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プレスリリース
2020 年 3 月 9 日
株式会社グッドフェローズ

次世代エネルギー業界最大級のプラットフォーム「タイナビシリーズ」を運営する
株式会社グッドフェローズが各運営サイトで No.1 を獲得しました。
日本マーケティングリサーチ機構調べ

太陽光発電・蓄電池を中心とした再生可能エネルギーWeb プラットフォーム「タイナビシリーズ」を
運営する株式会社グッドフェローズ(本社：東京都品川区、代表取締役：長尾 泰広)は、当社が運営す
る「スイッチビズ」「タイナビ」「タイナビ発電所」の 3 サイトが、日本マーケティングリサーチ機
構が電気料金比較サイト、太陽光発電・ソーラーパネル一括見積もりサイト、太陽光投資物件売買サ
イトについて 2020 年 2 月に実施したインターネット調査において、合計 9 部門で第 1 位を獲得した
ことをお知らせいたします。
【スイッチビズ】https://www.tainavi-biz.com/

・経営者が勧めたい法人向け電気料金比較サイト No.1
・総務が選ぶ手間なく切り替えられる法人向け電気料金比較サイト No.1
・法人部門電気料金削減額満足度 No.1
法人向け電力会社切り替えの一括見積りやサポートを依頼できます。オフィスビル、工場、商業施設
などの法人の電気料金は、新電力への切り替えにより大幅に削減できます。新電力に興味はあるがど
この電力会社が良いか分からない、という方は比較サイト使って検討するのがおススメです。スイッ
チビズは、業界最大級の提携電力会社数を誇る、高圧電気料金一括見積もりサイトです。各社の見積
もりも一覧で見やすくしているので、大変わかりやすく、切り替えまでの手間がかかりません。
そして、経験豊富な電力コンサルタントが切り替えが完了するまですべて無料サポートいたしますの
で、安心して見積り依頼ができます。

【タイナビ】https://www.tainavi.com/

・安心して利用しやすいサイト No.1
・利用して良かったユーザー満足度 No.1
・見積もり価格満足度 No.1
タイナビを利用すると太陽光発電・蓄電池の導入費用の見積もり金額をを比較する事ができます。
お住まいの情報を簡易フォームに入力するだけで、タイナビ厳選の複数社に対して、太陽光発電見積
もりを無料で一括依頼することができます。1 分程度で依頼ができるので、お電話での登録などを一切
必要としない便利なサイトです。導入費用はいくらかかるのか、アフターフォローがしっかりしてい
る会社はどこなのか、このような疑問や悩みを解消する一番の近道となるサイトです。
【タイナビ発電所】https://www.tainavi-pp.com/

・売買サポート満足度が高い太陽光投資物件売買サイト No.1
・投資未経験者が始めやすい太陽光投資物件売買サイト No.1
・投資家がお勧めする太陽光投資物件サイト No.1
日本国内における“太陽光発電”投資家の 10 人に 1 人（国内トップシェア）がタイナビシリーズの会員
です。タイナビ発電所の会員になると市場に出回る前の非公開物件の提案を受ける事ができ、投資家
様の様々なニーズに合った新規物件情報をリアルタイムで入手する事が可能です。サイトからの問い
合わせだけでなく、個別相談・セミナーなども全国で対応しており、投資未経験者の方でも気軽に購
入相談ができます。また、購入だけでなく売却の相談窓口も開設している為に発電所の売却を検討す
る際に買い手探しの売却仲介サービスの依頼も可能です。

■調査概要
調査企画：日本マーケティングリサーチ機構
調査概要：2020 年 2 月期_ブランドのイメージ調査
■取得キーワード
①経営者が勧めたい法人向け電気料金比較サイト No.1
②総務が選ぶ手間なく切り替えられる法人向け電気料金比較サイト No.1
③法人部門電気料金削減額満足度 No.1
④安心して利用しやすいサイト No.1
⑤利用して良かったユーザー満足度 No.1
⑥見積もり価格満足度 No.1
⑦売買サポート満足度が高い太陽光投資物件売買サイト No.1
⑧投資未経験者が始めやすい太陽光投資物件売買サイト No.1
⑨投資家がお勧めする太陽光投資物件サイト No.1
■比較対象企業選定条件
①②③競合選定条件：「電気料金 比較サイト」上位 7 サイト
④⑤⑥競合選定条件：「太陽光発電・ソーラーパネル 一括見積もり」で検索上位 9 サイト
⑦⑧⑨競合選定条件：「太陽光投資物件売買サイト」上位 9 サイト
■回答者条件①
業種：事業主・社長・取締役など経営層
性別：男女
年代：男性 30 代,男性 40 代,男性 50 代,男性 60 代以上,女性 20 代,女性 30 代,女性 40 代
所在地:宮城県,山形県,群馬県,東京都,新潟県,長野県,大阪府,兵庫県,広島県,香川県,佐賀県,熊本県
備考：n=196
■回答者条件②
職業職種:エステティシャン,セラピスト,配送ドライバー,コールセンター業界関係者,エンジニア,ファ
ッション業界関連・小売り等含む,医師,食品業界関係者,バイオ（研究職）業界関連
職務:WEB 関連担当,総務担当,その他
性別:男女
年齢:男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,男性 50 代,男性 60 代以上,女性 20 代,女性 30 代,女性 40 代,女
性 50 代
所在地:宮城県,山形県,群馬県,埼玉県,東京都,神奈川県,富山県,福井県,長野県,岐阜県,三重県,滋賀県,鳥
取県,島根県,高知県,福岡県,佐賀県
備考：n 数=101
■回答者条件③
職業職種:エステティシャン,セラピスト,食品業界関係者
性別:男女
年齢男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,女性 40 代,女性 60 代以上
所在地:北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈
川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,静岡県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山
県,岡山県,広島県,香川県,高知県,福岡県,熊本県,大分県,沖縄県

備考：n 数=195
■回答者条件④
職業職種:エステティシャン,運送業界,配送ドライバー,医師,介護士
性別:男女
年齢:男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,女性 30 代,女性 50 代
所在地:北海道,岩手県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,富山県,山梨県,長野県,三重県,京
都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,岡山県,広島県,徳島県,愛媛県,福岡県,熊本県,大分県,沖縄県
備考：n 数=101
■回答者条件⑤
職業職種:エステティシャン,セラピスト,配送ドライバー,介護士
性別:男女
年齢:男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,男性 50 代,女性 20 代,女性 30 代,女性 40 代,女性 50 代
所在地:北海道,青森県,岩手県,秋田県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,福
井県,長野県,静岡県,滋賀県,大阪府,奈良県,和歌山県,愛媛県,高知県,福岡県,熊本県,大分県,鹿児島県
備考：n 数=134
■回答者条件⑥
職業職種:エステティシャン,セラピスト,配送ドライバー,介護士
性別:男女
年齢:男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,男性 50 代,女性 20 代,女性 30 代,女性 40 代,女性 50 代
所在地:北海道,青森県,岩手県,秋田県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,福
井県,長野県,静岡県,滋賀県,大阪府,奈良県,和歌山県,愛媛県,高知県,福岡県,熊本県,大分県,鹿児島県
備考：n 数=134
■回答者条件⑦
職業職種:エステティシャン,セラピスト,運送業界,配送ドライバー,コールセンター業界関係者,医師,食
品業界関係者
性別:男女
年齢:男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,男性 50 代,女性 30 代,女性 50 代,女性 60 代以上
所在地:北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈
川県,福井県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取
県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,宮崎県,鹿児島県,
沖縄県
備考：n 数=338
■回答者条件⑧
職業職種:エステティシャン,配送ドライバー,タクシー運転手,コールセンター業界関係者,医師,歯科関
係者,介護士,食品業界関係者
投資経験:したことはない
性別:男女
年齢:男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,男性 60 代以上,女性 30 代,女性 50 代
所在地:栃木県,群馬県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三
重県,滋賀県,大阪府,奈良県,和歌山県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,愛媛県,高知県,福岡県,熊本県

備考：n 数=223
■回答者条件⑨
職業職種:エステティシャン,セラピスト,運送業界,配送ドライバー,コールセンター業界関係者,医師,食
品業界関係者
投資経験:したことがある
性別:男女
年齢:男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,男性 50 代,女性 30 代,女性 50 代,女性 60 代以上
所在地:北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,茨城県,栃木県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,長
野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県,岡山県,広島県,香川
県,福岡県,佐賀県,長崎県,沖縄県
備考：n 数=135
調査会社：日本マーケティングリサーチ機構
所在地 ：東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 28 階
事業内容 ：マーケティングリサーチ事業
MAIL :info@jmro.co.jp
URL ：http://jmro.co.jp/
■会社概要
名称 ： 株式会社グッドフェローズ
所在地： 東京都品川区西五反田 7-17-3 五反田第二長岡ビル 3 階
代表者： 代表取締役 長尾 泰広
URL ： https://www.goodfellows.co.jp/

【本件に関する取材のお問い合せ】
株式会社グッドフェローズ
広報部： 小野原

Mail

TEL

： 03-6420-0515

FAX

： 03-6420-0516

： info@goodfellows.co.jp

プレスリリース詳細：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000329.000033417.html
画像ダウンロード URL：
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=33417&releas
e_id=329

