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＜太陽光発電とは＞

太陽光発電とは、太陽電池が太陽の光をエネル
ギーに変換するシステムです。

太陽電池（太陽光パネル）を設置し、そこで発電し
たエネルギーを、パワーコンディショナーで、家庭
用電化製品で使用できるように、交流電気に変換
します。その変換した電気を家庭内で使用する仕
組みです。

売電
昼間

発電した電気が余った場合

買電
雨天等

雨天等により発電量が足りない場合

買電
夜間

夜間で発電が全くされない場合

＜電気料金を大幅削減＞

太陽光発電が発電した電気を使用することによって、
電気代を削減することができます。晴天の昼間では、
太陽光発電で発電した電気が余れば、電力会社に
売電することができます。買取価格も2009年11月よ
り48円/kwとなりました。太陽光発電の発電量や、

家庭内で使用する電力量などはモニターを付けるこ
とにより、チェックすることができます。家族で節約
すれば、光熱費を大幅に削減することができます。



なぜ太陽光発電の時代なの？

クリーンなエネルギー
太陽光発電の最大のメリットは、エネルギー源がクリーンなエネルギーを使用することにあります。しかも無料で。石油
などの燃料を使用する発電は、資源を枯渇させるばかりか、発電時にCO２（二酸化炭素）や、Soｘ（硫黄酸化物）、Noｘ
（窒素酸化物）などの大気汚染や、地球温暖化の起因となるような原因を作っております。太陽光発電では、地球温
暖化防止にも大きく貢献します。

補助金などの利用が可能
現在、地球温暖化防止に向けて、国策としてクリーンエネルギーの普及に努めています。そのクリーンエネルギーの
代表格である太陽光発電は、国、そして地方自治体からの様々な補助金を利用して、設置することができます。
また太陽光発電の余剰電力は、電力会社に売電することができます。その売電価格も2009年11月よりそれまでの
24円から、48円／ｋｗと値上がりしました。

メンテナンスが容易
太陽光発電は他の電化製品に比べ、メンテナンスも簡単です。通常使用している限り、ほとんどメンテナンスする
必要はありません。またシステムの寿命も比較的長く、太陽光電池の寿命はほとんどのメーカーで20年以上とされ
ています。
ただし、メンテナンスは容易でありますが、絶対壊れないものではありません。万一のためにメンテナンスをしてくれ
る施工業者を選びましょう。

災害に強い！停電時でも発電する
万一、地震や台風などにより、ライフラインが長時間ストップしてしまっても、太陽が出ている状態であれば、発電を
続けます。停電になった場合、パワーコンディショナーにある、非常時用のコンセントから電力の供給を受けることが
できます。テレビやラジオ、携帯電話の充電などに使用することができます。



太 陽 光 発 電 シ ス テ ム の 全 体

太陽光発電は以下のように構成されます。



太陽光発電を設置する際、現在国と市町村から補助金を受けることができます。これら
の補助金を上手に活用することで、太陽光発電設置に関する初期投資を大幅に削減す
ることができます。

国の太陽光発電システム設置補助金

※住宅に太陽光発電を設置する際、国からの補助金
を受けることができます。平成２２年度現在も、補助金
は継続されていますが、予算がなくなれば、補助金を
受けることができません。現在補助金を受けることがで
きるのかどうか、確認が必要です。

太陽光発電システムの出力１kw当り

ただし工事費用を含む設置価格が６５万円/kw以下のもの

例：４kwの太陽光発電システムを設置する場合

補助金 ７万円×４kw＝２８万円が得られます
ただし、太陽光発電の設置費用が

工事費６５万円×設置する大きさ４kw＝２６０万円
以下でないと補助金が受けられません

国の補助金の詳細は こちらへ

http://www.j-pec.or.jp/


国の補助金以外にも、各市町村でも補助金を支給しているところが多くあります。

各市町村によって補助金の制度が異なります。また国の補助金同様に、予算が限られていま
すので、本当に補助金を受けることができるか、確認が必要です。

市町村名 補助金名称 補助金額

長野市 H22年度長野市太陽光発電システム普及促進事業補助金 4kw以下は3万円/ｋｗ 4kw超は7万円/ｋｗ 上限額個人33万円 法人54万円

松本市 H22年度住宅用太陽光発電システム設置補助金 3万円/ｋｗ 上限12万円

飯田市 H22年度太陽光発電システム設置奨励金制度 7万円/ｋｗ 上限額20万円

諏訪市 H22年度 住宅用太陽光発電システム設置補助金 3万円/ｋｗ 上限9万円

佐久市 佐久市太陽光発電システム普及促進事業補助金（H22年度） 5万円/ｋｗ 上限20万円

伊那市 伊那市住宅用太陽光発電システム設置補助金 3万円/ｋｗ 上限15万円 賃貸の場合も所有者の承諾が得られれば可

上田市 新エネルギー活用施設設置費補助制度（H22年度） 2.6万円/ｋｗ 上限額10.4万円 賃貸の場合も所有者の承諾が得られれば可

安曇野市 太陽光g発電システム設置補助金（H22年度） 4万円/ｋｗ 上限16万円

須坂市 須坂市新エネルギー導入設備設置費補助金 1万円/ｋｗ 上限5万円

中野市 中野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金（H22年度） 3万円/ｋｗ 上限15万円

大町市 H22年度太陽光発電システム補助金 3万円/ｋｗ 上限15万円

岡谷市 太陽光発電システム設置補助金－地球にやさしい暮らし応援補
助金―（H22年度）

4万円/ｋｗ 上限15万円

茅野市 H22年度茅野市太陽光発電システム設置補助金 設置費用の10％補助 上限20万円

塩尻市 塩尻市新エネルギー設備設置費補助金（H22年度） 3.5万円/ｋｗ 上限15万円

駒ヶ根市 住宅用太陽光発電システム設置補助（H22年度） 5万円/ｋｗ 上限 10kw未満の場合25万円 10kw以上の場合10万円

東御市 住宅用太陽光発電システム設置補助事業（H22年度） 3万円/ｋｗ 上限15万円



市町村名 補助金名称 補助金額

阿南町 太陽光発電システム設置費補助金（H２２年度） 3万円/ｋｗ 上限12万円

松川町 住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 3万円/ｋｗ 上限12万円

高森町 高森町住宅用太陽光発電システム設置補助金 2万円/ｋｗ 上限10万円

下條村 一般家庭用太陽光発電システム設置補助制度（H22年度） 5万円/ｋｗ 上限20万円

阿智村 阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金 5万円/ｋｗ 上限20万円

喬木村 喬木村住宅用太陽光発電システム設置補助金（H22年度） 3万円/ｋｗ 上限10万円

豊丘村 豊丘村太陽光発電システム設置補助金（HJ22年度） 5万円/ｋｗ 上限30万円

箕輪町 箕輪町新エネルギー有効活用事業補助金（H22年度） 3.5万円/ｋｗ 上限14万円

辰野町 太陽光発電システム設置補助金制度 3.5万円/ｋｗ 上限14万円

南箕輪村 住宅用新エネルギー施設設置補助金（H22年度） 3万円/ｋｗ 上限15万円

宮田村 住宅用太陽光発電システム設置補助金（H22年度） 3万円/ｋｗ 上限10.5万円

御代田町 御代田町新エネルギー導入奨励金 3万円/ｋｗ 上限10万円

軽井沢町 住宅用太陽光発電システム導入促進事業補助金 10万円/ｋｗ 上限40万円

佐久穂町 佐久穂町太陽光発電システム設置補助金（H22年度） 7万円/ｋｗ 上限30万円

富士見町 太陽光発電システム設置補助金（H22年度） 5万円/ｋｗ 上限20万円

山形村 山形村新エネルギー普及促進事業補助金 3万円/ｋｗ 上限12万円 補助予算200万円

朝日村 太陽光発電システム等設置補助金 5万円/ｋｗ 上限20万円

木曽町 H22年度木曽町新エネルギー普及促進事業補助金 3万円/ｋｗ 上限15万円 補助予定件数20件

長和町 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金制度 3万円/ｋｗ 上限15万円

高山村 住宅用太陽光発電システム設置補助金制度（H22年度） 7万円/ｋｗ 上限35万円

池田町 池田町住宅用太陽光発電システム設置補助金（H22年度） 3万円/ｋｗ 上限10万円

坂城町 住宅用太陽発電システム設置事業補助金（H22年度） 1.5万円/ｋｗ 上限7.5万円

青木村 青木村住宅用太陽光発電導入補助金事業 国の補助額1/3 上限は23万円まで）



補助金はあくまで目安です。 設置条件などによっては、補助を受けられなかったり、補助が減額されたりす
る場合があります。
また補助金によっては、予算限度額があり、定員に達すると、受付が終了する場合があります。
補助の詳細については、必ず各行政窓口で確認する必要があります。

団体名 補助・助成金名

国
住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業7万円 上限10kw まで

280,000円（4kw×70,000円）

県 現在のところ支給を受けられる補助事業はありません

松本市
住宅用太陽光発電システム補助制度3万円/kW、上限12万円 まで

120,000円（4kW × 30,000円）

合計 補助金を受けることができる金額 400,000円！

太陽光発電の新たな買取制度 （２００９年11月スタート）

住宅用

太陽光発電設備能力 太陽光発電のみ その他発電設備と併用

10kw未満 48.00円 39.00円

10kw以上 24.00円 20.00円

現在設置するとこの買取価格は10年

間継続が保証されています。しかし太
陽光の普及が進み、太陽光発電のシ
ステム価格が低下すると、この買取価
格も一緒に低下していくことになります。



もっとも古くから使われていている太陽電池。変換効率が高いのが
特徴であるが、シリコンを多く使うため高価なものになる。近年は安価な
多結晶シリコン型に押されていたが、性能が高いこともあり、シェアを
拡大してきている。
メーカー：サンヨー、東芝、シャープ、長州産業

結集系の太陽電池の一種。シリコン単結晶インゴットの端材などを利
用した多結晶シリコンから製造される。シリコンの使用量が尐量である
ため安価にすることができるが、変換効率が単結晶と比較して落ちる。
ここ数年の売れ筋は、安価で設置することができるということで、この多
結晶シリコン型である。
メーカー：シャープ、三菱電機、京セラ、フジプレ、カナディアンソーラー



シリコンの膜をガラス基板などに蒸着させて製造する太陽電池。シリコ
ンの使用量は結晶型に比べて1/100程度。そのため低コストで生産で

きる。変換効率が結晶型太陽電池と比べ劣るが、太陽電池はモ
ジュール表面温度が上がると出力が低下するという性質があるが、薄
膜シリコン型太陽電池は、高温環境下でも出力が落ちにくく、特に温
暖な地域を中心としてメガソーラーなどで使用されている。

基盤としては、ガラスの他にステンレスやフィルムなどを利用すること
ができる。電卓の太陽光電池は、この薄膜シリコン型を使用している。
メーカー：カネカ、シャープ、サンヨー

シリコンを使わない太陽電池。銅、イリジウム、セレン、ガリウムなどを
使用するＣＩＳ系が主流である。化学物質規制強化の動きに、あまり
広まっていない。安価な製品である。国内ではそれまでの低い変換
効率を改善しようとして、開発がすすめられている。
メーカー：ソーラーフロンティア（旧昭和シェルソーラー）、

ホンダソルテック



メ ー カ ー 特 徴

世界最高水準を誇るＨＩＴの取扱い ハイブリッド太陽光（単結晶＋アモルファス）

大変発電効率が高い ＳＡＮＹＯブランド廃止 ＨＩＴはパナソニックと長州産業出取扱いを
継続する

発電効率の高い太陽光 単結晶 わずかな光でも発電する。
北杜市のＮＴＴの太陽光研究施設で、主要メーカーの中で一番発電量が高かった。

世界最高水準のパネルの貼合技術がある国内メーカー。多結晶パネルを用いて比較的
安価で太陽光パネルを設置することができる。

台形やハーフモジュールなどラインナップが豊富で、寄棟屋根でもたっぷり設置することが
できる。パワコンの電力変換効率№１。主は多結晶パネルを取り扱うが、単結晶パネルを
発売し、力を入れている。

ＨＩＴの取扱いを行う。自社製品もある。またＷソーラーとして太陽光発電の他に、太陽熱を
利用した給湯設備も設置することができる。灯油による給湯を行っている家庭などでは最
適である。

比較的小さな細長いパネルを組み合わせ、寄棟屋根などにもたっぷり設置することができ
るＳＡＭＵＲＡＩシリーズがある。デザイン性に優れている。

カナダで№１の販売実績。モジュールの25年の出力保証（８０％）がある。多結晶パネルで、
安価な製品。
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オール電化とは、それまでのガスや灯油を利用した給湯設備、調理器具をやめ、全
て電気を使用する器具に変更することを言います。また太陽光発電を合わせて設置
することにより、クリーンで快適、環境に優しく経済的になります。

オール電化の魅力には 環境性、経済性、快適・安心性の3つがあります。
環境性：クリーンなエネルギーを活用し、低炭素社会の実現につながります
経済性：ガスや電気の基本料金を一本化 高い省エネ効率で光熱費削減。
快適・安心性：火を使わないのでクリーンで快適、そして高い安全性。

太陽光発電を設置することで、さらに昼間の電気代を大幅に削減することがで
き、また発電した電気が余れば、売電することができ、光熱費削減は勿論です
が、売電して得た収入は貯蓄の方へ回すことも可能になります。



ＩＨクッキングヒーターの良いところ、悪いところ

良いところ 悪いところ

・火事の不安がない（衣服に着火す
ることは無い）
・火力が強くスピーディ
・油の飛び跳ねがほとんどない
・お掃除の手間が尐ない
・スペースの有効活用ができる
・揚げもの温度管理が容易
・やけどの心配がない
・ガスの残量など気にしなくてよい

・機器が高価である
・使用できる調理器具が限られる
・電磁波が出る
・停電になったら使えない

身近な電化製品における電磁波量

電磁波ＩＨヒーターのみならず、様々な電
気器具においても同様に、電磁波を発
生します。

種類 電磁波量 単位：ｍＧ（ミリガウス）

携帯電話 0.1～1400

電子レンジ 46.3～1426

パソコン 0.1～35

ＴＶ 2.3～111

ＩＨクッキングヒーター 144～328

ホットカーペット 217～233

電気毛布 251

http://www.toshiba.co.jp/living/ih_cooking/bhp_v731s/
http://www.toshiba.co.jp/living/ih_cooking/uhp_m321/


エコキュートの良いところ、悪いところ

良いところ 悪いところ

・火事の不安がない
・深夜電力との併用で経済的
・地球に優しい
・灯油・ガスの残量を気にしない
・非常用水として使える
・音が静かで気にならない
・待たずに素早く給湯

・機器が高価である
・スペースが必要
・停電になったら使えない
・大量給湯ができない
・給湯残量が気になる



電 気
Ｅプラン

電気Ｅプラン
10ｋＶＡ

25,200円

1年間で約13,200円お得！
（ひと月約1,100円 ）

オールン電化の基本料金

電 気
従量電灯Ｂ

ガ ス
基本料金

電気従量電灯Ｂ
50アンペア
16,380円

ガス料金表Ｂ
22,050円

合計基本料金
38,430円

電気・ガス併用の基本料金（年額）
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エコキュート ガス給湯

１年間
57,700円

1年間で
14,000円

1年で
43700円お得！

1年間の給湯費比較
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＜中部電力オール電化ＨＰより＞



補助金が入金されないけど…？
思ったほど発電しないけど…？

保証制度って何？
隣のお宅は売電金額が多いのだけど…？

故障したけどどこに電話すればいいかしら…？
雨漏りが起きているのかしら？

太陽光発電は、20年から30年くらいは使用できる製品です。電化
製品のように簡単に考えていませんか？

長期間使用するものなので、しっかり考えて、購入しましょう！



補助金の申請は複雑かつ煩雑です。国へ提出する書類、各市町村へ提出する書類など様々
です。また申請書類には、施工店や電気工事店が記入する部分もあり、簡単には終わりませ
ん。書類に不備があると、補助金が受給できなくなってしまいます。

また補助金の受給を受ける場合、工事期間などに制約があり、それを守らない場合、補助金
の受給許可が取り消される場合もあります。

また補助金は予算があってこそ成り立つものです。補助金の予算を全て使い果たしてしまう
と、支給対象期間内であっても、補助金を受給できなくなってしまいます。本当に補助金を受給
できるのか、確認が必要です。

太陽光に関する補助金は、大きな金額になります。確実に受給を受けるために、信頼のおける
販売店で申請してもらうことをお勧めします。

補助金申請等はアスピアにお任せ

煩わしい国や、市町村への補助金の申請、電力会社への
申請などは、アスピアにお任せください。



太陽光発電システムは、メンテナンスフリーとよく言われます。実際に、太陽光パネルは、特に
手入れなど行う必要はありません。手入れもなく何年も発電を続けてくれます。しかし、太陽光
発電システムは住宅設備と同じで、故障することはあります。実際に太陽光パネルを設置した
家庭で、設置して１３年以内で３０％以上の家庭で、故障などの何らかのトラブルが発生してい
るといわれています。

各メーカーも太陽光パネルは２０年くらい、他の機器は１０年程度の耐用年数がある部材で
作られておりますが、時折その耐用年数を持たずして故障してしまうことがあります。

その場合はメーカーのお客様窓口に電話する方法もありますが、時間がかかってしまうこと
がありますので、施工店に連絡するようにしましょう。施工店に来てもらい、実際にどこが悪い
のか、どうして起きてしまったのかを確認してもらいましょう。

アフターメンテナンスもお任せください

アスピアは地元に根差した建設会社です。いざという時に
安心できる会社にお任せください。どんな些細なことでもか
まいませんので、ご連絡いただければご訪問させていただ
きます。



太陽光パネルを設置する場合、屋根に太陽光パネルを設置する
ための金具を取り付けます。そのためには、瓦をはがしたり、屋根
に穴をあけて、ビスを取り付けたりします。また何十年も何百キロ
のパネルを固定することになりますので、風雨や経年などで
雨漏りのリスクが高くなります。
施工する際に防水、止水に関する処置を確実に施工しなければ
なりません。
太陽光発電システムを選ぶときは、メーカーを選ぶ以上に、安心
して施工を依頼できる会社を選ぶようにしてください。

安心施工のアスピアへお任せください

アスピアは、大型公共工事から住宅新築工事、そして住宅リフォーム
工事まで行っております。いわば建築のプロの集団であります。細心
の注意を払って、確実な施工を行います。安心してアスピアにご用命く
ださい。



太陽光発電システムは通常、どのメーカーも10年間の出力保証期間を設定しています。メー
カーによっては20年、25年の出力保証を出しているところもあります。この出力保証は公称
最大出力に対して、公差範囲内の最大許容値の１０％以上（25年保証は20％以上）低下した

場合などに、故障したものとして修理・交換等の対応をしてくれることになります。この保証制
度に入るためには、各メーカーより認定された施工店で、メーカー指定の材料や指定された
施工方法で工事をしないと、メーカーの保証を受けることはできません。太陽光発電システム
の工事を依頼する場合、必ず認定された会社（IDを持った会社）が工事していることを確認す
る必要があります。
出力保証の他に、各機器の保証期間があります。それは1年です。これは通常の電化製品
を購入した時と同じものです。各保証の詳細は、各メーカーに確認をとってください。

なお、上記のメーカーによるものは、システムの故障や、出力低下の保証になりますが、施
工の保証はついていません。設置した工事が原因で、雨漏りが発生したり、太陽光パネルが
落下してしまったなどは、メーカーは保証してくれません。施工会社に施工保証があるかどう
かの確認を取りましょう。

アスピアは各メーカーのＩＤを取得しています

アスピアは各メーカーのＩＤを取得しています。メーカー保証も確実に受
けることができますので、安心してお任せください。



太陽光発電のパネルの発電量は、標準の値（太陽光1000W/㎡ AM1.5 温度25度）で発電す

る量で決まっています。温度が上がれば、発電量が減尐してしまいますし、空気中の浮遊物の
量、太陽光パネルへの太陽光の入射角などによって、発電量が変化してしまいます。またパ
ワーコンディショナーで直流から交流へ変換する場合にも、ロスが発生してしまいます。

また突然発電量が尐なくなってしまったら、パネルに影がかかっていないか、鳥の糞などが付
いていないか確認してください。影などがない場合は、故障も考えられますので、施工店に連
絡してください。

195W ＋ 195W ＋ 195W ＋ 195W ＋ 195W ＋ 195W  1170W

通常太陽光は何枚かのパネルと直列でつながっています

195W ＋ 195W ＋ 195W ＋ 195W ＋ 0W ＋ 0W  ほとんど発電しません

195W×6 1170Wの計算になります

195W×4 780W とはならず、影になったと
ころが抵抗になってしまいます

直列でつながった何枚かに影がかかると

何でもご相談ください

どんな些細な疑問でも、何なりとご相談ください。



太陽光発電システムで発電した電力が、家庭内で使用した電力を上回った場合、その余剰
電力を電力会社へ販売することができます。
余剰電力を販売することを売電と言います。その売電金額が、2009年11月より1kwhあたり、
４８円となりました。通常電力会社から購入する金額が22.52円（中部電力従量電灯Bより）で

ありますから、買う電力よりも倍近い価格で売ることができます。この売電価格は、電力会社
からの請求書と一緒に、「太陽光等受給電力量のお知らせ」という形で、どれくらいの電力量
が販売され、いくらに入金するかをお知らせしてくれます。当然請求書に記載されている買電
価格よりも、売電価格の方が上回っていれば、太陽光発電にしたことによるメリットが出たと
いうことになります。

この売電価格を左右するものとして、様々な起因する要因があります。
①太陽光発電パネルの種類（単結晶や多結晶、アモルファスなど）
→パネルには多くの種類があり、種類によって発電効率が大きく変わります。一般的に多結晶よりも単結晶の
方が発電効率が良いといわれています。

②太陽光発電パネルの設置数（発電能力）
→パネルの設置数（発電能力）が多ければ、発電する量が多くなります。

③パネルの設置方向
→屋根の向きによって太陽光パネルを設置する向きが決まります。同じパネルであっても、南面に設置した
ものが一番発電量が多く、南面での発電量を１００とした場合、東西面では８４、北面では６６となります。
東西面は設置しても問題はありませんが、北面への設置はお勧めしません。

④パネルの設置角度
→太陽光パネルの設置する角度でも発電効率が変わります。３０度を１００とすると、２０度で９８となります。



太陽光パネルの設置内容だけでも大きく変わります。またもっと売電価格
が変わってくるのが、家庭内の電気の使い方になります。自分では電気を
使っていないと思っていても、電化製品の老朽化、たこ足配線、待機電力な
どで、意外と電力を使っているものです。 太陽光発電システムで、電力使用
モニターを設置すると、実際にどれくらいの電力を使用しているのか、そして
どれくらいの発電量があって、どれくらいの売電が行えているかわかります。
モニターチェックを行って、電気使用量の節約をしましょう！



「うちは実際に設置できるの？」
「設置費用は？」
「どれくらいの発電するの？」
「販売がしつこいのでは？」

現地調査では、屋根の形状、設置の可否、発電の障害になるような影の有無、室内の配電盤などを確認させ
ていただきます。

太陽光発電は、住居のタイプ、向き、周辺環境など、様々な条件を考慮した上で設置し
ます。また現在販売されている太陽光パネルには形状や、発電効率など様々な種類が
あります。お客様一人ひとりに合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
まずは、お客様のお宅をご確認させていただいてから、ご提案させていただきます。

現地を確認させていただき、ご提案させていただきます

当社は、地域に信頼される会社を目指しております。そのため、「しつこい売り込み」
「アポイントなしの訪問」「強要するような勧誘」「見積料の要求」などは行いません。
「とりあえず見積りだけでもいいですか？」「相見積りでもいいですか？」
「他社の見積りですが見てもらえますか？」など、どんなことも出もかまいませんので、
お気軽にご連絡ください。



アスピアでは、太陽光発電のメリット以外にも、デメリットも
しっかりお話します。

また複数のメーカーを取り扱っていますので、各メーカー
の良いところ、悪いところもしっかりお話しさせていただき
ます。

長い期間、利用していただくものですので、お客様には
しっかりと太陽光のことを理解していただいてから、設置を
決めていただきたいと思っております。

良いものを正しく設置して、賢いエコ生活ができるよう、
私たちアスピアがお手伝いさせていただきます。

お見積、現地調査を行います。お気軽にお問合せください。

０１２０-３２-８５４５

良いものを良い品質で、信頼できる会社が提供します！

設置前に先ずは相談を

無料で見積り、現地調査、シュミレー
ションいたします

無料相談
随時開催

相談・シュミレーション・見積りは
こちらから▲


