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太陽光発電

再生可能エネルギー×閉鎖循環式陸上エビ養殖
海なし県の岐阜県で閉鎖循環式陸上エビ養殖事業を
スタート！

基本理念
『お客様満足度 100％』
お客様に絶対に喜んでいただく！ ( 創業理念 )

行動理念
エコテックは、再生可能エネルギーを通じて、職業奉仕に努め、
社員一同初心を忘れず、O&Mの充実並びに商品品質を向上させ、
クリーンな日本を創造します。

福祉理念
エコテックは、社員一同やりがいのある環境、優遇を創造させ、
会社員の物心両面における幸せを追求する。

閉鎖循環式陸上エビ養殖　太陽光発電所売買

太陽光発電所の長期安定稼働は「メンテンナンス」が命。
エコテックでは、システムを熟知したチームで業務を行っ
ております。

O&M（オペレーションメンテナンス）（一般住宅用 /産業用）

太陽光発電事業 15年の実績。
販売・設置・アフターメンテナンスまで自社一貫体制なので
災害や急なアクシデントなど、すぐにかけつけ対応します。

どこよりも早く高く現金化。
太陽光発電所の売却のことならエコテックへ。
お客様の大事な資産のご相談はお任せください。

エコテックは、再生可能エネルギーとの出会いにより、一人でも多くの方に自然エネルギーの
大切さを伝える企業に成長して参ります。また、再生可能エネルギーを用いて、閉鎖循環式陸
上エビ養殖に挑戦致します。

エコテック株式会社は皆さまに支え続けられ 13期目を迎えることが出来ました。
太陽光業界全体が氷河期にもかかわらず創業して以来連続増収増益を継続させていただいており
ます。住宅用太陽光発電システムの販売、蓄電池の販売に関しても目標値を上回り、産業用に関
しては過去最高の件数を設置する事ができました。これもひとえに皆様のお力添えあってのこと、
厚く御礼申し上げます。
これからも精進し、お客様第一主義をモットーに設置後のアフターメンテナンス、O＆Mに力を
注いで参ります。
また、エコテックは新しい挑戦をして参ります！今まで培ったノウハウを生かし再生可能エネル
ギーを利用した閉鎖循環式陸上エビ養殖事業に挑戦して参ります。これからの若い力が挑戦しや
すいよう、『きつい・汚い・危険』の 3Kから未来のある新事業を創造して参ります。
目指せ！Made in JAPAN 再生可能エネルギーで！

再生可能エネルギーで、食の安全安心を追及し、流通のパイオニアとして邁進して参ります。

ごあいさつ 企業理念

 社 名（商号）

創業

設立

代表者

資本金

従業員数

業種

事業内容

主要取引銀行

主要取引先

登録許可

事業所在地

エコテック株式会社 

1986年

2007年3月

掛水法美

2,000万円 

39名(2019年2月現在) 

環境事業　再生可能エネルギー事業

住宅用・産業用太陽光発電システムの販売・施工・管理

住宅設備（オール電化機器・キッチン・バスユニット）の販売・施工

設備工事・電気工事請負

閉鎖循環式陸上エビ養殖事業

愛知銀行・名古屋銀行・百五銀行・日本政策金融公庫

京セラ株式会社・中部電力株式会社・イオンリテール株式会社・株式会社セディナ

株式会社ジャックス・丸紅新電力株式会社　※順不同

電気工事業　愛知県知事届出 第150036号

特定建設業許可　愛知県知事許可(特-28) 第105968号

宅地建物取引業務　愛知県知事(1)第22775号 

本社/

沿革・歴史

1986年

　　

1990年

2003年

2004年

2005年

2007年

2009年

2011年

2012年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

通信事業会社テスコム株式会社創業

NTT民営化に伴いホームテレフォンの販売事業を開始

事業用ビジネスホン販売事業を開始

ドコモから小型携帯電話mova発売に伴い携帯電話の販売事業を開始

京セラコピー機、複合機の販売・保守事業を開始

住宅用太陽光発電システムの販売・保守・管理の事業を開始

オール電化の販売・施工開始

実績が認められ、京セラソーラーFCに加盟

京セラソーラーFC豊田店オープン

太陽光発電・オール電化事業を分離独立させるかたちでエコテック株式会社設立

代表取締役社長に掛水法美が就任

京セラソーラーFC名古屋栄店オープン

資本金１,000万円に増資

業務拡大につき豊田店移転リニューアル

産業用の太陽光発電システムの販売開始

宅地建物取引士による土地付き太陽光発電システムの販売を開始

資本金２,000万円に増資

グループ会社 合同会社MIRAI 設立

本社を名古屋市東区へ移転

移転に伴い「京セラソーラーFC名古屋栄」から「京セラソーラーFC名古屋東」へ変更

太陽光を活用した再生可能エネルギー事業として閉鎖循環式陸上エビ養殖事業を開始

会社概要

愛知県名古屋市東区葵3-15-31千種第3ビル2F　
TEL 052-937-2001　FAX 052-937-2003 

愛知県豊田市挙母町2-32
TEL 0565-36-4001　FAX 0565-36-4004 

名古屋東

豊 田

太陽光発電

基本理念

『お客様満足度 100％』

お客様に絶対に喜んでいただく！ ( 創業理念 )

行動理念

エコテックは、再生可能エネルギーを通じて、職業奉

仕に努め、社員一同初心を忘れず、O&Mの充実並び

に商品品質を向上させ、クリーンな日本を創造します。

福祉理念

エコテックは、社員一同やりがいのある環境、優遇を

創造させ、会社員の物心両面における幸せを追求する。

太陽光発電所売買

太陽光発電所の長期安定稼働は「メンテンナンス」が命。
エコテックでは、システムを熟知したチームで業務を行っ
ております。

O&M（オペレーションメンテナンス）

（一般住宅用 /産業用）

太陽光発電事業 15年の実績。
販売・設置・アフターメンテナンスまで自社一貫体制なので
災害や急なアクシデントなど、すぐにかけつけ対応します。

どこよりも早く高く現金化。
太陽光発電所の売却のことならエコテックへ。
お客様の大事な資産のご相談はお任せください。

エコテックは、再生可能エネルギーとの出会いにより
一人でも多くの方に自然エネルギーの大切さを伝える
企業に成長して参ります。

エコテック株式会社は皆さまに支え続けられ、こ

こまで企業活動を続けてくることができました。

太陽光業界全体が氷河期にもかかわらず創業して

以来連続増収増益を継続させていただいておりま

す。住宅用太陽光発電システムの販売、蓄電池の

販売に関しても目標値を上回り、産業用に関して

は過去最高の件数を設置する事ができました。こ

れもひとえに皆様のお力添えあってのこと、厚く

御礼申し上げます。

これからも精進し、お客様第一主義をモットーに

設置後のアフターメンテナンス、O＆Mに力を注

いで参ります。

ごあいさつ

企業理念

 社 名（商号）

創業

設立

代表者

資本金

従業員数

業種

事業内容

主要取引銀行

主要取引先

登録許可

事業所在地

エコテック株式会社 

1986年

2007年3月

掛水法美

2,000万円 

15名(2022年2月現在) 

環境事業　再生可能エネルギー事業

住宅用・産業用太陽光発電システムの販売・施工・管理

住宅設備（オール電化機器・キッチン・バスユニット）の販売・施工

設備工事・電気工事請負

愛知銀行・名古屋銀行・百五銀行・日本政策金融公庫

京セラ株式会社・中部電力株式会社・イオンリテール株式会社・株式会社セディナ

株式会社ジャックス・丸紅新電力株式会社　※順不同

電気工事業　愛知県知事届出 第150036号

特定建設業許可　愛知県知事許可(特-3) 第105968号

宅地建物取引業務　愛知県知事(1)第22775号 

沿革・歴史

1986年

　　

1990年

2003年

2004年

2005年

2007年

2009年

2011年

2012年

2015年

2016年

2017年

2018年

2022年

通信事業会社テスコム株式会社創業

NTT民営化に伴いホームテレフォンの販売事業を開始

事業用ビジネスホン販売事業を開始

ドコモから小型携帯電話mova発売に伴い携帯電話の販売事業を開始

京セラコピー機、複合機の販売・保守事業を開始

住宅用太陽光発電システムの販売・保守・管理の事業を開始

オール電化の販売・施工開始

実績が認められ、京セラソーラーFCに加盟

京セラソーラーFC豊田店オープン

太陽光発電・オール電化事業を分離独立させるかたちでエコテック株式会社設立

代表取締役社長に掛水法美が就任

京セラソーラーFC名古屋栄店オープン

資本金１,000万円に増資

業務拡大につき豊田店移転リニューアル

産業用の太陽光発電システムの販売開始

宅地建物取引士による土地付き太陽光発電システムの販売を開始

資本金２,000万円に増資

グループ会社 合同会社MIRAI 設立

本社を名古屋市東区葵へ移転

移転に伴い「京セラソーラーFC名古屋栄」から「京セラソーラーFC名古屋東」へ変更

本社を名古屋市東区泉へ移転

会社概要

愛知県名古屋市東区泉二丁目18-13　ケイティケイ高岳オフィス1F　
TEL 052-937-2001　FAX 052-937-2003 

エコテック株式会社

代表取締役　掛水　法美

エコテック株式会社

代表取締役　掛水　法美


