
 

 

“電気”と“太陽光発電設備のリース”をパッケージにした新サービス「はぴｅセット ソラレジ」

～再エネ設備が初期費用０円※１で導入可能～ 

 

２０２２年８月１５日 

関西電力株式会社 

 

当社は、電気と太陽光発電設備等のリースをパッケージにした、「はぴ e セッ

ト ソラレジ※２」を新たに設定します。２０２２年１０月から関西エリア※３での

申込受付を開始し、順次、関西エリア外へ展開予定です。 

  

本サービスは、一定の電気使用量までの料金と太陽光発電設備等のリース費用

を合わせた、定額制のサービスです。昨今、導入ニーズが高まっている太陽光発

電設備等を初期費用０円※１で導入できます。また、１０年の契約期間満了後

は、お客さまへ設備を無償譲渡します。 

 

再生可能エネルギーをおトクに活用し、光熱費を抑えることができる他、災害

などによる万が一の停電対策として住まいのレジリエンス向上も期待できます。 

 

＜対象＞ 

新築の戸建住宅※４（サービス提携事業者さま※５の物件に限ります） 
 
＜特徴＞ 

『定額制のサービス料金』 

『初期費用０円※１』 

『契約期間満了後は設備を無償譲渡』 

『再生可能エネルギーをおトクに利用』 
・太陽光発電設備で発電した電気は無償でご利用できます。 
・余った電気は再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ制度） 
等による売電収入※６として、お客さまが全額受け取りできます。 

『オプション設備』 

 ・蓄電池設備、Ｖ２Ｈ※７等の設備の追加リースが選択可能です。 

 
※１：リース対象設備本体は初期費用０円で導入できますが、設置に関する費用はお客さま負担です。当社

が提携する住宅建築会社さまにリース対象設備を支給し、設置工事は住宅建築会社さまが行います。 
※２：『ソラ』は“ソーラー”や“青空”といった「太陽光発電」自体を想起しています。『レジ』は「災害

レジリエンス向上」の実現のイメージと、住宅や邸宅などの意味を持つ英語の「レジデンス」を想起
しています。 

※３：滋賀県，京都府，大阪府，奈良県，和歌山県，兵庫県（一部を除く）、福井県の一部，岐阜県の一部，
三重県の一部の地域です。 

※４：貸物件を除き、持ち家に限ります。 
※５：当社が提携する住宅建築会社さまで、新築戸建住宅を建築・販売されているハウスメーカーさまやビ

ルダー（工務店）さま等です。 
※６：太陽光発電設備による発電量および自家消費電力量、余剰電力量、売電収入額はお客さまによって異

なります。また、太陽光発電設備による発電量および自家消費電力量、余剰電力量、売電収入額を当
社がお約束するものではありません。 

※７：Vehicle to Home。ＥＶ等から電気を取り出しご家庭で使用できる設備です。 

以 上 

添付資料：「はぴｅセット ソラレジ」の概要 



「はぴｅセット ソラレジ」の概要について

２０２２年８月１５日

関西電力株式会社
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「はぴｅセット ソラレジ」の概要

※１ 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除く）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部の地域です。 ※２ 当社が提携する住宅建築会社さまで、新築戸建住宅を建築・販売されて
いるハウスメーカーさまやビルダー(工務店)さま等です。 ※３ 契約期間は、需給開始日から121回目の検針日の前日までとなります(需給開始日と検針日が同日の場合は、需給開始日を1回目の検針日とします。)。契約期
間の途中に解約される場合は、残りの契約期間に応じ、所定の解約精算金をお支払いいただきます。 ※４ 無料での修理対象範囲等の条件は、リース約款に定める範囲に限ります。お客さまの故意または過失による故障等、
修理費用をお客さまにご負担いただく場合があります。また、現地による修理対応は、受付当日ではなく後日となる場合があります。 ※５ 本サービスにおける太陽光発電設備(パネル出力3kW未満)のご利用は必須で、パネル
出力3kW以上10kW未満はオプションリースとして選択が可能です。その他、エコキュート(おひさまエコキュートを含む)、ＩＨクッキングヒーター、蓄電池設備、ＥＶ充電器、Ｖ２Ｈの選択が可能です。需要場所の気象特性や住
宅環境および住宅の構造・工法・材質等により、本サービスをご提供できない場合があります。 ※６ リース対象機器本体は初期費用０円で導入いただけますが、設置に関する費用はお客さまにご負担いただきます。当社が提
携する住宅建築会社さまにリース対象設備を支給し、設置は住宅建築会社さまが行います。なお、需要場所の気象特性や住宅環境および住宅の構造・工法・材質等により、本サービスをご提供できない場合があります。 ※７
基本料金に含まれる一定量までの電気ご使用量やご採用設備に応じて設定するプランを複数種類ご用意しております。基本料金には消費税等相当額を含み、燃料費調整制度に基いた燃料費調整額、再生可能エネルギー
発電促進賦課金は含みません。また、基本料金には太陽光発電設備(パネル出力3kW未満)のリース料金を含みます。

＋
一定量の

電気料金

太陽光発電設備
（パネル出力3kW未満）

リース料金

＋

主契約

9,100 円／月 ～基本料金※７

蓄電池設備

ＩＨクッキングヒーター

1,430円/月～

9,900円/月～

太陽光発電設備
3kW以上

660円/kW・月～

V2H

1,540円/月～

エコキュート

2,860円/月～

EV充電器

110円/月～

オプションリース契約

対象エリア 関西エリア※１ ＜順次、関西エリア以外への展開を予定しています。＞

申込受付開始 2022年10月

対象のお客さま 新築戸建住宅を建築・購入するお客さま（サービス提携事業者さま※２の物件に限ります）

契約期間
10年間※３ ＜リース機器は、契約期間満了後にお客さまへ無償譲渡＞

ご契約期間中にリース機器が故障しても当社が対応※４

対象の設備※５

太陽光発電設備、エコキュート、ＩＨクッキングヒーター、蓄電池設備、ＥＶ充電器、Ｖ２Ｈ

⮚太陽光発電設備の設置容量の選択の自由度が高く、また、その他設備機器の導入に対する制限はありません※５。
⮚住宅形態やニーズに応じて太陽光発電設備の設置容量や、蓄電池設備・ＥＶ充電器・Ｖ２Ｈなどを自由に選択いただく
ことができるオプションリースをご用意しています。

初期費用 太陽光発電設備等の機器本体を初期費用０円※６でリース

【料金イメージ】
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「はぴｅセット ソラレジ」の特徴

●太陽光発電設備で発電した電気は、お客さま宅内で使い放題(❶自家消費 フリー)です。
発電して使わずに余った電気(❷余剰電力)は、再生可能エネルギー固定価格買取制度〔FIT制度〕

等を利用して売電し、収入を得ていただくことも可能です。

●災害などによる万が一の停電時でも、晴れた日中であれば太陽光発電設備で発電した電気をご利用

いただくことが可能です。また、蓄電池設備やエコキュート、Ｖ２Ｈを組み合わせることで、住まいの災害
レジリエンス向上も期待できます。

※太陽光発電設備による発電量および自家消費電力量、余剰電力量、売電収入額は、設備容量や設置状況、天候、時間帯等によりお客さまによって異なります。
また、太陽光発電設備による発電量および自家消費電力量、余剰電力量、売電収入額を当社がお約束するものではありません。
※災害発生時のお客さま宅の設備状況等により、リース設備が利用できない場合があります。
※再生可能エネルギー固定価格買取制度〔FIT制度〕、系統連系等にかかる手続き・費用はお客さまに実施・負担いただきます。
※蓄電池設備、エコキュート（おひさまエコキュートを含む）、V2H、EV充電器、IHクッキングヒーター、太陽光発電設備（パネル出力3kW以上10kW未満）は、オプションリース契約が必要です。

ご自宅で発電した電気を上手に利用

❷余剰電力

❶自家消費

太陽光発電の電気

６時 12時 18時 ０時０時

お客さまが
売電収入を得ることも可能！

お客さまが
０円で使用することが可能！

太陽光発電設備で発電した電気を
蓄電池設備に貯めて、万一の停電時に
非常用の電気として利用可能！電気使用量

(１日の電気使用量と太陽光発電量のイメージ)

エコキュートのタンク内の湯水は、
万一のときに非常用の生活用水
として活用も！

万が一の災害時にも心強い
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サービス提供までの流れ

※本サービスのご加入を検討されるお客さまは
申込受付開始〔2022年10月〕以降に、
住宅建築会社〔サービス提携事業者〕さまへ
ご意向をお申し出ください。

●当社とサービス提携している住宅建築会社さまからお客さまに、「はぴｅセット ソラレジ」についてご案内・
ご紹介します。

●当社とお客さまにて「はぴｅセット ソラレジ」に関するご契約を締結し、当社からお客さまにサービスを提供
します(月々のサービス料金は、お客さまから当社にお支払いいただきます。）。

【お問合せ先】

関西電力 はぴｅライフコール ０８００－０８００－５００（フリーコール）

［受付時間］9:00～18:00 ＜ 年末年始（12/29～1/3）除く ＞
※音声ガイダンスに従い、「２番」を押してください。 ※一部のＩＰ電話からは、ご利用いただけない場合があります。

「はぴｅセット ソラレジ」に関する詳しい情報は、当社ホームページをご確認ください。

https://kepco.jp/ryokin/menu/hapie_set_solaresi/
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参 考
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光熱費等の試算

●太陽光発電設備を導入しない都市ガス併用住宅と比較して、約68,300円/年の光熱費支出減が

期待できます。

モデルケース 新築戸建住宅４LDKにお住まいで４人家族、クレジットカード払いの場合
※実際の光熱費や売電収入金額は各ご家庭の使用状況等によって異なります。

※上記金額は、消費税等相当額を含み、燃料費調整額・原料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。実際のメリット額は、電気・ガスのご利用状況や燃料費調整額・原料費調整額、再生可能
エネルギー発電促進賦課金等により変動します。 ※「従量電灯A」と「はぴｅセット ソラレジ」で燃料費調整単価が異なり、燃料費調整額の増額が、光熱費支出削減効果額を上回る可能性があります。 ※上記金額は、
百円未満を四捨五入しています。 ※当社試算に基いたもので、実際の光熱費や太陽光発電設備の発電量および自家消費電力量、余剰電力量、売電収入額は、設備の設置状況、天候、エネルギー使用状況等に
よって異なります。

〔試算条件〕 ●新築戸建住宅４LDK、次世代省エネルギー基準６地域、断熱等性能等級４超 ●４人家族 ●電気料金メニュー：都市ガス併用住宅「従量電灯Ａ/関西電力」、オール電化住宅「はぴｅセット
ソラレジ（Ｍプラン）/関西電力」 ●ガス料金メニュー：都市ガス併用住宅「一般料金/大阪ガス」 ●給湯機器：都市ガス併用住宅「エコジョーズ/JIS効率90.5%」、オール電化住宅「エコキュート370Ｌ
/ JIS効率3.3」 ●冷暖房機器：電気エアコン、エネルギー消費効率区分(ろ) ●太陽光発電設備：パネル出力4.69kWを傾斜角30度の南面に設置、年間発電量5,218kWh、年間売電量3,500k
Wh、余剰電力のFIT買取単価16円/kWh（再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく2023年度の買取価格） ●年間エネルギー使用量（太陽光発電設備にて発電した電気の自家消費分を
除く）：都市ガス併用住宅「電気4,238kWh、ガス601m3」、オール電化住宅「電気4,594kWh」

電気料金

104,100円/年

都市ガス料金

102,900円/年

ガス併用住宅
（太陽光発電設備なし）

207,000円/年

電気料金
＋

太陽光発電設備
4.69kW

リース料金

194,700円/年

余剰電力の売電収入
56,000円/年

オール電化住宅
（太陽光発電設備あり）

－

実質費用

138,700円/年

194,700円/年

太陽光発電設備
による発電で見込む
売電収入金額を
差し引くと...

▲68,300円/年

さらに、実質 6,400円/年分を「はぴｅポイント」でお返し！
※しきい値電力量（基本料金に含まれる電気のご使用量）まで使わなかった分
について１kWhにつき、10ポイントのはぴｅポイントを還元。
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約‐43％

ＣＯ２排出量の試算

●太陽光発電設備を導入しない都市ガス併用住宅と比較して、40％以上 のCO2を抑制できます。

モデルケース 新築戸建住宅４LDKにお住まいで４人家族の場合
※実際のCO2排出量は各ご家庭の使用状況等によって異なります。

※当社試算に基いたもので、実際のCO2排出量は太陽光発電設備の発電量および自家消費電力量、エネルギー使用状況等によって異なります。

〔試算条件〕 ●新築戸建住宅４LDK、次世代省エネルギー基準６地域、断熱等性能等級４超 ●４人家族 ●電気料金メニュー：都市ガス併用住宅「従量電灯Ａ/関西電力」、オール電化住宅「はぴｅセット
ソラレジ（Ｍプラン）/関西電力」 ●給湯機器：都市ガス併用住宅「エコジョーズ/JIS効率90.5%」、オール電化住宅「エコキュート370Ｌ/ JIS効率3.3」 ●冷暖房機器：電気エアコン、エネルギー消費
効率区分(ろ) ●太陽光発電設備：パネル出力4.69kWを傾斜角30度の南面に設置、年間発電量5,218kWh、年間売電量3,500kWh ●年間エネルギー使用量（太陽光発電設備にて発電した
電気の自家消費分を除く）：都市ガス併用住宅「電気4,238kWh、ガス601m3」、オール電化住宅「電気4,594kWh」 ●CO2排出係数：電気0.351kg-CO2/kWh(再エネECOプラン等のゼロカー
ボンメニューを除くメニューにおける排出係数。2020年実績値。) 都市ガス2.29kg-CO2/m3N(大阪ガス公表値)

電気

1,487.5
kg-CO2/年

都市ガス

1,317.3
kg-CO2/年

ガス併用住宅
（太陽光発電設備なし）

2,804.8kg-CO2/年

電気

オール電化住宅
（太陽光発電設備あり）

1,612.5kg-CO2/年


