
 
 
 
 
 

次のステップへ！   
桜の開花を過ぎ、春本番となりましたが、皆様は如何お過ごしでしょう

か？ 

「3.11・東日本大震災」から３年が過ぎた、４月２日、はるか彼方チ

リで大地震が起き、日本にも津波が来るのではと？のニュースでは３年前

を思い起こすようでした。被災地の復興はまだまだ進んでいないと聞くと、

せめて被災の記憶を風化させる事ないようにと思うばかりです。 

さて、今年度（平成２６年度）の買取単価が発表されました。昨年度（平成２５年度）に比べ、

10ｋｗ以上が 32円/kwh(20年間)、10ｋｗ未満が 37円/Kwh(10年間)と決定しました。 

 

さて、この時期は、国や県市町村の各自治体の補助金制度の概要が発表されます。大きく様変

わりした点がございます。国の住宅用太陽光発電の補助制度が終了し、県や市町村も太陽光単独

ではなく【ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネージメントシステム）】や【蓄電池】などとの組み

合わせを必須としてところが多くなっているようです。（詳細は次頁を参照下さい。） 

「3.11・東日本大震災」を経験した資源の無い日本は、太陽光などの再生可能

エネルギーの普及を図るとともに、ＨＥＭＳや蓄電池などによりエネルギーを効

率よく、賢く使うスマートハウス、スマートシティーを目指す次のステップへと

踏み出したようです。（文章：高橋義則） 

 
 

【お年玉プレゼントクイズ 正解発表！】 

 
いう問題でしたが、正解は Ｃの「なし」 ！ 残念ながら正解者は、０名。みなさん、1kW
あたり 1 万円はでると予想されていましたが、今年度の国からの補助金は出ないようです。 
ご応募ありがとうございました。ご応募いただいた方全員に、残念賞を郵送させて頂きます。 

来年度の住宅用太陽光発電に関する国からの補助金額はどうなるでしょうか？３つのう

ちから選択して下さい。A.1kW 当たり 1 万円未満 B.1kW 当たり 1 万円以上 C.なし  
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【平成 26 年度ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰの設置に対する補助金制度について】 

●国の補助金（定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金） 
・蓄電システム購入金額と、機器毎に定められた目標価格との差額の 2/3 以内。 
●国の補助金（エネルギー管理システム導入促進事業費補助金 HEMS 導入事業） 
・補助金額の上限を 7 万円とし、その範囲内で機器費の 1／3 を補助する。 
●神奈川県の補助金（住宅用ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ設備導入費補助金） HEMS 必須+4 点 
・HEMS 機器：上限 1 万円（必須） 
以下のうち１つ以上の設備を設置する場合に補助の対象となります。 
・住宅用太陽光発電システム ：１kW＊当たり 1.5 万円（上限５万円） 
・家庭用燃料電池システム（エネファーム） ：上限５万円 
・定置用リチウムイオン蓄電システム ：上限５万円 
・電気自動車充給電設備 ：上限５万円 
※不動産取得税の軽減措置（新築時のみ） 「住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金」の交付

決定を受けた方は設置した住宅は税額の２分の１を軽減となります。 
●神奈川県の市町村の補助金（個人住宅用）

市町村
kW単価

横浜市 有 一律11万円
既設の戸建のみ（新築は無し）

HEMS+ｴﾈﾌｧｰﾑとのｾｯﾄが条件
HEMS1万円

川崎市 有 2.5万円 8.7万円 平成26年4月1日-平成27年2月16日 先着 1000件
新築・建売住宅はHEMS設置が条

件

相模原市 有 一律3万円 平成26年4月1日-平成27年3月16日 先着 1000件

横須賀市 有
5000～
8000円の
商品券

平成26年4月1日- 600件
共同住宅用PV制度1.5万円/kW（上

限5万円）8件

平塚市 有 一律3万円 平成26年4月1日-平成27年2月27日 先着 400件
鎌倉市 実施予定

藤沢市 実施予定 平成26年5月頃予定

小田原市 無

茅ヶ崎市 有 1.0万円 4.0万円 平成26年4月1日-平成27年3月31日 先着 350件
共同住宅用PV制度1万円/kW（上限

9.9万円）10件

逗子市 無
三浦市 無
秦野市 実施予定 平成26年4月21日頃

厚木市 有 1.0万円 4.0万円 平成25年4月中頃 300件 設置完了後の申請 HEMS1万円

大和市 有 1.5万円 5.2万円 平成26年4月15日-平成27年2月13日 先着 300件
伊勢原市 無
海老名市 有 2.0万円 20.0万円 平成26年4月1日-平成27年3月16日 先着 250件
座間市 実施予定 1.2万円 4.0万円 平成26年4月16日- －
南足柄市 無
綾瀬市 有 1.5万円 5.0万円 平成26年4月1日-平成27年3月16日 先着 150件 HEMS1万円

葉山町 有 1.5万円 5.2万円 平成26年4月1日-平成27年3月15日 先着 60件
寒川町 実施予定 平成26年5月15日-

大磯町 有 1.5万円 5.2万円 平成26年4月1日-平成27年3月31日 HEMS設置が条件 HEMS1万円

二宮町 無
中井町 有 1.5万円 5.2万円 平成26年4月1日-平成27年3月20日 先着 20件 HEMS1万円

大井町 有 1.1万円 3.7万円 平成26年4月1日-平成27年3月14日 先着 30件
松田町 実施予定 平成26年4月中頃

山北町 実施予定 平成26年4月21日-

開成町 有 1.5万円 3.0万円 平成26年4月1日-平成27年3月13日 先着 40件 HEMS設置が条件 HEMS上限5万円

箱根町 有 1.5万円 3.5万円 平成26年4月1日-平成27年3月15日 先着
真鶴町 実施予定 1.0万円 3.5万円 平成26年4月1日-

湯河原町 実施予定 1.5万円 5.2万円 平成26年4月1日-

愛川町 実施予定 1.5万円 5.2万円 平成26年4月1日-

清川村 有 1.5万円 5.2万円 平成26年4月1日-

備考 他市町村名
補助金
制度

上限 受付期間（予定を含む） 受付方法 件数

 
※ 他都道府県、市町村自治体ついては、直接お問い合わせ下さい。 



【イベントのお知らせ】５月だヨ！売電集合 サンビスタ売電コンテスト 

昨年も開催されましたシャープ主催「売電コンテスト」が開催されます。北海道から九州ま

で 28 エリアに分けて審査、全国上位、エリア上位、ラッキー賞（50 位、100 位、150 位…..）
の方々に素敵な賞品もございます。昨年は当社設置のお客様から２名の方が、入賞いたしました。

節電の効果、発電量のご確認にもどうぞご参加下さい。 
 ★参加資格：シャープ住宅用太陽光発電システムを設置 

ご自宅で余剰電力の売電をされてる方（集合住宅、店舗、オフィスは除く） 
★エントリー期間 2014 年 4 月 16 日～5 月 15 日まで申込 
★検針表回収期間 2014 年 6 月 1 日～6 月 20 日まで 5 月分検針表（買電+売電）を提出 
★審査方法 システム 1kw あたり 1 日あたりの売電量にて審査 
★結果発表 2014 年 6 月 30 日を予定 

ぜひ、入賞を目指して節電、ご参加お願いします！参加ご希望の方は、5 月 15 日〆切までに 
① お名前 
② ご住所 
③ ご連絡先 電話番号又は E メールアドレス 
④ 発電所名(お好きな発電所名をお考え下さい。) 
⑤ ご家族の人数  

をメール：ecolife@skytech.co.jp 又は Fax：045-933-2722 
までご連絡下さい。当社にて参加手続きを致します。 
 さらに当社からエントリーされたお客様の中の成績で 
スカイテック賞もご用意いたします！ 

 

【イベントのお知らせ】第７回 スカイテック友の会 開催のお知らせ 

 全量買取制度に関します相談会、上記のサンビスタ売電コンテストに入賞されたお客様の表

彰式を一緒に、7 月 12 日（土）に第７回スカイテック友の会を開催いたします。 
 
日時：7 月 12 日(土)   13 時 ～ 16 時 
会場：シャープエンジニアリング横浜センター 
●会場アクセス 
シャープエンジニアリング株式会社 
横浜市磯子区中原 1-2-23 

JR「新杉田駅」/京浜急行「屏風浦駅」、徒歩 10 分 国道 16 号線沿い 

 
ご参加を希望される方は、 
①お名前 ②住所 ③連絡先 ④参加人数 
を メール：ecolife@skytech.co.jp 又は Fax：045-933-2722 
までご連絡下さい。 

入賞された方には、別途ご招待状をご案内させて頂きます 
もちろん、コンテストに参加されていない方も、ご来場下さい。 
 



【オススメします！】 三菱製 IH クッキングヒーター 
 オール電化機器設置のご依頼をうけますと、当社で IH のオススメいたしますのが「三菱製 IH
クッキングヒーター」です。何がオススメかと申しますと… 

火加減の調節がダイヤル操作である事！ 
メーカー様には、他にもいいところがたくさんありますよ！と怒られてしまいそうですが、こ

のダイヤル操作という点がオススメポイントです。 他の IH クッキングヒーターですとタッチ

式の火力調節が多いのですが、ダイヤルであ

るためすばやく調整できるところや、調整の

感覚がつかみやすい点などが、IH クッキン

グヒーターを初めて使用される方には特に

オススメではないかと考えております。IH
にご興味のある方、そろそろ買い換え等お考

えでしたら、現在「友の会特別価格」でのご

提供品がございますので、是非当社までご連絡下さい。 
 

【イベント報告】2 月 8 日 9 日 ECO･ｴｺ快適ﾌｪｱ＆第 6 回友の会 
  ２月の大雪の中、ｼｬｰﾌﾟ主催 ECO・エコ快適フェアと第 6 回友の会を開催いたしました。

悪天候（吹雪）の中、ご参加いただいたお客様には厚く御礼申し上げます。また、ご来場いただ

けなかったお客様も次回またご参加頂ければ幸いです。 

◎ 今後、本通信を定期的に皆様に送付させて頂きますが、本通信のご不要の方はご連絡ください。 
◎ ご意見、ご質問や情報の掲載を希望される方は是非ご連絡ください。 
◎ 設置宅紹介コーナーは、今後も続けていきますので皆様のご協力をお願いします。 

【エコライフ通信のメール配信化をめざして】 

エコライフ通信は、インターネットによる電子メール（e‐mail）化を目指します。これは、

情報処理化やペーパーレスを目的としています。順次、色々な情報を配信していきたいと思

いますので、よろしければメールアドレスを教えて頂ければと思います。もちろん、メール

アドレスがない方は今まで通りの郵送とします。（電子メール版は、フルカラーです。） 

メールアドレスの連絡先  ecolife@skytech.co.jp 
※携帯電話の方は、ご遠慮下さい。※メールアドレスは弊社内のみにて使用致します。 
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