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佐渡市梅津 1kWあたり
あたり 1,143kWh/年
年
京セラ㈱製 規模 19.62kW 年間 22,435kWh
屋上架台取付 仰角約30°南西向
佐渡市赤泊 1kWあたり
あたり 1,096kWh/年
年
京セラ㈱製 規模 19.62kW 年間 21,511kWh
屋根取付 仰角約19°南東向

新発田市藤塚浜 1kWあたり
あたり941kWh/年
年
あたり
三洋電機㈱製 規模 10kW 年間 9,406kWh
陸上架台取付 仰角10°東南向

新潟市東区 1kWあたり
あたり1,098kWh/年
年
あたり
ｿ-ﾗｰﾌﾛﾝﾃｨｱ㈱製 規模 1,000kW 年間 1,097,890kWh
陸上架台取付 仰角 20°30° 南向

胎内市江上 1kWあたり
あたり533kWh/年
年
あたり
三菱電機㈱製 規模 30kW 年間 15,979kWh
屋上架台取付 仰角20°南向

出雲崎町 1kWあたり
あたり913kWh/年
年
あたり
シャープ㈱製 規模 7.56kW 年間 6,903kWh
屋根取付 仰角30°西向

聖籠町 1kWあたり
あたり725kWh/年
年
あたり
㈱東芝製 規模 50kW 年間 36,261kWh
屋根取付 仰角11.3°南西向

刈羽村大字割町 1kWあたり
あたり972kWh/年
年
あたり
京セラ㈱製 規模 10kW 年間 9, 719kWh
屋上架台取付 仰角32°南向

新潟市中央区 1kWあたり
あたり957kWh/年
年
あたり
京セラ㈱製 規模 50kW 年間 47,853kWh
屋上架台取付 仰角31°南東向

柏崎市中央町 1kWあたり
あたり1,028kWh/年
年
あたり
京セラ㈱製 規模 10kW 年間 10,282kWh
屋上架台取付 仰角30°南向

新潟市秋葉区 1kWhあたり
あたり1,122kWh/年
年
あたり
京セラ㈱製 規模 4.17kW 年間 4,677kWh
屋上架台取付 仰角30°南南東向

柏崎市米山町 1kWあたり
あたり681kWh/年
年
あたり
京セラ㈱製 規模 6.5kW 年間 4,424kWh
屋根取付 仰角17°南東向

三条市興野 1kWあたり
あたり801kWh/年
年
あたり
三菱電機㈱製 規模 30kW 年間 24,017kWh
屋根取付 仰角20°東向

十日町市宮中己 1kWあたり
あたり948kWh/年
年
あたり
シャープ㈱製 規模 10kW 年間 9,482kWh
屋根取付 仰角32°南東向

見附市反田町 1kWhあたり
あたり962kWh/年
年
あたり
三菱電機㈱製 規模 19.95kW 年間 19,190kWh
陸上架台取付 仰角33°南向

上越市大町 1kWあたり
あたり876kWh/年
年
あたり
三菱電機㈱製 規模 20kW 年間 17,512kWh
壁面取付 仰角27°南向

長岡市千手 1kWあたり
あたり1,154kWh/年
年
あたり
三洋電機㈱製 規模 10kW 年間 11,541kWh
屋上架台取付 仰角30°南向

糸魚川市大字青海 1kWあたり
あたり1,098kWh/年
年
あたり
三菱電機㈱製 規模 10kW 年間 10,979kWh
屋上架台取付 仰角30°南向

妙高市栄町 1kWあたり
あたり462kWh/年
年
あたり
太陽工業㈱製 規模 9.2kW 年間 4,248kWh
壁面取付 仰角90°南向

村上市坂町 1kWあたり
あたり890kWh/年
年
あたり
京セラ㈱製 規模 30kW 年間26,714kWh
屋上架台取付 仰角31°南西向

長岡市上富岡町 1kWあたり
あたり1,211kWh/年
年
あたり
京セラ㈱製 規模 35kW 年間 42,396kWh
屋上架台取付 仰角30°南向
南魚沼市六日町 1kWあたり
あたり767kWh/年
年
あたり
松下電器産業㈱製 規模 3kW 年間 2,302kWh
壁面取付 仰角90°東向

小千谷市片貝町 1kWhあたり
あたり1,001kWh/年
年
あたり
㈱ｴﾑ・ｴｽｹｲ 規模 5.8kW 年間5,805kWh
屋上架台取付 仰角20°南向

