
令和3年3月31日時点
■リース
事業者名 対象 契約期間 登録プラン名 サービスの特徴等 問い合わせ先

株式会社Looop
戸建・
集合住宅

10年 発電量連動型リース

・初期費用0円・10年後に無償譲渡・住宅ローン審査に影響無・助成金相当額を一括
キャッシュバック（10万円/kW）
・毎月のリース料金を予測発電量に連動させることで毎月の収支が安定。
(契約時にリース料金が確定するためリース総額は実発電量によらず一定)

03-6631-1107

TEPCOホームテック株式会社
戸建・
集合住宅

10年・15年 エネカリ
・利用料約9,500円/月（助成金により約3,300円/月割引後）
・電気代削減＆売電収入で約12,000円／月のメリット
・10年後に無償譲渡　　　※戸建の場合、金額は税込

0120-948-356

株式会社エコプロテック
戸建・
集合住宅

7年・10年・15
年

免責付き所有権移転ファ
イナンスリース7年・10年・
15年

・助成金適用後、10年：リース料約9,300円/月（戸建）、約18,200円/月（集合）
・契約期間は7年、10年、15年から選択。契約満了後に太陽光発電は無償譲渡。助成金
は月額利用料から割引。
・別途契約でカーポート、蓄電池、オール電化も初期費用ゼロ設置可。

0120-522-777

戸建・
集合住宅

10年
太陽光発電システム「さき
とくプラン」

・利用料約15,000円/月（戸建の場合）、約39,000円/月（集合の場合）
・10年後に無償譲渡
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）

戸建・
集合住宅

10年
太陽光発電システム「つき
とくプラン」

・助成金適用後、利用料約12,000円/月（戸建の場合）、約29,000円/月（集合の場合）
・10年後に無償譲渡
・月々の利用料に助成金相当額が還付

株式会社ダブルボランチ
戸建・
集合住宅

5年
みんなの太陽光発電「お
手軽プラン」

・契約期間5年後に無償譲渡
・月々の利用料に助成金相当額が還付
・利用料金約1.2万円/月～（利用料金総額約72万円～）

050-6867-3872

■電力販売
事業者名 対象 契約期間 登録プラン名 サービスの特徴等 問い合わせ先

戸建・
集合住宅

10年 未来発電プラン
・契約期間中は基本料金0円の「Looopでんき」に加入し、契約終了後は太陽光発電を
無償譲渡

戸建 10年 未来発電ミニプラン

・部材費、足場代を含む工事費の初期費用に加え、10年間の契約期間中のメンテナン
ス費も0円で太陽光を設置
・設置容量に応じて助成金金額の一部を利用料金から割引し、残りの助成金は一括で
キャッシュバック
・10年間の契約満了後は設備一式を無償譲渡

戸建・
集合住宅

10年 サンサンおとくプラン

・10年間、Japan電力から特別価格での電気購入、太陽光の総発電量の最大7％を無償
利用可能
・屋根が大きくたくさんのパネルを設置したいと考えているお客様に最適
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）
・10年後に無償譲渡

戸建・
集合住宅

10年
サンサンおとくプラン（Wi-
fiパック）

・10年間、Japan電力から特別価格での電気購入、太陽光の総発電量の最大7％を無償
利用可能
・10年間本来であれば、お客様にご用意頂くネット通信環境を弊社で用意
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）
・10年後に無償譲渡

戸建・
集合住宅

15年
サンサンおとくプラン（ライ
トプラン）

・Japan電力との契約により、特別価格での電気の購入が可能
・４kW以下の設置容量を対象としているので、屋根のスペースが狭い方にも対応可能
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）
・15年後に無償譲渡

戸建・
集合住宅

15年
サンサンおとくプラン
（made in Fukushima）

・Japan電力との契約により、特別価格での電気の購入が可能
・震災復興支援の一環として、弊社が福島県に設立した工場にて生産されたモジュール
を使用可能
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）
・15年後に無償譲渡

戸建・
集合住宅

10年 サンサンひるとくプラン
・10年間、0:00-8:00の太陽光発電電力を無償利用可能（10年後無償譲渡）
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）
・自家消費分を26円/kWh(税込)でご利用頂けます。

京セラ関電エナジー合同会社
戸建・
集合住宅

10年 ちゃんとGood！サービス

・初期費用なしで太陽光発電を設置、契約期間中は京セラ関電エナジーから系統電力
を供給
・設置容量に応じて助成金相当額の一部を利用料金から割引、残りの助成金は一括
キャッシュバック
・10年後に無償譲渡

0120-30-3011

株式会社サニックス太陽光でんき
戸建・
集合住宅

10年
サニックスでんき「電動
DRIVE HOUSE」プラン

・当プランは、三菱自動車工業㈱の「電動DRIVE HOUSE」事業に係る提携により、同社
がご提供する新サービス、「電動DRIVE HOUSE」の専用料金プランとして商品化された
電力需給サービスです。
・契約満了後無償譲渡 、助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）

03-6891-7898

株式会社スマートテック
戸建・
集合住宅

10年・13年 Ｚソーラー

・太陽光発電で発電した電力（自家消費分）は新築の場合は28円/kWh（税込）、既築の
場合は29円/kWh（税込）で利用可能、助成金相当額は一括キャッシュバック（10万円
/kW）
・発電していない時間帯に使用する電力については、お客様のお好きな電力会社から
購入可能

029-291-6787

株式会社ダイレクトパワー 集合住宅 17年 ソラシェアダイレクト

・初期費用、維持管理費用無で太陽光発電を無償設置、契約期間中はダイレクトパワー
から不足分を供給
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）
・kwhあたりJPEX単価＋託送料金＋7円の市場連動型料金体系でお得に電気使用が可
能。

03-6684-1500

株式会社タック
戸建・
集合住宅

15年
タックの実質自家消費無
料プラン

自家消費分を30円/kWh（税込）でご利用頂けます。本サービスの契約期間は15年間で
すが、自家消費分の支払いは支払金額が累積で設置容量×10万円に達するまでとなり
ます。（例）４kWの設備の場合、4kW×10万円＝40万円に達した時点で自家消費の支
払い終了。

03-6806-6703

戸建 10年 ソラトモサービス

・太陽光が発電している場合には、電気使用量（自家消費分）を25.46円/kWh（税込）で
利用可能
・電力会社は自由に選択可能できるほか、蓄電池や電気自動車等も導入可能
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）

戸建・
集合住宅

10年・13年
ソラトモサービス2020年度
版

・太陽光が発電した電力は29円/kWh（税込）で利用可能、助成金相当額は一括還元
（10万円/kW）
・電力会社は自由に選択可能できるほか、蓄電池や電気自動車等も導入可能
・契約期間は設置容量5kW未満の場合は13年、5kW以上の場合は10年

戸建・
集合住宅

10年・13年
ソラトモサービス2021年度
版

・太陽光が発電した電力は29円/kWh（税込）で利用可能、助成金相当額は一括還元
（10万円/kW）
・電力会社は自由に選択可能できるほか、蓄電池や電気自動車等も導入可能
・契約期間は設置容量5kW未満の場合は13年、5kW以上の場合は10年

戸建・
集合住宅

最大10年 フリーソーラー
・独自の発電決済により、自家消費電力・余剰電力の累積値が設置した太陽光発電シス
テムの実質設置価格に達した時点で、システムをお客様に無償譲渡。（最大10年）
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）

戸建・
集合住宅

9～12年程度
フリーソーラー（小設備・
自家消費低減プラン）

・独自の発電決済により、自家消費電力・余剰電力の累積値が設置した太陽光発電シス
テムの実質設置価格に達した時点で、システムをお客様に無償譲渡。（9年～12年程
度）
・実質設置価格から助成金相当額を差し引くことで早期に無償譲渡が可能。

登録事業プラン一覧

0120-939-910株式会社サンコー

アンフィニ株式会社 06-6631-3305

株式会社Looop 03-5846-2332

株式会社デンカシンキ 089-905-6575

長州産業株式会社 03-3243-0822

別紙



戸建 10年3ヵ月
ソーラーメイト東京都限定
プラン（ライトプラン）

・初期費用0円で住宅の屋根に太陽光発電システムを導入、10年3か月後に無償譲渡
・太陽光で発電した電力は27.39円/kWhで利用、助成金利用で月々の基本料金が0円
・出力保証25年/太陽光機器保証15年で、譲渡後も安定的な発電が可能

戸建 10年3ヵ月
ソーラーメイト東京都限定
プラン(マックスプラン)

・初期費用0円で住宅の屋根に太陽光発電システムを導入、10年3か月後に無償譲渡
・太陽光で発電した電力は30.8円/kWhで利用、助成金相当額は一括キャッシュバック
（10万円/kW）
・出力保証25年/太陽光機器保証15年で、譲渡後も安定的な発電が可能

集合住宅 10年3ヶ月
ソーラーメイト東京都限定
アパートプラン

・初期費用0円で集合住宅の屋根に太陽光発電システムを導入、10年3か月後に無償譲
渡
・助成金から事業維持費用を差し引きした金額を一括キャッシュバック
・事業維持費用は月々の基本料金と相殺し全額還元
※事業維持費用：事業導入・維持のため、弊社が算出する費用

■屋根借り
事業者名 対象 契約期間 登録プラン名 サービスの特徴等 問い合わせ先

旭化成ホームズ株式会社 集合住宅 20年 旭化成 安心ECOサポート

・旭化成へーベルメゾンの新築を対象とした屋根借事業
・設置した太陽光発電設備は20年後に無償譲渡
・屋根賃料は11年目に一括して支払い、助成金相当額は交付後に一括キャッシュバック
（10万円/kW）

03-6899-3110

株式会社エコプロテック 集合住宅 20年 東京都屋根借り事業

・既築・新築、すべてのアパートが対象。
・助成金適用後の屋根賃料は毎月約7,000円、契約満了後に太陽光発電は無償譲渡。
・別途契約によりカーポートの設置・蓄電池の設置、屋根のリフォームも初期費用ゼロで
可能。

0120-522-777

株式会社エレリカ 集合住宅 10年 エレルーフ

・太陽光発電の設置面積、条件に関わらず賃料は一律、発電した電力は共用部で無料
で利用可能
・助成金相当額から64,000円/年を賃料に上乗せ
・助成金相当額から賃料上乗分を差し引いた残額を譲渡金額から値引き

03-6400-6511

集合住宅 20年
大東建託パートナーズ東
京都太陽光事業

・屋根賃料約５万円／年を住宅所有者に支払（発電された電気は事業者が電力会社に
売電）
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）

集合住宅 35年
大東建託パートナーズ東
京都太陽光事業（低圧一
括）

・電気の一括購入、入居者への電気供給、太陽光の余剰売電により、住宅所有者へ利
益還元
・屋根賃料約23,000円/月（20年目まで）、約12,000円/月（21年目以降）を住宅所有者に
支払い
・助成金相当額を一括キャッシュバック（10万円/kW）

■その他
事業者名 対象 契約期間 登録プラン名 サービスの特徴等 問い合わせ先

戸建・
集合住宅

20年
固定価格買取制度(FIT制
度）連動型PPA20年モデ
ル

・利用料は毎月の予想発電量に応じて変動、11年目以降は利用料減額（支払総額は一
定）
・契約満了後に太陽光発電は無償譲渡。助成金は月々の利用料から割引。
・別途契約でカーポート、蓄電池、エコキュート、IHクッキングヒーターも初期費用ゼロで
設置可能。

集合住宅 10年
固定価格買取制度(FIT制
度）連動型PPA10年モデ
ル

・利用料は毎月の予想発電量に応じて変動（支払総額は一定）
・契約満了後に太陽光発電は無償譲渡。助成金は月々の利用料から割引。
・別途契約によりカーポート、蓄電池、エコキュート、IHクッキングヒーターも初期費用ゼロ
で設置可能。

株式会社エレリカ 戸建 10年 エレルーフ（住宅用）

・太陽光発電の設置面積、条件に関わらず賃料は一律、発電した電力は毎月定額で利
用可能
・助成金相当額から2,700円/月を賃料に上乗せ
・助成金相当額から賃料上乗分を差し引いた残額を譲渡金額から値引き

03-6400-6511

※詳細情報につきましてはhttps://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0/planlistも合わせてご参照ください。
※サービス内容の詳細な説明や見積もり等をご希望される際は直接各事業者に問い合わせをお願いいたします。

レネックス電力合同会社 0120-105-110

大東建託パートナーズ株式会社 03-5782-8750

株式会社エコプロテック 0120-522-777


