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■お問い合わせ先

インフォメーションセンター
営業時間 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

名古屋営業所　〒452-0005　愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1丸中ビル201
福岡営業所　　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-5-20 NMF博多駅前ビル2階

本社　　　　　〒399-4117　長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
東京本社　　　〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
大阪営業所　　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル6階　　

ホーチミン事務所 Unit 503B, Citilight Tower 45 Vo Thi Sau, Da Kao ward, District 1 HCMC,Vietnam

社名 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

 （英語表記:Next Energy & Resources Co., Ltd.）

創立 2003年12月

資本金 2憶4,500万円

代表者 代表取締役　伊藤敦

許認可・登録 建設業許可 国土交通大臣許可　特-3　第27834号

 古物商許可 長野県公安委員会許可

  第481252100019号

 ISO 9001:2015 ・JIS Q 9001:2015

 登録番号QC14J0008

売上高 226億9,110万円（2021年6月期）

従業員数 290人（2021年6月30日）

グループ会社 リノブリッジ株式会社
 グリーナ株式会社
 奈克偲特新能源科技（上海）有限公司

会社概要
地 上 設 置

屋 根 上 設 置

住 宅 屋 根

公 共 施 設

リユース

海 外 実 績

太 陽 光 発 電 シ ス テム

施 工 実 績 集
Next Energy & Resources Co., Ltd
Performance-Profile
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ネクストエナジーの
導入事例ページへ

ネクストエナジーの
動画サイトへ

検索ネクストエナジー



ホーチミン事務所

国内５拠点
海外２拠点

ベトナム、インドネシア、フィリピン、
スリランカなど経済成長が著しい
東南アジアに、特に注力して
海外展開をしています。
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太陽光発電を中心とする
分散型エネルギー社会の実現を目指して
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当社は創業より、太陽光発電を普及させるためにあらゆる事業を手掛けてきました。

大型発電所から住宅まで、その実績は日本国内だけでなく海外にも広がっています。

お客さまのご状況やニーズに合わせて地上設置から建物の屋上設置まで、

当社の豊富な製品ラインナップと確かな実績にて、

幅広くご提案いたします。

2.7GW
販売・施工実績

以上
住宅用からメガソーラーまで国内外問わず多くのお客さまに
選ばれています。
※2021年12月時点（重複案件については除く／完工案件・架台工事のみも含む）

2.0GW
モジュール洗浄実績

※2021年12月時点

以上約

14
中古

太陽電池モジュールの
検査実績

以上万枚

1.8GW
特別高圧案件
（2MW以上）
※2020年12月末時点

以上

国内５つの拠点と、

協力会社のネットワークのもと、

日本全国で幅広く柔軟に

対応いたします。

奈克偲特新能源科技（上海）
有限公司
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←年合計
←年合計

容量
1820MW

案件数
61件

参考：2019年末時点の国別の太陽光累積導入量（百万kW）

長野

東京
名古屋

大阪

福岡

本社/商品技術センター
（長野県駒ヶ根市）

62GW

case1  明治九州工場

case2  アリオ市原

case3  豊田通商株式会社

case4  M社

case5  株式会社資生堂

case6  株式会社ミライト

地上設置

屋根上設置

住宅屋根・公共施設

リユース・海外実績

事業紹介
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設備容量：676.80kW（発電出力・モジュールベース：860.11kW）
工　　期：2019年12月1日着工～2020年3月31日竣工

株式会社明治 九州工場
事業内容：食品メーカー
所 在 地：福岡県八女市鵜池広川林557-5
製造内容：市乳

導入背景

お客さまからの評価

特徴

明治グループでは2018年に「明治グループサステナビリティ
2026ビジョン」を掲げており、年間CO₂排出削減量約6,000
トン※（2019年度比）を目指し、発電規模約8.4メガワットの自
家消費型太陽光発電の設置に向けて、取り組まれています。
その目標に向けた活動のひとつとして、当社の自家消費型発
電システムを採用いただきました。

※太陽光発電設備導入による年間CO₂排出削減量

リユースモジュールを全体の約37％利用

通常モジュールに加え、屋根の耐荷重などを踏まえたうえで、
屋根に負担をかけづらい軽量モジュール※を併用しています。
また先方からのご要望により、リユースモジュールを全体の約
37％使用しています。
このリユースモジュールは佐賀県で排出され、大分県にてすべ
て検査を実施いたしました。そのため工場が位置する九州内
ですべてが完結しており、輸送費などにかかるエネルギーも
削減することに成功しています。
当社が創業以来長年培ってきたリユースモジュールに関する
知見と、全国に広がるネットワークによって、この地域内での
エネルギーの地産地消を実現することができました。

※当社従来比約25％軽量化に成功し、屋根への負担を最小限に抑えます。
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リユースモジュールの安全性について熱心にご提案を頂き、安心して導入することができまし
た。リユースモジュールを有効活用したことは、今後、想定される太陽電池モジュールの廃棄問
題に取り組み、弊社の環境理念をアピールできる良い事例となったと感じます。設置後1年では
ありますが、予測より多く発電できており、十分な性能を発揮しています。
また、オフグリッドシステムの技術を応用した、芝刈ロボットの電源は、省人化と緑地管理の
CO₂ゼロを実現できました。

株式会社明治 九州工場
装置技術課付係長

山本 功人さま

ネクストエナジー製
通常モジュール
NER672M380
752枚

ネクストエナジー製
軽量モジュール
LW660M310PR
960枚

リユースモジュール
1024枚

蓄電システム
（iedenchi-NX）

オフグリッドシステム活用による
草刈り機の自動充電

住宅用蓄電システムiedenchi-NX
を設置いただき、事務所で利用する
電力などに活用されています。

当社では、使用済みモジュールを独
自技術により評価・検査し、リユース
モジュールとして再利用する事業を
手掛けています。
当社が検査してきたリユースモジュー
ルはのべ14万枚にのぼります。

電源が取りにくい広大な敷地内で
も、当社製オフグリッドシステムを利
用することで、草刈り機が自動充電
ができるようになりました。
※一部オフグリッド採用
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LW660M310PR

公称最大出力 310W
公称最大出力動作電圧 32.3V
公称最大出力動作電流 9.60A
公称開放電圧 40.1V
公称短絡電流 10.09A
質量 13.7kg
寸法 1640×992×25㎜
設置場所 屋根上

SPP250smart

公称最大出力 250W
公称最大出力動作電圧 30.7V
公称最大出力動作電流 8.15A
公称開放電圧 37.5V
公称短絡電流 8.63A
質量 18.0kg
寸法 1650×992×45㎜
設置場所 屋根上

NER672M380

公称最大出力 380W
公称最大出力動作電圧 39.1V
公称最大出力動作電流 9.72A
公称開放電圧 48.5V
公称短絡電流 10.22A
質量 23.0kg
寸法 1956×991×45㎜
設置場所 屋根上

太陽電池モジュール仕様

リユースモジュールを活用した
自家消費型設備

� � � ��

株式会社明治 九州工場

� �

パワーコンディショナ/
ソラジット®



設 備 容 量：2367.02kW（PCS出力1755.70kW）
稼働開始日：2020年7月21日

アリオ市原
発注者：株式会社イトーヨーカ堂
元請業者：株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ（ネクストエナジーグループ会社）
部材供給・施工業者（下請）：ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社
事業地：千葉県市原市更級４丁目３-２

導入背景

特徴

株式会社イトーヨーカ堂をはじめとするセブン＆アイグループでは、社会ニーズ

の変化や環境問題等、様々な社会環境の変化に対応するため、環境宣言

「GREENCHALLENGE 2050」を2019年に定め、豊かで持続可能な社会の実現に

取り組んでいます。グループ会社となる株式会社イトーヨーカ堂でも、

「GREENCHALLENGE 2050」に則り脱炭素社会を実現するため、店舗運営に伴う

CO₂排出量の実質ゼロ（2013年比）を2050年までの目標とする中で、今回の自家

消費型太陽光発電設備の導入にいたりました。

商業施設として国内最大級の規模

商業施設では国内最大級となる本設備は、株式会社ヴェリア・ラボラトリーズが

元請業者となり、当社が自社製太陽電池モジュール380W6229枚を含めた部材

の供給および施工を行い、2020年6月30日に竣工いたしました。

大型商業施設ならではの工夫

構造計算書をもとに、4棟ある店舗施設すべての構造確認を行い、設置の安全性

を確認。その上で載せられない部分は特定して除外し、設置可能な部分すべてに

モジュールの設置を行いました。

施設稼働中の工事だったため、施設運営者・施設機械室・施設保安の関係各所と

綿密に連携するとともに、週1回の工事定例会議を実施。お客さまと従業員さまの

安全に最大限配慮しました。

また、サブ変電所4か所の盤改造は通常4回の停電工事が必要ですが、合計3回の

停電に圧縮し、さらに停電時間を1回あたり約3時間の短時間で対応するなど、ス

ムーズな施工を行いました。

加えて、店舗外観の色合いを保持するために、施設の正面に位置するケーブル

ラックに塗装を行うなど、意匠にも配慮しています。
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商業施設としては国内最大級の
自家消費型案件
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ショッピングセンター アリオ市原

� �

不設置部分

ラック塗装箇所



設備容量：102.32kW
稼働期間：2020年12月～2021年3月末

豊田通商株式会社（豊田支店）
事業内容：総合商社
所在地：愛知県豊田市寿町7-66

導入背景

豊田通商株式会社では、脱炭素に向けた社会的な動きの中、企業の環境課題の解決

を行うことを目的に、VPP※1および電池３R※2を掛け合わせたエネルギーマネジメント

事業に取り組んでいます。その実効性を図るべく、豊田支店にてエネルギーマネジメ

ントの実証実験を実施しました。

複数社による合同プロジェクトとなる中、事業ドメインが近しい当社にお声がけをい

ただき、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、制御機器（ソラジット®）の設置を

担当いたしました。

※１　VPP（バーチャルパワープラント）・・・工場や家庭で所有するエネルギーリソースを、IoT（internet of 
things/モノのインターネット）を活用し、あたかも一つの発電所のように統合制御すること。

※２　電池３R・・・豊田通商が手掛ける、回収した電池を修理し車に戻す「リビルド」、車以外に蓄電池などと
して再利用する「リユース」、資源として再利用する「リサイクル」の３つを指す。

特徴

低重心置基礎架台 UNIFIX(ユニフィックス)を活用

今回太陽電池モジュールを設置したのは、駐車場屋根と支店屋上の2カ所です。支店

屋上の南側には、2007年のビル建築時より太陽電池モジュールが設置されており、

架台が取り付けてありましたが、影が多く入る北側へは今回が初めての設置となりま

した。

そのため、北側への設置は屋根の耐久面を考慮し、穴あけ工事が不要で、防水層を

傷つけずに設置できる「UNIFIX」をご提案いたしました。

その結果、南側・北側どちらも設置したいという先方のご要望にお応えできる結果と

なり、豊田支店の再エネ比率の向上にも大きく貢献することができました。

������
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自社施設による
エネルギーマネジメント実証実験
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豊田通商株式会社　豊田支店
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お客さまからの評価

蓄電システム、EMS(エナジーマネジメントシステム)、太陽電池モジュールの複合
的な活用により、再エネ比率を向上はもちろん、電気料金を下げることができま
した。
豊田支店で働く社員からも、非常にポジティブな反応が来ています。

豊田通商株式会社
ネクストモビリティ推進部

清水  亮さま

NER120M340C-MB

公称最大出力 340W
公称最大出力動作電圧 34.69V
公称最大出力動作電流 9.80A
公称開放電圧 41.88V
公称短絡電流 10.30A
質量 19.10kg
寸法 1692x1002x35㎜
設置場所 屋根上

公称最大出力 380W
公称最大出力動作電圧 39.1V
公称最大出力動作電流 9.72A
公称開放電圧 48.5V
公称短絡電流 10.22A
質量 23kg
寸法 1956x991x45㎜
設置場所 屋根上

NER672M380

太陽電池モジュール仕様

UNIFIX設置図

UNIFIXの特長

駐車場屋根支店屋上（南・北）

支店屋上（南・北）

駐車場屋根

耐風速性能

70m/s

レイアウトフリー

簡単設置

移動可能

人力施工
可能

耐風速性能70m/s※
※3秒間平均風速の最大値

固定不要のカンタン設置で
移動も可能

構成部材重量25kg以下で
人力での施工が可能

屋上屋根の形状に合わせて
自由にレイアウト可能

アルマイト処理で耐腐食性が
高く、長期的に美観を維持

耐震クラスA（震度6強～7（目安））
の高い耐震性能を実現

耐震クラスA

N



パワーコンディショナ

出力制御・監視機器ソラジット®2

産業用リチウムイオン蓄電システム

「 REVOLZA™ ―レボルザ― 」

製品の紹介

設備容量：79.12kW
稼働開始日：2021年8月27日

所在地　愛知県
事業分類：製造
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M社

導入背景

もともと所在地が落雷の多いエリアであるため、停電

時でも最低限の操業が可能となるよう、BCP対策の検

討が進められていました。

加えてM社の取引先企業よりカーボンニュートラルの

推進依頼があったため、発電機と検討した結果、BCP

対策とCO₂削減が同時に望める太陽光発電システム

と蓄電システムの導入が決定されました。その中で、コ

ストやその他のニーズにマッチしていた「REVOLZA」

が導入される運びとなりました。

今後の期待

BCP対策をメインとして導入されたため、経済的なメ

リットよりも、バックアップ電源としての機能を果たすこ

とに期待いただいています。

万が一停電が起こっても、蓄電システムがあることで、

最低限の企業活動（お客様への連絡、照明・エアコン・

コピー機・PCの使用など）ができる点を導入メリットと

していただいています。

※REVOLZAは工場設備ではなく、事務所設備の電力をまか
なっています。

産業用蓄電システム
「REVOLZA™」の導入

� � � � �
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・交流接続型
・定格50kVA
・三相連系
・電池容量（　 ）：153.6kWh初期

容量

REVOLZA™の特長

すべては企業の課題解決のために。

電気代削減・CO₂排出削減
自家消費モードにより、自家消費量以上に発電され
た電気を蓄電池へ貯めて活用することで、より多くの
電気代削減やCO2排出削減をする事が可能となりま
す。また電力契約の基本料金は、使用電力量が最も
多いピーク時を基準として設定されますが、ピーク
カットモードにより、レボルザへ貯めた電気をピーク
時に活用して買電量を減らす事で、基本料金を下げ、
電気代削減が可能となります。

BCP対策・CSR活動
地震や台風など予測不能な自然災害が発生した際
に、業務を滞りなく継続させるためには電源の確保が
必要です。REVOLZAに電気を貯めておくことで、停
電時でも太陽光発電システムを有効活用できるとと
もに、夜間の電力供給も可能となります。

RE100への取り組み
太陽光発電システムで生み出した電力をREVOLZA
に蓄電し、適切に使用すること、すなわち電気の自
家消費を行うことにより、CO₂排出量の削減を見込
むことができます。現在導入が検討されている炭素
税や、RE100※への対策としても有効です。
※使用電力の100％を再生可能エネルギー由来のものとし
ている企業が参加する国際的な企業連合

産業用蓄電池

補助金
対象製品

❷安全性を重視した電池
リン酸鉄系リチウムイオン電池は内部で発熱があって
も結晶構造が崩壊しにくく、熱安定性および安全性が
高いことが特徴です。

❶10年長期保証＋5年延長保証
内部電池環境温度を管理し高耐久を実現
業界初長期システム保証（消耗品・定期点検含む）
10年使用でSOH70%以上を保証
5年延長時は11年目～15年 SOH60%以上
State of Health : 劣化状態を示す指標
電池セル単体寿命: 6000サイクル

❸低価格の実現
システムをユニット化したシンプル構造。ワンユニット
化する事でコストを削減し、産業用蓄電池の低価格
販売が実現しました。

最長

15年

オプション〈有償〉



設備容量：46.92kW
稼働期間：2022年1月～

事業内容：建設業
所在地：千葉県市川市原木4丁目8－8

お客さまからの評価

導入背景

所有する研修センターにもともと設置されていた蓄電池と太陽光発電を連携し、検証することを目的に、検

討がスタートしました。

敷地内スペースの都合上、屋根上への設置が決定。陸屋根向けの架台を探していたところ、当社が出展し

ていたPVEXPO2021にご来場いただき、「UNIFIX」を導入いただく流れとなりました。屋根上の限りある

空間を最大限に活用できる点を、評価いただいた結果です。

サポート

UNIFIXの特長のひとつに、屋根上への固定が不要で設置が容易という点がありますが、施工業者もはじ

めは不慣れな商材であるため、戸惑いがあったとのことです。

そこで当社から開発担当が現場へ向かい、製品の説明も含めサポートしました。その結果滞りなく設置を

完了することができました。
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低重心置基礎架台UNIFIXを活用した
自家消費システム
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株式会社ミライト 市川研修センター
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NER120M345J-MB

公称最大出力 345W
公称最大出力動作電圧 34.99V
公称最大出力動作電流 9.86A
公称開放電圧 41.76V
公称短絡電流 10.54A
質量 18.7kg
寸法 1689x996x35㎜
設置場所 屋根上

太陽電池モジュール仕様

架台式に比べ施工性はとても良いと感じました。（ストリングの組み方により、施工に一工夫必要だと
思います。）また、屋上防水を傷めないのはとてもメリットになると思います。引き続き、屋上防水のメ
ンテナンス時の施工方法を確立できればと思います。

設備容量：56.0kW
稼働期間：2021年2月20日～

事業内容：メーカー
所在地：静岡県掛川市

導入背景

Dulightは市場に多く出回っている他の類似品とは異なり、両面モジュールという特殊性から発電効率も
良く、かつ本来真下から視認することができないモジュールの状況を容易に確認することが可能です。
そのため、来訪者にも環境負荷低減施策を強く印象付ける、シンボリックな設備として位置付けること
が可能とお考えいただき、導入決定となりました。

配色へのこだわり

お客さまからのコメント

通常、この手の構造体は錆対策等でシルバー色に限定されていることが多いですが、今回は特別に他
の既存施設との調和を図るべく、構造体をホワイト色に変更しました。
また屋根の傾き・配置についても、発電量を著しく損なわない範囲で意匠性を追求したことで、工場の
顔とも言える設備に仕上がりました。

社内外の多くの方から、洗礼されたデザインと環境負荷低減に向けた会社の姿勢を表した、【自然
と未来を融合した設備】であると高評価を頂きました。
これからの時代、単に環境負荷低減を追求するだけの設備は魅力的ではないと考えています。そのた
め、ワクワク感の創出や自然と人を結びつけるホスピタリティ性も追求できる設備こそが、環境対策
に力を入れつつも企業価値をさらに高めることができるものと捉えています。
そういった点において、今回のDulightはこちらのニーズと非常にマッチングしており、導入して本当に
良かったと心から感じています。
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駐車スペースを有効活用した
自家消費システム
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株式会社資生堂 掛川工場

NER144M410J-MBD

公称最大出力 410W
公称最大出力動作電圧 42.54V
公称最大出力動作電流 9.64A
公称開放電圧 50.08V
公称短絡電流 10.26A
質量 25.0kg
寸法 2037x1005x30㎜

太陽電池モジュール仕様

表 裏
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実績一覧

ゴルフ場跡地などの条件が厳しい傾斜
地においても、当社技術があれば太陽
光発電架台の設置が可能です。

先行削孔根固め工法
ダウンザホールハンマ削孔

先行削孔併用ラミング工法
クローラドリル削孔

ラミング工法
直打ち

PVベースマット工法
法面保護＋PV設置

様々なタイプの
基礎に対応

地盤傾斜と硬さによる大まかな工法選定

地盤傾斜25°超の
中硬岩～硬質

地盤傾斜25°以下の
軟岩

普通の硬さの地盤
重機が入れない
造成法面

ゴルフ場
跡地に設置

宮崎県 P社様 96.2MW

香川県 B社様 1.05MW

千葉県 F社様 40.36MW

宮城県 S社様 1.12MW

福島県 S社様 25.05MW

京都府 H社様 1.66MW

山梨県 K社様 1.17MW

栃木県 K社様 18.85MW

地上設置
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実績一覧

埼玉県 G社様 744.15kW

群馬県 Ｍ社様 216.00kW 長野県 U社様 668.72kW 長野県 K社様 107.36kW

千葉県 Ａ社様 499.20kW 群馬県 H社様 180.96kW

長野県 Ｔ社様 167.70kW

屋根上
設置
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実績一覧

住宅屋根 リユース

公共施設

長野県 T社様 220.００kW

当社では、独自技術によって信頼できるモジュールだけを見極め販売する、
モジュールの再生・再利用事業に取り組んでいます。

海外実績 ベトナム、インドネシア、フィリピン、スリランカなど、
特に経済成長が著しい東南アジアを中心に展開しています。

ベトナム A社様 320.00kW

インドネシア I社様 500.00kW

愛知県 K社様 3.7０kW長野県 S社様店舗 5.2０kW長野県 T様邸 10.20kW長野県 S様邸 3.90kW

長野県 松本合同庁舎 12.00kW 長野県 駒ヶ根市中沢小学校 30.10kW 長野県 光産業創成大学院大学 10.63kW 長野県 駒ヶ根市武道館 30.00kW

長野県 駒ヶ根市赤穂中学校 29.64kW 長野県 塩尻市勝弦公民館 29.68kW 長野県 宮田村老人福祉センター 9.98kW 長野県 喬木村保育園 11.16kW

千葉県 K様邸 4.72kW埼玉県 I様邸 9.60kW 長野県 当社 280.78kW

▼敷地内設置看板

長野県 当社（本社敷地内） 51.10kW



事業紹介
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O&Mサービス

定期的な点検やトラブル時の対応など、発電設備の運営をサポート。

また、発電事業者やO&Mサービス事業者に対しパネル洗浄サービス

等の提案を行ない、発電量の最大化や維持管理コスト削減、資産価値

の向上を実現します。

自家消費型の太陽光発電システム導入

初期投資費用のかからないTPO（第三者所有）モデルを中心に、自

家消費型太陽光発電システムの導入を設計・施工までトータルサ

ポート。電力調達コストやCO₂の削減などにより企業価値向上に貢

献するエネルギー管理ソリューションを提供します。

大規模売電型の太陽光発電所建設

FIT（固定価格買取）制度による売電を目的とするメガソーラーなど大

規模地上設置型の産業用太陽光発電システム導入に関するあらゆる

ニーズにお応えします。事業計画の立案、システム部材の選定・調達、

設計から建設まで全面的にサポート。独自開発の杭打ち専用アタッチ

メント「ネクストパイラー」や3次元傾斜対応の自社製地上設置架台

「TM2」の採用などにより、難条件の土地への建設も実現します。

システム部材の販売（物販）

自社製品を含む太陽光発電システム部材、蓄電システムの調達・販

売を行います。豊富な商品ラインナップと充実の保証体制で、太陽

光発電設備の導入をサポートします。

住宅用太陽光発電関連事業産業用太陽光発電関連事業

産業用リチウムイオン蓄電システム「レボルザ」

ソラジット®2

太陽電池モジュール

パワーコンディショナ

蓄電システムソーラーカーポート

iedenchi-Hybrid iedenchi-NX iedenchi-NX Premiumデュライト®

®

™

ネクストパイラー®



事業紹介
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蓄積してきた豊富なデータとノウハウを基に、独自の性能評価技術「REBORN

テクノロジー®」により信頼できる使用済みモジュールだけを見極め販売する、

リユース事業にも取り組んでいます。

太陽電池モジュール、モジュール取付架台、パワーコンディショナなどの主要部

材からO&M関連機器、そして蓄電システムまで、15年以上にわたって太陽光

発電に携わり蓄積した独自のデータ・知見を活かして品質を見極め、ファブレス

メーカーとしてOEM・ODM生産を行っています。

オフグリッド（独立蓄電型）
太陽光発電システム

住宅・商業施設の小電力向け電源や非

常用電源やキャンピングカー車載や

ソーラー街灯などの独立電源としてオ

フグリッド（独立電源型）太陽光発電

システムの設計開発・販売を行ってい

ます。

太陽光発電システム部材の
開発・製造

太陽電池モジュールリユース CO₂ゼロ電力の供給

法人向けに、CO₂ゼロの電力プラン『GREENaスタンダード』と100%自然エネルギー

の電力を供給する『GREENaRE100』の２つのプランからなる電力小売サービス「グ

リーナでんき」を提供しております。

※当社の電力小売事業（GREENa）は2020年9月より、
当社の完全子会社である「グリーナ株式会社」が承継
いたしました。

グリーナ株式会社※



2022年3月版2掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

■お問い合わせ先

インフォメーションセンター
営業時間 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

名古屋営業所　〒452-0005　愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1丸中ビル201
福岡営業所　　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-5-20 NMF博多駅前ビル2階

本社　　　　　〒399-4117　長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
東京本社　　　〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
大阪営業所　　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル6階　　

ホーチミン事務所 Unit 503B, Citilight Tower 45 Vo Thi Sau, Da Kao ward, District 1 HCMC,Vietnam

社名 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

 （英語表記:Next Energy & Resources Co., Ltd.）

創立 2003年12月

資本金 2憶4,500万円

代表者 代表取締役　伊藤敦

許認可・登録 建設業許可 国土交通大臣許可　特-3　第27834号

 古物商許可 長野県公安委員会許可

  第481252100019号

 ISO 9001:2015 ・JIS Q 9001:2015

 登録番号QC14J0008

売上高 226億9,110万円（2021年6月期）

従業員数 290人（2021年6月30日）

グループ会社 リノブリッジ株式会社
 グリーナ株式会社
 奈克偲特新能源科技（上海）有限公司

会社概要
地 上 設 置

屋 根 上 設 置

住 宅 屋 根

公 共 施 設

リユース

海 外 実 績

太 陽 光 発 電 シ ス テム

施 工 実 績 集
Next Energy & Resources Co., Ltd
Performance-Profile

� � � �

ネクストエナジーの
導入事例ページへ

ネクストエナジーの
動画サイトへ

検索ネクストエナジー


