
vol★蓄電地のおすすめ月刊 vol３創蓄連携システムのおすすめ！！

お問い合わせ 075-312-3221TEL

企画部

シミュレーションを活用すれば御施主様も納得 !!

太陽光発電 t 蓄電池＋HEMS で電気代がとっても安くなる !!
さらに今なら補助金も出るので、 とってもお得なんです！
だから、 太陽光発電だけではなく、
太陽光発電と蓄電地のセットの創蓄連携システム＋HEMS をおすすめします！

蓄電池 創蓄連携ｼｽﾃﾑ創蓄連携ｼｽﾃﾑ

たとえば…
現在 オール電化住宅

太陽光発電住宅

￥65,000

￥85,000

￥12,000
￥8,000

御施主様の心を掴む !!

シミュレーションできます！
お問い合わせお待ちしております！

プラス

で創る！

で蓄える！上手に使う！

蓄電池 で

建物本体価格 （延床面積　36 坪）

経費 （付帯工事＋諸経費）

建物本体価格 （延床面積　36 坪）

経費 （付帯工事＋諸経費）

太陽光発電＋蓄電池
蓄電池
太陽光発電
HEMS

（京都府）
（京都市）
（京都市）
（京都市）各種補助金

お支払合計金額お支払合計金額

￥56,298

￥72,500

￥16,202

￥20,000,000
￥1,300,000

￥20,000,000
￥1,300,000
￥3,700,000

￥2,000,000
￥22,550,000

￥24,550,000￥21,300,000

￥0 ￥0

電気料金月平均　

ガス料金月平均　

自己資金￥2,000,000
￥19,300,000

自己資金
住宅ローン （金利 1.2％　35 年返済） 住宅ローン （金利 1.2％　35 年返済）

毎月の返済額 （借家の場合家賃）

売電収入

電気料金月平均　

ガス料金月平均　

毎月の返済額 （借家の場合家賃）

電気料金月平均　

ガス料金月平均　

毎月の返済額 （借家の場合家賃） ￥65,778

-￥9,323

-￥250,000
-￥80,000
-￥20,000

-￥100,000

￥65,611

￥9,156

毎月の実質
お支払い金額

毎月の実質
お支払い金額

毎月の実質
お支払い金額

電気を

オール電化＋創蓄連携＋HEMS

ソーラープレミアム ROOGA 台座付き瓦
新発売

プラスアップ！
　　　キャンペーン

パナソニックの “ソーラープレミアム” は太陽光発電などの
再生可能エネルギーで発電された電気の買い取りを国が
約束する経済産業省の “固定価格買取制度”
※1 を活用するサービスです。

ソーラープレミアムに加入するとパナソニック ・ エプコエナジーサービス㈱
がお客様の大切な太陽光の電力を、 一般電気事業者 （電力会社）
に売電している価格より 1kwh あたり１円高いプレミアム価格で買い取ります。

パナソニック太陽光発電システム
＆創蓄連携システムご購入特典

１円 /kwh 高く買い取ります！

申し込み手数料　無料！

①
スマート HEMS ご購入で
5,000 円キャッシュバック。

パナソニックの太陽光発電システムや
創蓄連携システムをご購入いただき
ソーラープレミアムにご契約いただくと
売電単価が１年間お得になる
キャンペーンを実施しています！

２０１５年９月１４日
～２０１６年３月３１日

売電
単価

キャンペーン期間

②
＋２５０円

６ヶ月ごとにボーナス

※売電料金の支払いが 6 ヶ月分に満たない場合には、 250 円をお支払いいたしません。

※

＋

３３円が最大３９円に！

厚くて、 軽い。 強くて、 美しい。 新素材の瓦 ・ ROOGA に、
太陽光発電システムの設置に対応した専用の台座付瓦が誕生。

●本体と同仕様だから
   施工性もそのまま。

●排水性に配慮した台座付き
　　の屋根材形状。

雅 鉄平

●耐荷重 ・ 耐風圧性を
考慮した固定方法。

●荷重やサビに強い専用金具
   ＆ビスを設定。

購入 購入

電力買い取り単価　33 円 /Kw　　　買い取り年数　10 年　
※シミュレーションのため、 日照条件 ・ 電力使用量などにより変化する場合があり、 金額を補償するものではありません。
※シュミレーションは現時点の物ですので、 補助金など変更になる場合が御座います。 詳しくはお問い合わせ下さい。

エネピタで光熱費の
シミュレーションが
簡単にできます。

パナソニックは買い取りだけを担当。
電気の供給や保守は一般電気事業者 （電力会社） が担当しますのでご安心ください。

※1 平成 23 年 8 月 26 日に成立した 「電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
に基づいて実施されています。

売電先を自由に選べる時代！

詳しくはお問い合わせください！

八木

前野
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トクラス京都ショールーム
2015 年 10 月 10 日 （土）

移転オープン

トクラス京都ショールームでは、
お客様の新しいライフスタイルをご提案できる
人造大理石やオリジナル機器を使った商品を展示しております。
皆様のご来場、 スタッフ全員で心よりお待ちしております。

■所在地 ： 京都府京都市南区上鳥羽卯の花 39 
■電話番号 ： 075-288-3700 
■営業時間 ： 10:00 ～ 17:00 
■定休日 ： 水曜日 

■交通 ：
近鉄京都線上鳥羽口駅より徒歩 7 分
 名神高速京都南 I.C より車で 5 分 

先日 KMEW 様主催の外壁材施工研修会が行われました。
平安建材からは、 若手社員９名が参加致しました。

両面防水テープ貼り 胴縁ビス留め サイディング貼り 企画部　奥村

省エネ住宅ポイント

もうすぐ終了 !!

お急ぎ下さい !!

私の見解ですが、
11 月 10 日頃には
終了するのではないか？
と噂されています。
窓口も混雑が予想されて
いますので、申請される
御客様はお早目の申請を
おすすめ致します！

平成 27 年 8 月より、
企画部に配属になりました奥村です。

サイディングに関する詳しい知識が全くない状態
からのスタートでしたが、
建築・外壁に関する一般的な知識・施工手順
・積算方法を教わりました。
さらに実際にサイディングの施工という貴重な
体験を致しました。

ケイミュ－様の商品の特徴や長所などを
理解することで、商品の説明や良い部分
をお客様に御紹介したり、お伝えする
という日々の営業活動に役立つ知識が
得られました。

私自身は、直接サイディングに関わる
ことは少ないですが、
平安建材の商品のひとつひとつ
を理解した上でお客様にお伝え出来るよう
この体験を生かしてがんばりたいと思い
ますので宜しくお願いします。

水嶋

奥村


