
太陽光発電に関するセミナー・相談会

「あなたの太陽光発電 しっかり使いこなそう！」
2009年11月余剰電力買取制度が開始され、急速に普及拡大した太陽光発電については、2019
年11月以降、順次固定価格買取期間（10年間）が満了します。満了後の活用方法や災害時における
安全対策等長期的に住宅用太陽光発電を運転し続けるコツをわかりやすくお話しします。

松江会場
令和2年11月26日(木)10:00～12:00（受付：9:30～）
島根県民会館 303会議室

出雲会場
令和2年12月4日(金)10:00～12:00（受付：9:30～）
出雲市民会館 301会議室

雲南会場
令和2年12月15日(火)10:00～12:00（受付：9:30～）
加茂文化ホール・ラメール ふれあいホール

益田会場
令和2年12月23日(水)10:00～12:00（受付：9:30～）
益田市民学習センター 201会議室

川副暁優（かわぞえ あきまさ）

●太陽光発電に関するセミナー
「太陽光って本当に必要？」
□ ＦＩＴ（固定価格買取制度）終了後の活用方法
□ メンテナンスって必要？　
□ 知っていますか？災害時の安全対策
□ これからの太陽光発電の潮流

●太陽光発電パネル展示
　による設備説明

●相談会
□ 太陽光発電に関する
　 トラブル等
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●対　象

●参加料

●申し込み方法

どなたでも参加できます

無　料

裏面の申し込み欄にある必要事項を
メール、 FAXから申し込みください。

株式会社メディアスコープ（安部）
TEL： 0852-31-9011 / FAX: 0852-31-9022

●お問い合わせ先

ヴィズオンプレス株式会社 代表取締役社長
講 師

アドバイザー

太陽光発電専門誌の“PVeye”など、特定の産業やビジネス
フォーカスした雑誌を発行。全国的に取材を行い、タイムリーな
ニュースと鋭い分析を売りにしています。太陽光発電の活用方法
等、役立つ情報をお届けします。

藤原一美（ふじはら かずみ）

東洋ソーラー株式会社 代表取締役

※当日はマスクの着用をお願いします。
※37.5℃以上の方、体調不良の方は申込先へ連絡の上
参加をご遠慮ください。
※受付で検温を実施し、発熱や体調不良の症状がある方
は、入場をお断りさせていただく可能性があります。
※感染症拡大の状況により、本セミナーを中止する可能
性があります。

この事業は、「エネルギー構造高度化・転換理解促進推進事業補助金」を活用しています。

新型コロナウイルス感染症対策

主 催： 島根県

※定員になり次第、申込を終了させて頂きます。

主に太陽光発電設備機器の販売施工を行う。



申込日　　　　　年　　　月　　　日

太陽光発電に関するセミナー・意見交換会
一般向け申込

申込者名

法人名

住　所
〒

電話番号

メールアドレス

太陽光発電設備
設置年月日

太陽光発電設備
製造メーカー

聞いてみたいこと
困っていること

● 会  場 どれかにチェックを入れてください

□ 松江会場

□ 出雲会場

□ 雲南会場

□ 益田会場

11/26（木） 島根県民会館 303会議室

12/4（金） 出雲市民会館 301会議室

12/15（火） 加茂文化ホール・ラメール ふれあいホール

12/23（水） 益田市民学習センター 201会議室

※来場の際は、マスクの着用をお願い致します。

●お申込先

※参加者の個人情報は、主催者及び委託先で安全かつ厳正に管理し、本事業の実施についてのみ利用します。本人の
同意なしに第三者に開示されることはありません。なお、個人情報保護法に基づき、新型コロナウイルス感染症拡
大防止を目的とした参加者の個人情報を利用することがあります。

以下まで、メール、FAXでお申し込みください。
〒690-0816 松江市北陵町51-3　株式会社メディアスコープ

●申込〆切 各開催日の3日前まで

m-abe@ms-ltd.co.jp
FAX 

E-mail

0852-31-9022

※事業者のみ記入

年　　　　　　月ごろ



太陽光発電に関するセミナー・意見交換会
2009年11月余剰電力買取制度が開始され、急速に普及拡大した住宅用太陽光発電については、
設備のトラブルや卒ＦＩＴ ※ 後の活用方法等設置者の不安が生じています。
そこで、設備取扱事業者（販売・施工等）としての保守点検業務の重要性、施主に対するメンテナン
ス相談等につながるような太陽光発電に関するセミナーを実施します。

松江会場
令和2年11月26日(木)13:30～15:30（受付：13:00～）
島根県民会館 303会議室

出雲会場
令和2年12月4日(金)13:30～15:30（受付：13:00～）
出雲市民会館 301会議室

雲南会場
令和2年12月15日(火)13:30～15:30（受付：13:00～）
加茂文化ホール・ラメール ふれあいホール

益田会場
令和2年12月23日(水)13:30～15:30（受付：13:00～）
益田市民学習センター 201会議室

●太陽光発電に関するセミナー
「メンテナンスしていますか？太陽光発電」
□ そもそも太陽光発電ってなぜ必要？
□ ＦＩＴ（固定買取価格制度）満了後の活用方法
□ メンテナンスって必要？
□ 再生可能エネルギーの動向

□ 施工不良によるトラブル
□ 災害時における安全対策
□ これからの太陽光

●意見交換
　個別相談
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定員 20名

定員 20名
日
時
・
場
所

講 

師

●対　象

●参加料

●申し込み方法

太陽光発電設備に関わる事業者

無　料

裏面の申し込み欄にある必要事項を
メール、FAXから申し込みください。

株式会社メディアスコープ（安部）
TEL： 0852-31-9011 / FAX: 0852-31-9022

●お問い合わせ先

※当日はマスクの着用をお願いします。
※37.5℃以上の方、体調不良の方は申込先へ連絡の上
参加をご遠慮ください。
※受付で検温を実施し、発熱や体調不良の症状がある方
は、入場をお断りさせていただく可能性があります。
※感染症拡大の状況により、本セミナーを中止する可能
性があります。

この事業は、「エネルギー構造高度化・転換理解促進推進事業補助金」を活用しています。

新型コロナウイルス感染症対策

主 催： 島根県
※卒ＦＩＴ＝固定価格買取期間を満了した再生可能エネルギー

川副暁優（かわぞえ あきまさ）

ヴィズオンプレス株式会社 代表取締役社長
講 師

アドバイザー

太陽光発電専門誌の“PVeye”など、特定の産業やビジネス
フォーカスした雑誌を発行。全国的に取材を行い、タイムリーな
ニュースと鋭い分析を売りにしています。太陽光発電の活用方法
等、役立つ情報をお届けします。

藤原一美（ふじはら かずみ）

東洋ソーラー株式会社 代表取締役

※定員になり次第、申込を終了させて頂きます。

主に太陽光発電設備機器の販売施工を行う。



申込日　　　　　年　　　月　　　日

太陽光発電に関するセミナー・意見交換会
事業者向け申込

申込者名

法人名

住　所
〒

電話番号

メールアドレス

聞いてみたいこと
困っていること
(業種としての課題)

● 会  場 どれかにチェックを入れてください

□ 松江会場

□ 出雲会場

□ 雲南会場

□ 益田会場

11/26（木） 島根県民会館 303会議室

12/4（金） 出雲市民会館 301会議室

12/15（火） 加茂文化ホール・ラメール ふれあいホール

12/23（水） 益田市民学習センター 201会議室

※来場の際は、マスクの着用をお願い致します。

●お申込先

※参加者の個人情報は、主催者及び委託先で安全かつ厳正に管理し、本事業の実施についてのみ利用します。本人の
同意なしに第三者に開示されることはありません。なお、個人情報保護法に基づき、新型コロナウイルス感染症拡
大防止を目的とした参加者の個人情報を利用することがあります。

以下まで、メール、FAXでお申し込みください。
〒690-0816 松江市北陵町51-3　株式会社メディアスコープ

●申込〆切 各開催日の3日前まで

m-abe@ms-ltd.co.jp
FAX 

E-mail

0852-31-9022


