならず、経済性においても太陽光発電に

電本来の意義を体現します。

対する必要性は、世界的に非常に高まって

地産地消のエネルギー

います。持続可能な世界のために、様々

事業者の方々・メーカー・施

な業種・業界の方々と結びつくことで、問

工会社・自治体・地域住民の

題を解決するとともに、新たな価値を提案

方々・地域企業と、多くの皆様

し続けます。

とともに、自家消費型太陽光
発電プロジェクトを実現して

海外プロジェクトにも進出

当社では、太陽光発電システムのニーズだけではなく、皆様のお住まいに関わるお悩みをすべてフォローしております。
お住まいは皆様にとって大 切な空間であるため、すべてのお客 様に喜んでいただけるご提 案を徹 底しております。

◎トータルサポート
トータルサポート

初回お打ち合わせ～現地
調査～施工管理～お引渡
し～アフターフォローまで
専任の担当者がトータル
で対応いたします。

◎納得説明
納得説明

お見積り提出や工事内容、
商品の特徴から金額まで
お客様のご納得がいただ
けるまで何度でも説明い
たします。

◎確実な現場管理
確実な現場管理

実際に施工をする職人は
20年以上のベテランが多
数おり、10年以上の信頼関
係があるプロの職人を起用。
現場管理、職人管理を徹底
しております。

リフォーム事業実績
家族 構成の変化や 年数 が経つことにより生じるお家の経年劣化な

ベトナムでのプロジェクトをスタートに、

ど住む上で必要不可欠なメンテンナンスなどのご相談に対し、お客様

自然エネルギーの普及が伸びているアジ

に喜んでいただけるリフォーム

独立電源型太陽電池

ア各国でのプロジェクト、またアフリカや

プランのご提 案をさせていた

防災をはじめ、様々な場所や

欧米でのプロジェクトにも、積極的に関

だくことによって依 頼 件 数 も

用途のためのエネルギーが求

わってまいります。

増 加して おりま す。今 後 も お

まいります。
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教育

ホームソリューション

められています。どのような需

客 様に安心いただける会 社づ

要にも提案してまいります。

くりに努めてまいります。

（件）
700

◎住まいの健康診断
より暮らしやすい住まい

づくりのために、ご自宅を
点 検し、その 時に必 要と
考えられる部分のリフォー
ムをご提案いたします。

リフォーム工事 着工件数

600
500
400
300
200
100
0

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
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業務提携

メッセージ

これまでに蓄積してきた住宅用太陽発電・蓄電池やホームソリューションの実績やノウハウを活かし、様々な角度からあ

濵田 祐一

りとあらゆる可能性模索し、お客様、お取引先様にとってお役に立つアライアンスの実現をお約束いたします。

専務取締役

住宅点検代行

魅力ある商材を武器に
お客様との長期的な信頼関係を築く

ビルダー様、工務店様の既存顧客様の住宅保証
終了前及び終了後のアフターサービス（住宅無
料点検など）を当社にて代行させていただき、既
存顧客様へ対するパートナー様の企業価値向上
のお手伝いをさせていただきます。また、点検時
に補修が必要な場合、パートナー様に代わりリ

社内のバックヤード業務では、これまで培ってきた直売・卸

強力な社内体制を築き、これまでのお客様と、これからお

売・施工・プロジェクトすべてのノウハウを一つに統合し、それ

客様となっていただける方々に、安心と満足を提供出来るよう

を最適な形でお客様に提供しております。

邁進してまいります。

それは当社の重要なコンセプトの一つで、充実したサポート

フォーム提案営業代行を実施いたします。

体制は各方面より高い評価をいただいております。
年々複雑になる申請業務も、常に新しい情報をつかみ業務

エネルギー商材の営業代行

販売から納入、その後の対応すべてでお客様の安心安全を
最優先事項と位置づけ、長期に渡りお客様・お取引先様との
信頼関係を結び、皆様とともに成長したいと考えております。

フローも都度更新しています。

ビル ダー様、工務店様 が 新築引き渡し時に太
陽光発電システムや蓄電池などのエコ商材を
提案設置出来なかったお客様をご紹介下さい。
当社 が営業代行を実施し、ご提 案～販売を実
践いたします。また、ソーラーフロンティア製
CIS 太陽光 発 電システムの販 売をしていただ
けるパートナー様も募集しています。

材料・施工卸
ビル ダー様、工務店様 がお請けした太陽光 発
電システムの施工についてもお請けしています。
当社には18 年以上の太陽光発電システムの販
売 施 工 実績 があり、そういった実績をもとに
培ってきた経験やノウハウにより、質の高い太

常務取締役

勢力 潤地

地域とのつながりや様々な組織との連携で
新たな価値の創造に取り組む
私が担当する事業には三つの柱があります。一つは、全国

全や防災、そして地域産業とも関わりを持つ自然エネルギー

各地で進めるその地域に根ざした発電所開発のプロジェクト。

によるプロジェクトの開発などです。 私は金融の世界でデジ

二つ目が様々な企業や組織との連携による新たなビジネスモ

タル通貨が生まれたように、エネルギーの世界においても、ブ

デルの開発。そして三つ目が、まだ目標レベルではありますが、

ロックチェーンを始め様々なテクノロジーを駆使して、自由な

社会的な意義を持つプロジェクトの開発です。 例えば、地元

取引や流通が大きく広がると考えています。様々な人々や組

の小学校の子どもたちの発電所見学から環境教育につなげた

織とアライアンスを組むことで、自然エネルギーによる新たな

り、自治会の人たちや地元企業・自治体とも連携した環境保

価値の創造に取り組んでまいります。

陽光発電システムの施工をお約束いたします。

取締役
お客様の声
住宅点検代行のお客様

エネルギー商材の営業代行のお客様

材料・施工卸のお客様

昨今の人員不足でアフターフォロー業務

再生可能エネルギーの提案は、これから

メーカーから独立したという安心感と、

が手薄なところにお声掛けいただきま

の住宅市場には必ず必要です。ただ、専門

長年のノウハウを持つ日天さんに施工を

した。エネルギー商材にも精通している

知識が必要なため提案数自体が伸び悩ん

お願いしております。現場ももちろん、そ

日天さんの 住宅点検で、お客様のご要

でおりました。経験豊富な日天さんから

れ以外も真摯な姿勢で取り組んでいただ

望にもお応えしやすくなり大変満足して

提案していただくことで、より説得力を持

いており非常に好感がもてます。商品の

おります。これからも永いお付き合いを

つご案内が可能となり、当社のお客様に

仕入・各種申請業務まで一手に引き受け

お願いいたします。

も満足していただいております。

てもらえるので大変助かっております。

佐々木 孝

ワンストップ体制で
住環境商材のサービスを提供
私は「太陽光発電・住環境商材の販売」事業において営業部、
施工部、メンテナンス部のマネジメントを担当しています。当
社の強みはなんといってもワンストップでのサービス提供です。

につながっているとご好評をいただいております。
また、ハウスメーカー様が推奨している住宅自体の点検業務

通常、販売・施工・メンテナンスは別々の企業が請け負います

を当社に委託いただくことで、経年劣化やニーズに合わせた様々

が、当社には現場調査、提案、申請、施工、メンテナンスまで社

な住宅リフォームの提案を行い、ハウスメーカー様にも利益を

内で完結できる体制が整っています。

還元できるスキームも確立しております。そうした部分を含めて、

お取引先であるハウスメーカー、工務店各社の皆様からは、

5

太陽光発電に関わるすべての工程において、時間的コスト削減

環境に配慮した事業活動に挑戦してまいります。
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