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社

サンテックパワージャパン株式会社

名

（Suntech Power Japan Corporation）

設立年月

1967年7月

東京本社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-11 西新宿KSビル6F
TEL：03-3342-3838（代表） FAX：03-3342-6534

福岡支店

〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町1-40 三井生命福岡祇園ビル5F
TEL：092-273-2330 FAX：092-273-2331

長野テクニカルサポートセンター
北関東サービスセンター

〒385-0004 長野県佐久市安原825-1
TEL：0267-67-1691 FAX：0267-67-1812
〒328-0113 栃木県栃木市都賀町合戦場1001-15
TEL：0282-21-7796 FAX：0282-21-7798

ルウ ビン（盧 斌）

代表取締役会長

ガオ ジャン（高 瞻）

取締役社長

450百万円

資本金

・太陽光発電システムの開発および関連機器の販売、技術サポート
・太陽光発電所の開発・保守管理に関するコンサルティング
・遠隔監視システムの販売・設置

事業内容

・O&Mサービス

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行

主要取引銀行

サンテックエナジーディベロップメント株式会社

子会社

SFCEグループ企業 構成図

順 風 イン タ ー ナ ショナ ル クリ ー ン エ ナ ジ ー
（Shunfeng International Clean Energy Ltd. 通
称：SFCE 香港上場企業）
は、世界最大級のクリー
ンエネルギ ー にお けるトータルソリューション
プロバイダーです。世 界で約 6 4 0 0 人 の 社 員を
擁し、80か国以上で事業を展開、
世界累積出荷量は
12GWを突破しています。
（2018年3月末現在）

順風インターナショナルクリーンエナジー
Shunfeng International Clean Energy Ltd.（HK）

会社概要
設立年月

2011年 2月
Chairman : Zhang Fubo
CEO : Wang Yu

代表者

無錫サンテックパワー
セル・モジュール製造販売

香港証券取引所
（2011年7月13日上場 ）

上場取引所
2017年度売上

（2016年度売上）

約1,732億円
（約1,387億円）

発電所運営と
サービス
1.3%

サンテックパワージャパン
日本国内でのモジュール・システム販売

事業別売上構成比

日本国内での発電事業
LED製品
製造販売
3.2%

発電事業
13.2%

サンテックエナジーディベロップメント
太陽光製品
製造販売
82.3%

Company Profile
2018年5月版

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町 5F
TEL：06-6360-9585 FAX：06-6360-9583

大阪オフィス

会社案内

事業内容
Our Business

国内35年以上の太陽光発電業界実績で
クリーンエネルギーソリューションを提供します。

太陽電池モジュール
販売・システム提供

サンテックパワージャパンは、2017年に創業50年を迎えました。1980年代から35年

耐久性に優れ、長期安定発電を提供する太陽光発電

以上の太陽光発電システムの開発に関する国内実績を持ち、住宅用から産 業 向け太 陽

システムの開発・販売、経験と実績に基づく技術サポート・

光 発 電まで 幅 広くシス テ ム の 提 案を行うとともに 、技 術 サポートを提 供する太 陽

品質管理、全国規模のアフターサポート体制で安心の

光発電ソリューションのプロバイダーです。世 界 規 模の生 産 能 力と、長 野 県 佐 久 市

太陽光発電システムを提供します。

にあるテクニカルサポートセンターの技術力を活かし、高品質で耐久性に優れた太陽
電池モジュールの提供と、信頼性・安全性が高い周辺機器を開発・提供しています。
そして次の50年は、世界規模で再生可能エネルギーの普及を推進する順風インター
ナショナルクリーンエナジー（SFCE）のもと、
「 太陽光＋α」の戦略を加速させ、再生可能

技術サポート

エネルギーのトータルソリューションプロバイダーとして、太 陽 光 発 電のみならず 、

長野テクニカルサポートセンター（長野県佐久市）は設立

再 生 可能エネルギーの普及を目指します。

以来、太陽電池モジュールの生産、および品質保証に
携わってきました。今後も長野テクニカルサポートセン
ターの「提案力」
「技術力」
「現場力」を活かし、お客様の

取締役社長

さまざまなニーズに応えます。

ガオ ジャン（高 瞻）

沿革
History

創業50年の歴史と、国内35年以上の業界実績

1967

株式会社MSK 創業

1981

太陽電池モジュール販売開始

1985

太陽電池モジュール製造開始

1992

屋根建材型太陽電池モジュール（BIPV）
「ジャストルーフ™」を
国内大手ハウスメーカーと共同開発

1998

ガラス建材一体型太陽電池モジュール「シースルー」開発

1999

屋根建材型BIPV「エコロニー」がグッドデザイン賞受賞

2006

株式会社MSKはサンテックパワー社と提携

2008

住宅用太陽電池モジュール「サンクリスタル™」販売開始

2009

社名をサンテックパワージャパン株式会社に変更

2010

産業用太陽電池モジュール販売開始

2012

長野テクニカルサポートセンター始動
味の素スタジアムにガラス建材型太陽電池モジュール「Light Thru™」設置

2014

発電事業に参入
順風インターナショナルクリーンエナジー（SFCE）の傘下に

2015

O&Mサービス事業始動
新経営戦略「太陽光+α」始動

2017

サンテックパワージャパン創業50年

30年以上の太陽光発電システム保守サポート経験を
活かしたO&Mサービスを提供します。長野テクニカル
サポートセンター、各種検査技術、マルチベンダー対応
の遠隔監視センターを活用し、効果的なO&Mサービス

1998年 石川県
金沢駅バスターミナル

1999年 エコロニー
グッドデザイン賞受賞

を提供します。

発電事業
モジュールメーカ ーとしての 知 見 や 、順 風グループ

2009年

社名をサンテックパワージャパン（株）に変更

(SFCE)の実績を最大限に活用し、各案件のキャッシュ
フローを最適化することで、積極的な案件開発を進め
ます。

2012年
長野テクニカル
サポートセンター開設

クリーンエネルギー関連事業
2012年 東京都
味の素スタジアム

世界規模でクリーンエネルギーを推進する順風グルー
プ(SFCE)のソリューションやノウハウを活かし、日本
に適したクリーンエネルギー事業を展開します。

2014年 順風インターナショナルクリーンエナジーの傘下に

2016

O&Mサービス事業

201７年
創業50年をむかえる

アフターサポート
全国

160

拠点

以上
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