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エコなくらしを、私らしく。

アンケートに答えて、寒い季節にうれしい
GOOD GOODSを抽選で当てよう！

東京都港区港南５-４-30
コムシス品川港南ビル5階
株式会社日本エコシステム

郵 便 は が き

料金受取人払郵便

高輪局承認 （受取人）
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パナソニック製 シャープ製

コードレス
スティック
掃除機3名様

賞

『エコらしく』2019年1月号
応募＆アンケート係 宛

1.5kgの軽さで、床だけじゃな
くホコリが気になる高所でも
楽に使える掃除機です。 『フル
パワーモード』や音とパワーを
抑える『スタート時「弱」モー
ド』など快適・便利な運転モー
ドでもっとお掃除がしたくな
る１台。

5名様
軽くて高機能な掃除機で、
毎日のお掃除もラクラク！

賞

◎ウインターわくわくプレゼント！

特集

つくった電気をためる、
次のスマートライフへ

蓄電池ユーザー様のエコライフをご紹介

みんなのエコトピ

蓄電池特価フェア実施中
コンパクトタイプから大容量タイプまで！

停電時・災害時 簡易マニュアル
「もしもの時」に備えて今すぐご確認を！

本社
〒108-0075
東京都港区港南5丁目4番30号
コムシス品川港南ビル5階
TEL：03-6863-9222（代表）
FAX：03-6863-9224
首都圏事業所
〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-8-3
コムシス浦安ビル3F
TEL：047-382-3051
FAX：047-382-3052
名古屋事業所
〒458-0847
愛知県名古屋市緑区浦里5-142
TEL：052-626-1030
FAX：052-626-1031
大阪事業所
〒537-0022
大阪府大阪市東成区中本2丁目5-45
日本コムシス森之宮ビル2F
TEL：06-7668-0444
FAX：06-7668-0445
福岡事業所
〒810-0067
福岡県福岡市中央区伊崎3-20
TEL：092-736-8850
FAX：092-736-8851

札幌オフィス
〒006-0859
北海道札幌市手稲区手稲星置181-1
TEL：011-694-5300
FAX：011-694-5301
仙台テクノステーション
〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町7-1-18-101
TEL：022-380-1028
FAX：022-380-1029
北関東テクノステーション
〒337-0003
埼玉県さいたま市見沼区深作2-4-15
南関東テクノステーション
〒223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽町2655-1
※北関東、南関東エリアのお客様は
　首都圏事業所へお問い合わせください。

広島テクノステーション
〒731-0138
広島県広島市安佐南区祇園3-46-7 
TEL：082-850-0250 
FAX：082-850-0270

お客様の近くで、いつでも安心サポート

日本エコシステムの事業所ご紹介

弊社では個人情報の取り扱いについて「個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、該当するキャンペー
ンに関わる業務に利用いたします。 なお、ご記入いただいた情報から、お客様へ弊社より太陽光発電・蓄電池システムを
中心とした環境保全型商品及びサービスについてのご案内をさせていただくことがございます。 また、ご記入いただい
た情報から個人情報を抜いた集計内容を本冊子や当社制作物に利用させていただきます。

ご契約者様名

最下部の個人情報の取り扱いに同意する　　 □

ご契約者様の
生年月日

ご自宅の
電話番号

住所

西暦　　　　　   年　　　　　 月　　　　　 日

（　　　　　　）　　　　　　　ー

メール
アドレス @

〒

お問い合わせ 0120-389-440
（受付時間 9：30～18：15）

あなたのエコライフを支える、
日エコスタッフたち

新年のご挨拶

日エコface

ウインターわくわくプレゼント！
ご応募期間

2/4まで
2019年

（当日消印有効）
添付のアンケートハガキでも、

Webサイトからも
ご応募できます。

（1世帯1回応募有効）

※チェックをいれてください。

災害時停電時
緊急連絡先
マグネット 在中

差出有効期間
平成31年10月
31日まで

（切手不要）

※プレゼント当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。 色や仕様はお選びいただけません。 また万一、不具合や欠品があった場合はメーカー対応となります。

可変圧力機構を採用し、お米
をおどらせて芯まで加熱する
ことで、もちもち銀シャリに
炊き上げることができる炊飯
器。 かたさも、食感も、好みに
合わせて炊き分けでき、お手入
れカンタンで納得の使いやす
さです。

こだわりの炊き方で、
お米の甘さ・食感を堪能！

可変圧力
IHジャー
炊飯器
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日本エコシステム

謹賀新年

旧年中は格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。

　昨年は集中豪雨、台風、地震といった大きな災害が発生しました。
被害を受けられた方々に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い被災地の復旧と被災者の方々が
平穏な日常を取り戻すことができるよう、心よりお祈りいたします。

　災害による停電で、お客様から太陽光発電システムや蓄電池の停電時運用や故障対応などのお問い合わせを
多くいただき、社会インフラ同様、使命の重要性を再認識いたしました。
　今後も起こり得る災害時、停電時に備えて、多くのお客様へ安心を届けることができればと簡易マニュアルを
作成しました。 2ページよりご覧いただき、ぜひご活用ください。

　おかげさまで、太陽光発電システムの販売・施工数は40,000件を超え、本年で創業22年目を迎えることとなり
ました。 これもひとえに皆様のご愛顧の賜物と感謝しております。
　太陽光発電システムと蓄電池の有効性は今後一層、社会の関心も高まっていくと思います。 社員一同、より一層
技術の向上に励み、お客様にご満足いただけるサービスを心がける所存です。 

本年が、皆様にとって穏やかな一年となりますよう、お祈り申し上げます。

災害時の安心・安全のために、太陽光発電システムや
蓄電池、エコキュートなどの取扱説明書と合わせて、
本誌P2～4「停電時・災害時 簡易マニュアル」を事前
にご確認ください。 太陽光発電システムや蓄電池の
モニタの近くなど、停電時でも見やすい場所に災害
グッズと合わせての保管をおすすめします。 取扱説
明書をお持ちでない場合は、右記の「太陽光発電の停
電・災害時の利用方法」ページより、印刷またはス
マートフォン、タブレットなどへ保存をしてくださ
い。 停電時は通信がつながらない場合がございます
ので、必ず事前に保存ください。

太陽光発電の停電・災害時の利用方法

日本エコシステム ホームページ

QRコードから
アクセスいただけます。

※自立運転⇔連系運転は、太陽光発電システムのみを導入されている場合は手動で切り替え、太陽光発電システム＋蓄電池を導入されている場合は自動
　または手動での切り替えとなります。

※太陽光発電システムのみ導入

株式会社日本エコシステム
代表取締役 髙木誠一

受付時間 9：30~18：15
0120-389-440

0120-389-440

日本エコ 停電時 検索

日本エコ 検索

「もしもの時」に備えて今すぐご確認を！

メーカー、型番が分からない場合は、
お電話より弊社へお問い合わせください。

日頃から確認いただきたいこと

「もしもの時」に備えて今すぐご確認を！

停電時・災害時 簡易マニュアル コンテンツ

停電時・災害時簡易マニュアル

P2 ： 日頃から確認いただきたいこと
P3 ： 停電時の操作方法【太陽光発電のみの場合（蓄電池なし）】／
　　 停電時の操作方法【太陽光発電＋蓄電池の場合】
P4 ： エコキュート 生活用水として利用する方法／Voice 体験者様の声 

メーカー名・型番・お問い合わせ先をチェック1

自立運転と連系運転についてチェック2

3 自立運転時に使える専用コンセント
または特定回路の場所をチェック

専用コンセントはモニタの近くやリビングに設置して
ある場合が多いです。 ポータブル以外の蓄電池を導入
されている場合は、ご希望の特定回路が設定されてい
ます。

パワーコンディショナを屋外に
設置している場合

連系運転

専用コンセントはパワーコンディショナ本体または近
くに設置してあります。

パワーコンディショナを屋内に
設置している場合

通常時、太陽光発電システムや蓄電池からの電力
をご家庭内で使用したり、売電したりする一般的
なモードでの運転です。

自立運転
停電時、太陽光発電システムや蓄電池だけでご家
庭内の電力の一部を供給するための緊急時モー
ドでの運転です。

停電時に専用コンセントまたは特定回路で電気を使用する場合、自立運転への切り替えが必要です。 メーカーや
機種によって操作方法は異なるため、取扱説明書と合わせてご確認ください。

受付時間 9：30~18：15

各メーカーお問い合わせ先一覧 ※掲載されていないメーカーのお問い合わせ先は事前にお調べください。

●シャープ：0120-02-4649／0570-550-447
●パナソニック：0120-878-709 
●京セラ：0120-71-9006
●Ｑセルズ：0120-322-001
●カナディアンソーラー：0120-020-332
●ソーラーフロンティア：0120-55-8983
●伊藤忠商事（スマートスター）：0120-547-125

●オムロン：0120-085-606
●NEC：0120-945-520
●フォーアールエナジー：0120-42-0914
●ニチコン：0120-215-023
●三菱電機：0120-314-382
●ダイキン：0120-88-1081
●日立：0120-578-011／0570-078-078

太陽光発電システム　メーカー名　　　　　　　　　　型番　　　　　　　　　　お問い合わせ先

蓄電池　　　　　　　メーカー名　　　　　　　　　　型番　　　　　　　　　　お問い合わせ先

その他　　　　　　　メーカー名　　　　　　　　　　型番　　　　　　　　　　お問い合わせ先

※災害時、営業所や営業担当者も被災している場合があります。 お問い合わせは上記にご連絡ください。 お問い合わせ内容によっては、弊社で解決でき
　ないまたはメーカーの方が対応・回答が早い場合があります。 

同封の緊急連絡先マグネットは、冷蔵庫などに貼ってご活用ください。

導入している機器について書き出しておくと、いざという時に役立ちます。
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※モニタがある場合はモニタで停止してください。 機種により①②の
　操作順が変わる場合があります。

※発電量が少ない場合や消費電力が多くなる場合、使用できない電化製品もあります。 また、モーターで作動する機器（掃除機、冷蔵庫、エアコン、洗濯機な
　ど）や運転開始時に大きな電流が流れる機器、アースを必要とする電気機器は使用できない場合があります。

※2019年1月現在、太陽光発電メーカーより全負荷タイプの蓄電池は発売されていません。

連系運転→自立運転への切り替え 1

A ①パワーコンディショナの運転OFF（運転/停止ボタン）※
②太陽光発電システムのブレーカーをOFF
③パワーコンディショナまたはモニタの運転ON

B ①モニタの切替ボタンを押す
②モニタで自立運転へ切り替え
③モニタの運転ON

※モニタがある場合はモニタで停止してください。 機種により①②の
　操作順が変わる場合があります。

A ①パワーコンディショナの運転OFF（運転/停止ボタン）※
②太陽光発電システムのブレーカーをON
③パワーコンディショナまたはモニタの運転ON

B ①モニタの切替ボタンを押す
②モニタで連系運転へ切り替え
③モニタの運転ON

停電回復後、自立運転→連系運転への切り替え 3

電化製品を専用コンセントにつなぐ2

使用不可電化製品
電子レンジ、灯油やガスを用いた暖房機器、パソ
コンやその周辺機器、その他電源が切れると生命
や財産に損害を受ける恐れのある機器

使用可能電化製品※

携帯電話などの充電器、卓上ライト、ラジオ、テレ
ビ、冷蔵庫、電気ポット、炊飯器、扇風機など

電化製品の主電源がOFFになっている状態で専用コンセントにつないでください。 最大1500Ｗまで使用でき、
消費電力が発電量を超えた場合は電化製品が停止します。

連系運転→自立運転への切り替え1

手動切り替えの場合
モニタに停電についての表示が出ます。 表示に
沿って手動で自立運転へ切り替えてください。

自動切り替えの場合
自動切り替えが設定済みの場合は、操作不要で自
立運転に切り替わります。

電化製品を専用コンセントや特定回路につなぐ2

停電の回復後、自立運転→連系運転への切り替え3
手動切り替えで自立運転を行った場合、連系運転への切り替えも手動で行ってください。

連系運転に切り替えない場合、太陽光発電システムで発電した電力の使用・売電ができないのでご注意ください。

断水復旧時は、故障の原因となるため必ず満水にしてから電源を入れるなど、取扱説明書をご確認しながら使
用を再開してください。

停電時の操作方法【太陽光発電のみの場合（蓄電池なし）】

※1：貯湯ユニットに脚部カバーがついている場合は外す。 ※2：脚部カバーを外した場合はつける。

三菱電機の場合
①電源レバーを下げ、「切」にする。※１
②給水配管専用止水栓を閉じ、逃がし弁操作窓を開け、逃がし弁のレバーを手前に起こす。
③〈薄型タイプ以外〉非常用取水栓（白色）を開く。（1回転～1回転半まわす）
　〈薄型タイプ〉同梱の非常用取水ホースをつけ、非常用取水栓（白色）を開く。
④取水が終わったら、非常用取水栓（白色）を閉じる。※2

ダイキンの場合
①貯湯ユニット正面下部の点検口を開け｢漏電遮断器」を『オフ』にし、貯湯タンク正面下部の外板を外す。※１
②貯湯ユニットの給水止水栓（バルブ）を閉める。※2
③貯湯ユニット正面上部の点検口を開け、逃がし弁レバーを上げる。
④付属の「非常用水取出用ホース」を非常用水取出口の栓に差込み、栓を左に回しお湯（水）を取り出す。※3
⑤取水が終わったら、非常用水取出口の栓を右にまわし、お湯（水）を止め、逃がし弁レバーを下げ、
　ホースを取り外す。

エコキュート 生活用水として利用する方法

停電時の操作方法【太陽光発電＋蓄電池の場合】

故障の可能性がある場合、お客様ご自身で電線やパネルに触れたり、屋根に上られたりすることは、感電や転落の危険性がございますので絶対におやめください。

※1：外板がついていない機器もあります。
※2：各ご家庭により取り付け位置は異なりますが給水配管の途中に設置されています。
※3：機器により非常用水取出口の栓の位置が異なります。 栓が外れるため、2回転以上は回さないでください。
　　また、使い始めは湯あかなどが出るためしばらく洗い流してください。

災害による停電時に、太陽光発電システムや
蓄電池の自立運転を活用されたお客様の声をご紹介します。

思った以上に停電が長かったので、蓄電池が
あったおかげで照明、冷蔵庫が使用でき、本当
に良かったです。 エコキュートの非常用水で
体を洗えました。
▶東海地域のお客様／台風21号での停電

子どもが1、3、5歳なので、太陽光発電と蓄電池
があって本当に助かった。 電子レンジも使え
て、冷蔵庫の開け閉めも気にせずできた。 朝方
はまだ寒い時期だったので、子どもに温かいご
飯をあげられたことが助かりました。
▶熊本県のお客様／熊本地震での停電

半年程前に蓄電池を設置したのですが、まさか
こんなに早く使うとは思いませんでした。 丸
１日停電していましたが、冷蔵庫と小さな照明
も使えて、コンセントで洗濯もでき、ほとんど
不便なく生活できました。 もともと何も備え
てなかったので本当に良かったです。
▶関西地域のお客様／台風21号での停電

数日停電していましたが、赤ちゃんもいるので
避難所にずっとはいれず、家で太陽光発電の自
立運転で電気が使えて良かったです。 主に携
帯の充電をし、晴れた日は炊飯器でご飯が炊け
ました。 太陽光を設置していて良かったと感
じました。 
▶熊本県のお客様／熊本地震での停電

近隣が停電していたにも関わらず、エネハンド
（蓄電池）のおかげで停電に気づきませんでした。 
▶熊本県のお客様／熊本地震での停電

54時間の停電でしたが、太陽光発電と蓄電池
で日中はコンセントで掃除、洗濯などができま
した。 夜は電気の残量が怖くて携帯の充電と
子どもの勉強用のライト、扇風機のみを利用し
ました。 蓄電池が勝手に自立運転に切り替わ
る設定だったので、助かりました。 コンセント
を使えたのが１番便利でした。 蓄電池をつけ
て本当に正解だったと思います。
▶関西地域のお客様／台風21号での停電

体験者様の声Voice

熱湯が出てくる場合があります。やけどに
ご注意ください。 飲用はできません。

同封の緊急連絡先マグネットは、冷蔵庫などに貼ってご活用ください。

停電時の操作方法【太陽光発電のみの場合（蓄電池なし）】 ■電化製品を専用コンセントにつなぐ　をご参照くだ
さい。 蓄電池の残量に注意しながらご利用ください。 メーカーによって最大2000Wまで使用でき、スマートス
ターやエネハンドなどの全負荷タイプは、家全体をカバー利用できます。

2
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再生可能エネルギーで発電した電気を、固定価格で電力会社が買い取る「固定価格買取制度（FIT法）」。
このFIT法の適用期間は10kW未満設置の場合、10年間です。

そこでFIT終了後は、余った電気を売るのではなく「蓄電池」を設置して余った電気をためる、新しいスマートライフが注目されています。
今回の『エコらしく』では、実際に「蓄電池」「V2H※」を設置している３組のご家族にご登場いただきました。

村上さんご家族はご主人と奥様、息子さん、ご主人のお父様の４人暮らし。 「蓄電池を設
置して昼の発電した電力に加えて、朝晩は蓄電池にためた安い深夜電力が使えるよう
になりました。 おかげでこの夏の猛暑も電気代を心配せず、エアコンをつけて快適に過
ごせました」と嬉しそうなご主人。 「太陽光パネル設置と同時にオール電化にしたので
ガス代もカットされて、光熱費はかなり安くなりましたね」と奥様も満足そう。
「蓄電池の大きな魅力は、災害の時でも電気を確保できることだと思います。 地震はいつ
どこで起きるか分からない。 うちには高齢の父がいますから、電気をいつも確保できて
ためられる太陽光パネルと蓄電池のシステムはとてもありがたいです」。 村上さんご家
族が導入された蓄電池は11.2kWhの大容量サイズ。 災害時に備えて、蓄電池内にためた
電気量の内15%は必ず残す設定にされている。 蓄電池によってお得感だけでなく、安心
感も上乗せされた実感があるようで、お２人とも笑顔でお話しされた。

2018年4月号『エコらしく』のアンケート
ではFIT終了後、「電気をためて自家消費
したい」という回答が最も多い結果にな
りました。 また、「そのほか」のうち約30%
の方が「検討中」、約20%の方が「終了する
まで考える」と回答され、FIT終了後にどう
するか迷われている方が多いようです。 災害時でも電気が確保できるシステムで

家族全員、安心して過ごせます。

特 集
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村上さん宅

太陽光パネル：パナソニック 6.93kW
　（HIP-210NKH5 33枚）

蓄電池：パナソニック 11.2kWh
　（PLJ-25533Kセット）

エコキュート：三菱電機
IHクッキングヒーター：日立

導入エコ機器

2018年5月の電気使用料金：  ￥9,633
2018年5月の売電料金        ：￥30,864

電気使用量

太陽光発電+オール電化：2009年8月～ 蓄電池：2015年7月～

購入電気代の明細にある「再エネ発電促進賦課金」をご存知ですか？これは、電力会社が再生可能エネルギーを買い取る際に必要な費用
のうち、消費者が負担する費用のことです。 この再エネ発電促進賦課金は年々上がってきていて、現在では1年間に1万円程度※の費用が
かかっています。 再エネ発電促進賦課金は、再生可能エネルギーが
普及するほどかかる費用なので、今後も上がっていくと言われていま
す。 自家消費した電気には再エネ発電促進賦課金がかかりません。

購入する電気代は年 ア々ップ！

FIT終了後、売電先を変えて電力小売業者に電気を買い取ってもらうこともできます。 しかし、売電価格は現在の価格よりも、買う電気
の価格よりもずっと安い、10円/kWh程度になると言われています。 2019年にFIT終了を迎える方にとっては、約1/5の売電価格とな
り、買う電気の価格と比べても、およそ半分以下です。

売電価格はダウン！

HEMSで電気消費量と売電量をチェックするのが日課。
毎日の暮らしの中でも、節電への意識が高まりました。

お世話になっている担当営業の方と相談しながら、太陽
光パネルと蓄電池をこれからも活用していきたいです。

Smart data

東京都葛飾区

もっと賢く、もっと省エネに！

売電価格は下がるのに、買う電気代は上がってしまう・・・。 だからこそ、余った電気を「売る」のではなく、
蓄電池に「ためて」自宅で使い、できるだけ電気を買わない「自家消費」の方がおすすめなんです！

▶次のページから、実際に蓄電池・V2Hを設置しているユーザー様をご紹介！

■アンケート結果
そのほか内訳アンケート回答人数：913名

そのほか
20%

安くても
売電したい
33%

売電も
自家消費も
したい
3%

未回答  4%

電気自動車（EV）
利用を検討  1%

電気を
ためて
自家消費
したい
39%

検討中
33%

蓄電池の
価格が
下がれば
検討したい
24%
終了する
まで考える
23%

わから
ない
12%

何もしない  4%

電気自動車（EV）で
自家消費したい  2%蓄電池

検討したい
2%

※V2H：「Vehicle to Home」の略。 電気自動車にためた電気を、家庭用の電力として供給できるシステム機器

FIT終了後は、「自家消費」がおすすめです！

みんなはどうするの？
FIT終了後

村上様は私の同郷の大先輩でもいらっしゃるので、これからも精一杯サポートさせていただければと思います。担当営業 松田からのメッセージ

■年間の再エネ発電促進賦課金 推移

※資源エネルギー庁の再エネ賦課金単価を元に、家庭での月間標準電気使用量を300kWhと
　想定して年間の金額を算出

2014

¥2,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

¥4,000

¥6,000

¥8,000

¥10,000

¥2,700

¥5,688

¥8,100

¥9,504

つくった電気をためる、
次のスマートライフ。

コレです！



休日は愛車の三菱アウトランダーでカントリークラブに通ってゴルフを楽しまれる高橋
さんご夫婦。 「車にためた電気を、走行用だけでなく家庭の電気としても使えるV2Hは、
よくできたシステムですよね」と、感心されたご様子のご主人。 「今は割安の深夜電力を
車に蓄電して、太陽光パネルの発電量が少ない時は車から自宅へ自動的に電気を供給
する設定にしています。 それと夕方、家に帰った時に車の電気が残っていたら、その電気
も自宅に供給しています」。
「V2Hを設置する時、担当営業の方が丁寧に説明してくれて、基礎工事も素晴らしかった
です。 FIT終了後は深夜電気ではなく、発電した電気を車にためて自家消費型に切り替
えたいと思っているんです。 それも営業の方に相談してみようかなと」。 ご夫婦でゴルフ
を楽しみながら、エコな暮らしをのんびり、そして賢く続けておられるお２人は、終始笑
顔いっぱいだった。

車にためた電気を、家の中でも使えるので
より効率的に電気を活用できます。

高橋さん宅

太陽光パネル：サンテック 7.9kW

V２H：三菱電機（EVP-SS60B-Y7W）

導入エコ機器

V2H設置前：￥6,500／月
V2H設置後：￥1,300／月（￥144／ℓで算出）※

ガソリン使用量

2018年6月の電気使用料金：￥13,031
2018年6月の売電料金        ：￥36,144

電気使用量

太陽光発電：2010年9月～ V2H：2017年4月～

帰宅後は、車の余った電気をV2Hを使って自宅に供給し
ます。 作業はとても簡単なので、ありがたいです。

発電量や売電量、蓄電量も表示されるモニターを見るの
が楽しみ。 設定などは担当営業の方にやってもらいました。

Smart data

この度は、ありがとうございました。 今度ぜひ、ゴルフをご一緒させてください。 これからもよろしくお願いします。担当営業 吉原からのメッセージ

東京都大田区
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2011年に太陽光パネルを設置された佐野さんご家族は、FIT法によって現在余った電気
を1kWh48円で売電されている。 しかし、2021年にはFIT終了を迎える。 「FIT終了後は
売電価格が今の半額以下になる可能性があると聞いたんです。 それなら蓄電池を入れ
て、電気を売るのではなく、電気をためて自宅で使用した方がお得ですよね。 だから我が
家はFIT終了後の準備は万端ですよ」と、余裕たっぷりのご主人。 「今はまだ売電を優先
していますが、23：00～6：59間の１kWh12円の深夜電力を蓄電池にためて、太陽光発電
が終わる夕方頃に使っています。 売電している今でも、電気使用料金は蓄電池を入れる
前より安くなりました。 それに、蓄電池と一緒にエコキュートも入れたのでガス代も安く
なって、助かっています」と奥様もご満悦。
「蓄電池は太陽光パネルを取り入れている方には、ぜひおすすめしたいです。 経済効果も
得られますし、FIT終了後も太陽光パネルを十分に活用できるシステムですよ」。

蓄電池の経済効果を実感しています。
FIT終了後は自家消費を目指したいです。

佐野さん宅

太陽光パネル：シャープ 5.4kW
　（パネルND-153AU 33枚）

蓄電池：シャープ 4.8kWh
　（JH-WBP17Bセット）

エコキュート：三菱電機

導入エコ機器

2018年6月の電気使用料金：  ￥5,797
2018年6月の売電料金        ：￥24,528

電気使用量

太陽光発電：2011年1月～ 蓄電池+エコキュート：2016年2月～

7時前に起きて、割安の深夜電気でコーヒーを淹れます。 
家族全員、早起きするようになりました。

蓄電池の電気量を毎朝チェック。 天気が悪い日でも、蓄
電池にためた安い電気が使えるのが嬉しいです。

Smart data

取材ご協力ありがとうございます。 異常気象が続いているとニュースになっていますので、どうかご自愛ください。担当営業 吉野からのメッセージ

神奈川県平塚市

￥5,200ダウン！
※2018年6月時点の実勢価格 編集部調べ
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みんな エコトピの
賢く電気を活用できる

今なら

10

蓄電池特価フェア実施中！
日本エコシステムでは現在、蓄電池を特別価格でご提供しています。
太陽光パネルのメーカーに合わせて蓄電池設置と同時に
パワーコンディショナ（以下、パワコン）の買い替えができるタイプや、
メーカーにとらわれず取り付けられるタイプなど、豊富な種類をご用意。
賢い電気の自家消費に欠かせない、エコ機器 蓄電池をこの機会にぜひ導入してみませんか？

1

▶特別価格でご案内

▶特別価格でご案内

エコらしく vol .3 エコらしく vol .3

蓄電池の設置とパワコンの買い替えを同時に
屋内・屋外設置用電池です。 セット内容のハイブリッドパワ
コンは1台で太陽光発電と蓄電池の2つを制御するので、パ
ワコン買い替えも兼ねることができます。 大容量タイプも
ご用意しています。

メーカー小売価格 ： 1,800,000円（税別・工事費別）

シャープ製 クラウド蓄電池 JH-WBP41セット

※写真はイメージです。 プレゼントはお見積もり提示後にお送りいたします。 設置不可、キャンセルの方は対象外となります。 ご了承ください。
　お住まいの地域によってプレゼント内容が異なりますので、詳しくは右ページの電話番号までお問い合わせください。

※機種によって対応できない場合があります。

太陽光発電・蓄電池ご紹介キャンペーン
太陽光発電や蓄電池の設置にご興味のある方をご紹介ください。 お見積もり提示後、契約の有無に関わら
ず、ご紹介元様とご紹介先様の双方に便利な家電や楽しいテーマパークチケット、こだわりのグルメギフト、
うれしい商品券（ギフトカード）などをプレゼント。 

4.2
kWh

セット内容：蓄電池本体＋ハイブリッドパワコン+マルチエネルギーモニタセット

3 世界最小サイズの省スペース蓄電池

W452×H656×D120mmの薄型コンパクト蓄電池です。 
シャープ製同様、ハイブリッドパワコンで、パワコンの買い替
えも同時にできます。 

メーカー小売価格 ： オープン価格

オムロン製 ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ
6.5
kWh

セット内容：蓄電池本体＋ハイブリッドパワコン+専用表示ユニット

2 必要最小限の電力をコンパクトにためる
容量3.2kWhの電力をためられる小型スタンダードタイプで
す。  停電時は、自動で蓄電池から電気を供給するため、テレ
ビやパソコンなど合計約300Wの電化製品を、同時に最大９
時間連続で使用できます。
メーカー小売価格 ： 1,500,000円（税別・工事費別）

京セラ製 リチウムイオン蓄電システム EGS-LM0320
3.2
kWh

4

▶特別価格でご案内

1日の電気使用量をまかなえる大容量サイズ
9.8kWhの大容量サイズで、平均的な家庭の1日の消費電力
をカバーできます。 エアコンやIH調理機器、エコキュートな
ど200V機器にも対応※しているので安心です。

メーカー小売価格 ： 2,850,000円（税別・工事費別）

伊藤忠商事 Smart Star L
9.8
kWh

蓄電池特価フェア 太陽光発電・蓄電池ご紹介キャンペーン

Webサイトからの
ご応募・お問い合わせは、
こちらからアクセスください。（受付時間 9：30～18：15）

0120-389-440

スマートライフの輪を広げませんか？

お電話からの
ご応募・
お問い合わせ先

ご応募方法：本誌P14の添付アンケートハガキ、お電話、またはWebサイトよりご応募いただけ
ます。 お問い合わせ先：お電話、またはWebサイトよりお問い合わせください。
ご応募期間：2019年3月31日まで
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「お客様の近くで、いつでも安心サポート」を胸に、日本エコシステムは
スタッフ一丸となって、快適なエコライフをご提案させていただきます。
今回は、そんな日エコのスタッフをご紹介いたします。

私も自宅に太陽光発電5kWと蓄電池9.6kWhを設置して
います。 設置をして驚いたのは、電気使用グラフを見ると
一目瞭然で、晴れの日も雨の日も、ほぼ深夜電力料金しか
使っていないことです。 一日中、発電した電気と割安な電
気とその割安な電気をためて使うことができるので、昨夏
も気にせず空調を使えました。 妻と子ども2人が家に居る
ことが多いですが、熱中症の心配はほとんどありませんで
した。 太陽光発電と蓄電池のユーザーとしての経験から、
太陽光発電を導入済みの方には、ぜひ蓄電池をおすすめし
ています。

■担当エリア
　主に四国エリア
　（関西エリアも対応）
■趣味
　資格の取得に挑戦中

ユーザーとしての経験を活かした
ご提案をします。

和田 肇

こんな時、どうすれば良いの？

f  a c  e日エコ

太陽光パネルについてはもちろん、導入されたエコ機器の機能や細かな設定、買い替え時期
など、なんでもお気軽にお問い合わせください。 スタッフが丁寧にご案内いたします。

何か困ったことや相談したいことがある時は
まずは、日エコにご連絡ください。

0120-389-440
■お問い合わせ先（受付時間 9：30~18：15）

発電していないかも？
落雷や近くの電気工事の影響で、
パワコンのブレーカーがオフに
なってしまうことがあります。

パワコンを
買い替えたい！

一般的に耐用年数を10年として
いますので10～15年目に
交換時期を迎える場合が

多いです。

現在は、太陽光発電をご設置された顧客様に蓄電池のご提
案をさせていただいています。 今年2019年は、全国で約56
万件の太陽光発電を設置されている方たちの固定価格買取
期間（FIT）が終了してしまうこともあり、たくさんの方に蓄
電池をご設置いただきました。 皆様、せっかく太陽光発電を
設置したのに2019年以降はどうなってしまうのか不安に思
われているのではないでしょうか？ 蓄電池があればその不
安は全て解決してくれます。 インターネットではなかなか知
ることができない蓄電池のメリット・デメリットをお伝えし
にまいります。 ぜひこの機会に蓄電池をご検討ください。

FIT終了後の
お客様の不安を解消します。

中野 達矢

太陽光発電システム6.5kWを導入いただいたお客様から、
「毎月の買電と売電の金額を見るのが楽しみになったよ」
と言っていただけました。 去年の夏は猛暑で例年よりもエ
アコンをご使用されたそうですが、買電4,500円ほどで売
電は19,000円以上だったと大変喜んでおられました。 導
入後、毎日ご家族でモニタを見ながら電気を上手に使おう
と節電意識も芽生えたそうです。 そういったお言葉をいた
だくと、お客様が笑顔になれる素敵な商材を扱っているん
だなと嬉しく思います。

お客様の笑顔が一番の喜びです。

平栗 勇士

私も実家に太陽光発電と蓄電池4.2kWhを設置していま
す。 個人差はあると思いますが、我が家では電気代平均
12,000円から、太陽光＋蓄電池設置したことにより月々
5,000円マイナスになりました。 蓄電池を設置することは
災害時の安心はもちろんのこと、経済効果も少なからず出
ます。 売電が10年固定価格買取だからその後に蓄電池を
考えれば良いと思っているお客様、ぜひ私にご連絡くださ
い。 10年固定価格買取が終わる前に蓄電池を設置するメ
リットをお伝えします。

蓄電池＋太陽光の相性は抜群です。

近藤 健人

お伺いしたお客様が偶然にも祖父の知人であったり、また
ある時は小学校時代のクラスメイトだったりしたこともあ
りました。 訪問させていただくお客様ごとに様々なご縁が
あり、学ばせていただくことが多くある今の仕事がとても
好きです。 私は入社して3年間は埼玉で勤め、2015年に福
岡へ転勤となりました。 現在は京セラソーラースクエア イ
オンモール熊本店の店長を務めておりますが、テナントと
して店を構えているため既存のお客様が遊びに来られた
り、差し入れを持ってきてくださったりと、ご縁がますます
広がり、深まっていくことがとても嬉しいです。

お客様とのご縁を
もっと深めていきたいです。

児玉 雅俊

一緒にエコライフを
満喫しましょう！

より快適な生活を
ご提案します！

日々の暮らしを
しっかりサポート
します！

お客様に
最適の蓄電池を
ご紹介します！

他社の営業が
来て不安に・・・。
こうしたお問い合わせが、

最近増えています。 気になることや
不安に感じたことなど、
お問い合わせください。

■担当エリア
　東海エリア
■趣味
　硬式テニス／絵画／ゴルフ

■担当エリア
　九州エリア
■趣味
　釣り／ゴルフ／
   愛猫と戯れること

■担当エリア
　近畿エリア
■趣味
　スポーツジムでのトレーニング

過去に太陽光発電を販売させていただいたお客様から「蓄
電池に興味を持ったけどもう年齢が年齢だからつけない
ことにした。 あなたが元気にしているか知りたかった」と
ご連絡をいただきました。 そこで「私もお客様の元気なお
顔が見たいので、蓄電池のお話に伺います」とお伝えし、災
害時における蓄電池の活用方法などをご説明したところ、
ご購入いただくことになりました。 現在販売中の蓄電池は
種類も豊富で、太陽光発電と連携して余った電気をしっか
りためる優れた性能を発揮します。 さらに長寿命設計で、
災害時にも電気が使用できる素晴らしい商品です。

蓄電池の性能の高さや活用方法まで
しっかりお伝えします。

西川 大海
■担当エリア
　関東首都圏エリア全域
■趣味
　愛妻、子どもと家族団欒の時間
　を過ごすこと／プロ野球観戦

■担当エリア
　関東エリア
■趣味
　子どもと遊ぶこと

一期一会を
モットーに精一杯
頑張ります！

ご連絡、
お待ちしています！
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キリトリセン

3. 特集記事を読んで、固定買取期間終了後、つくった電気を
       □安くても売電したい　　□電気をためて、自家消費したい
       □その他（枠内にご記入ください）

各項目へのチェックと回答欄へのご記入をお願いします。

下記1～3のアンケートに答えて
ウインターわくわくプレゼント応募

おたより募集中！

□A賞 □B賞

4. 皆様のご意見やご質問などを自由にお書きください。

1. 『エコらしく』を読まれた感想
　 　□非常に良い　□良い　□普通　□つまらない

ご紹介キャンペーンに応募する

蓄電池特価フェアの無料お見積もりを希望する

あなたのエコ得な暮らし情報をお教えください

こちらのアンケートハガキで、できること

その①
太陽光発電・蓄電池
ご紹介キャンペーンに応募
ご応募期間：2019年3月31日まで

その③ エコ得な暮らしに応募

その⑤ おたよりのご投稿

蓄電池特価フェア
無料お見積もり

エコ得な暮らし大募集

280～500坪の土地を探しております。 土地が
広い場合は分筆して部分購入とさせていただく
場合があります。

例：雑種地・農地・山林・畑など

土地の所有者名義を確認いたします。

お電話でお問い合わせいただける方へ、
４つの情報をご質問させていただきます。
事前にご確認ください。

①土地の広さは
　どれくらいでしょうか？

④土地の環境情報を教えてください

②土地の地目は何でしょうか？

③土地所有者様からの
　お問い合わせでしょうか？

日本エコシステムは、土地付き太陽光発電所の開発・販売のため、遊休地や休耕
地などの土地を探しています。
「土地はあるけど、どう活用していいか分からない」「駐車場をつくったけど利用率
が低い」・・・そんなお客様はぜひご相談ください。
また、土地付き太陽光発電所のご購入を検討しているお客様もお問い合わせく
ださい。

日当たりは
良いですか？

木や建物はありますか？

高圧線
なし

接道して
いますか？

電柱は近くに
ありますか？

電柱はどちらの
タイプですか？

休耕地

高圧線
あり

平地ですか？
斜面ですか？

▶お電話からのお問い合わせ

▶Webサイトからのお問い合わせ
QRコードよりアクセスできます。

お電話またはWebサイトから、

こんな土地をお持ちではありませんか？

0120-389-440
受付時間 9：30～18：15

お気軽にお問い合わせください。

本誌P9～10の「みんなのエコトピ」でご紹介した、特価フェア対象の蓄電池を無料
でお見積もりいたします。 ご希望の方はアンケートハガキよりお申し込みくださ
い。 さらに掲載商品以外で気になる蓄電池につきましても、お電話よりご相談く
ださい。 コンパクトタイプの蓄電池、大容量タイプの蓄電池など、お客様に合った
蓄電池をご紹介いたします。

モデルユーザー募集への
たくさんのご応募
ありがとうございます。

「蓄電池で、電気代が安くなった」「ガスからオール電化にして、光熱費が下がっ
た」など、エコ機器を活用した暮らしを大募集します。 太陽光発電とエコ機器を組
み合わせて便利になったことや、周りの人におすすめしたいエコ機器の情報をお
寄せください。

アンケートハガキよりご応募ください！

『エコらしく』では、太陽光発電シ
ステムを設置されているお客様の
ご意見などを紹介していきたい
と思い、前号よりモデルユーザー
の募集を始めました。 たくさんの
お客様よりご応募いただき、今号
の特集「もっと賢く、もっと省エネ
に！つくった電気をためる、次のス
マートライフ。」(P6~8参照)にて、
３組のご家族のエコな暮らしを
ご紹介しました。 ご応募いただい
た皆様、誠にありがとうございま
す。 これからも『エコらしく』は、
より多くのお客様の声をご紹介
してまいります。

プレゼント内容は、裏表紙でご案内しております。

太陽光発電や蓄電池をご検討されている方を、ご紹介いただける場合は
チェックをお願いします。

駐車場

Webサイトでも
ご応募受付中

あなたの土地を、
地球の未来に貢献する土地に。

眠っている
その土地、買います、
借ります！

その②
蓄電池特価フェアの
無料お見積もり希望
ご応募期間：2019年3月31日まで

2. 簡易マニュアルやマグネットによって停電時・災害時に対する意識が
　　□非常に高まった　□少し高まった
　　□あまり変わらない　□ほとんど変わらないその④

ウインターわくわくプレゼント！
アンケートに答えてプレゼントに応募
ご応募期間：2019年2月4日まで
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