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東北電⼒ソーラーｅチャージ株式会社 

 
既存住宅向け定額太陽光サービス「ポン！とソーラー」の受付開始について 

〜⻘森・岩⼿・宮城・福島・東京・神奈川にて先着２００棟限定！〜 
 

東北電⼒ソーラーe チャージ株式会社（本店：宮城県仙台市、取締役社⻑：伊藤 篤、
以下、「東北電⼒ソーラーe チャージ」）は、本⽇から２０２２年７⽉３１⽇までの期間限定で、
既存住宅向けの定額太陽光サービス「ポン！とソーラー」の受付を開始いたします。 
 

東北電⼒ソーラーe チャージは、「エコも、安⼼も、お⼿軽に。」をコンセプトに、２０２１年
７⽉より、主に新築住宅のお客さまを対象に、太陽光発電・蓄電システムをお使いいただける
「あおぞらチャージサービス」を提供しております。 
 

⽇本政府の政策⽬標である２０５０年カーボンニュートラルの実現に加え、昨今の世界
情勢による燃料価格⾼騰や⽣活必需品の値上げなど、物価上昇に伴う家計のご負担増加と
いった⼤きな状況変化を受け、既存住宅のお客さまからもサービス化の声を多く頂戴して
おりました。 

 
そうしたご要望にお応えすべく、このたび、先ずは⻘森県・岩⼿県・宮城県・福島県・

東京都・神奈川県の１都 5 県を対象に、合計先着２００棟限定で、定額太陽光サービス
「ポン！とソーラー」の受付を開始いたします。 

本サービスは、ご⾃宅の屋根にポン！と導⼊いただいた太陽光発電設備を毎⽉定額
４，９８０円※〜のお⼿軽な料⾦でご利⽤いただけるサービスです。お客さまは、本サービス
をご利⽤いただくことで毎⽉の光熱費を低減できることに加え、１０年もしくは１５年の
サービス期間終了後には太陽光発電システムをそのまま無償で⼊⼿できるため、更におトクに
お使いいただけます。 

※お客さまは、サービス開始前に別途「初期費⽤（⾜場⼯事相当）」をお⽀払いいただく
必要があります。なお、安全確保のために⼗分な⾜場⼯事を実施したします。 

（税込） 
ポン！とソーラー 15 年サービス 10年サービス 

太陽光発電設備 
4〜9kW 

初期費⽤（⾜場⼯事相当） 200,000円 
⽉額サービス料⾦ 4,980円 7,980円 

 
東北電⼒ソーラーe チャージは、天然資源の少ない⽇本において、既存住宅向け定額太陽

光サービス「ポン！とソーラー」の提供を通じて、お客さまによるエネルギーの⾃産⾃消を



促し、中⻑期的な光熱費抑制に貢献してまいります。 
 
【東北電⼒ソーラーｅチャージ株式会社の概要】 
会 社 名：東北電⼒ソーラーｅチャージ株式会社 
所 在 地：宮城県仙台市⻘葉区花京院⼀丁⽬１番２０号 花京院スクエア 
設 ⽴ ⽇：２０２１年４⽉ 
取 締 役 社 ⻑：伊藤 篤 
株 主：東北電⼒株式会社 ９５%、株式会社東急パワーサプライ ５% 
事 業 内 容：太陽光発電設備と蓄電池を活⽤したエネルギーサービスの提供 
U R L：https://tohoku-sec.co.jp/ 
 
 
（別紙） 
既存住宅向け定額太陽光サービス「ポン！とソーラー」について 
 
（特設サイト） 
https://www.tohoku-sec.co.jp/p-solar202206/ 

■ 取材に関するお問合せ、お申込みは下記までお願いします。 
  東北電⼒ソーラーe チャージ株式会社 事業開発部：宮本、坂内、⾺場 
        TEL：022-799-2420 FAX：022-799-2421 
        E-mail：contact@tohoku-sec.co.jp 
 



25年間で約100万円お得に！

（税込）

15年契約 10年契約

太陽光発電のみ4～9kW
初期費用（足場工事相当） 200,000円
月 額 サ ー ビ ス 料金 4,980円 7,980円

■�使用電力量は約520kWh/月とし、燃料費調整額は0.00円/kWh、再エネ賦課金
は�3.45円/kWh
■電気料金は、すべて契約電流60Aの東北電力の従量電灯Bを適用
■�サービス利用後（16年目以降）は、余剰電力を東北電力のツナガルでんき（9.0円/
kWh）で売電し、電気料金から除算して算定

■サ�ービス利用後は、メンテナンス費用について、調達価格等算定委員会資料を参
考に5年間で3万円程度を見込み、お客さまが支払うこととして算定

■�パワーコンディショナーについては、調達価格等算定委員会資料を参考に16年目
に22.4万円で取替したと想定して算定

算定
条件

ポン!
ソーラー

と
既存住宅向け

定額太陽光
サービス

エントリー受付中！

岩手青森 宮城 福島

限
定150棟

キャンペーン期間

2022年6月20日月〜

7月31日日まで

毎月定額 4,980円/月〜
▪ 毎月定額で太陽光で発電したエコな電気が使い放題！
▪ パネル出力（枚数）は4～9kWの範囲で屋根に合わせて自由に選択できます。
　 設定範囲内であれば、サービス料金は変わりません！
▪ サービス終了後は太陽光発電システムを無償譲渡します！

サービス料金

16,900円

15年契約の毎月のお支払いイメージ
サービス利用で

マイナス

 920円！

サービス料金支払い完了で

マイナス

 8,900円！
※�あくまでも一般的なモデルであり、金額をお約束するもの
ではありません

太陽光パネル 6kW導入時

電気料金 サービス料金
＋

電気料金
電気料金

（売電収入・メンテナンス費反映済）

8,000円15,980円

サービス
利用前

サービス
利用中

（15年間） サービス
利用後

（16年目以降）

※現地調査の状況によっては、初期費用として、別途、標準外対応費がかかる場合があります。

※蓄電池付きのプランのご希望の場合、別途、サービス料金をお示しさせていただきます。
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　STEP1　
住宅図面の写し(PDF等)と家屋全景の写
真データを準備ください

　STEP2　
こちら➡のWebサイト
にアクセスし、必要事項
を入力して応募ください

サ ー ビ ス 概 要

お申込みの流れ

エントリー期間・お申込み期限

ご利用条件
応募多数の場合は、書類審査のうえ、先着順とさせていただきます。

お申込み期限

2022/9/20（火）
契約関係書類必着

エントリー期間

2022/6/20（月）
～7/31（日）

▪�青森県・岩手県・宮城県・福島県の垂直積雪量100cm
未満の地域※お住まいであること。（離島を除く。）�
※�対象地域は東北電力ソーラーeチャージのホームペー
ジをご確認ください。

▪�2006年9月（石綿の製造・使用等の禁止）以降に
着工された既存戸建住宅を所有していること。
※�着工日については、ハウスメーカー・工務店様と取交し
されている工事請負契約書等に記載がございます。

▪�スレート屋根、アスファルトシングル屋根、縦ぶき
金属屋根、横ぶき金属屋根、または瓦屋根の住宅
にお住まいであること。
▪�蓄電池、EV充放電設備を設置していないこと。
▪�お申込み日時点で、原則、満60歳以下であること。
▪�サービス契約期間中、東北電力フロンティア株式
会社など当社が指定する小売電気事業者との電
気需給契約を維持すること。

エントリー

お客さまの情報をエ
ントリーフォームにご
入力いただき、建物
図面をアップロード。

現地
調査

当社にてサービスの
提供可否を確認、現
地調査にて屋根や周
辺環境を確認。

お申込み

契約内容をご確認の
上、利用申込書をご
提出。

認定
申請

当社にて事業計画の
認定申請を経産省へ
提出。

設置工事・
サービス
開始

お客さまのご自宅へ
太陽光発電システム
を設置し、ポン！とソー
ラーの提供を開始。

①��東北電力ソーラーeチャージが所有する太陽光発電設備をお客さまのご自宅に設置させていただきます。お客さまには、
設置工事のための仮設足場等相当額(20万円)以外の初期費用は原則ご負担いただきません。

②�お客さまは太陽光で発電したエコな電気をご利用いただけます。
③��その対価として、毎月定額のサービス料金をお支払いいただきます。サービス期間（15年間/10年間）終了後は太陽光発
電設備をお客さまへ無償譲渡いたします。

④�夜間など太陽光が発電しない時間帯の電気は、東北電力フロンティアなど当社が指定する小売電気事業者から供給いたします。
※サービス期間中の余剰電力は当社が利用させていただきます。

※土日祝日は混雑が予想されますので、平日でのご対応へのご協力をお願い致します。

募集棟数

150棟

応募
方法

https://www.tohoku-sec.co.jp/
p-solar202206/

エコも、安心も、お手軽に。
東北電力ソーラーeチャージ株式会社
電話番号 ： 022-799-2420（祝祭日除く平日9：00～17：00）
メール ： p-solar.t@tohoku-sec.co.jp

お問合せ先
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25年間で約135万円お得に！

（税込）

15年契約 10年契約

太陽光発電のみ4～9kW
初期費用（足場工事相当） 200,000円
月 額 サ ー ビ ス 料金 4,980円 7,980円

▪�使用電力量は約470kWh/月とし、燃料費調整額は0.00円/kWh、再エネ賦課
金は�3.45円/kWh
▪�サービス利用前は、契約電流60Aの東京電力エナジーパートナーのスタンダードS
を適用
▪�サービス利用中および利用後は、契約電流60Aの東急パワーサプライのスマート
ナイトプランを適用

▪�サービス利用後（16年目以降）は、余剰電力を東急パワーサプライの太陽光余剰
電力買取サービス（10.9円/kWh）で売電し、電気料金から除算して算定
▪�サービス利用後は、メンテナンス費用について、調達価格等算定委員会資料を参
考に5年間で3万円程度を見込み、お客さまが支払うこととして算定
▪�パワーコンディショナーについては、調達価格等算定委員会資料を参考に16年目
に22.4万円で取替したと想定して算定

算定
条件

ポン!
ソーラー

と
既存住宅向け

定額太陽光
サービス

エントリー受付中！

キャンペーン期間

神奈川東 京

2022年6月20日月〜

7月31日日まで

毎月定額 4,980円/月〜
▪ 毎月定額で太陽光で発電したエコな電気が使い放題！
▪ パネル出力（枚数）は4～9kWの範囲で屋根に合わせて自由に選択できます。
　 設定範囲内であれば、サービス料金は変わりません！
▪ サービス終了後は太陽光発電システムを無償譲渡します！

サービス料金

15,700円

15年契約の毎月のお支払いイメージ
サービス利用で

マイナス

 1,520円！

サービス料金支払い完了で

マイナス

10,900円！
※�あくまでも一般的なモデルであり、金額をお約束するもの
ではありません

太陽光パネル 6kW導入時

電気料金 サービス料金
＋

電気料金
電気料金

（売電収入・メンテナンス費反映済）

4,800円14,180円

サービス
利用前

サービス
利用中

（15年間） サービス
利用後

（16年目以降）

※現地調査の状況によっては、初期費用として、別途、標準外対応費がかかる場合があります。

※蓄電池付きのプランのご希望の場合、別途、サービス料金をお示しさせていただきます。

限
定50棟
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　STEP1　
住宅図面の写し(PDF等)と家屋全景の写
真データを準備ください

　STEP2　
こちら➡のWebサイト
にアクセスし、必要事項
を入力して応募ください

サ ー ビ ス 概 要

お申込みの流れ

エントリー期間・お申込み期限

ご利用条件
応募多数の場合は、書類審査のうえ、先着順とさせていただきます。

お申込み期限

2022/9/20（火）
契約関係書類必着

エントリー期間

2022/6/20（月）
～7/31（日）

▪�東京都・神奈川県にお住まいであること。（離島を
除く。）

▪�2006年9月（石綿の製造・使用等の禁止）以降に
着工された既存戸建住宅を所有していること。
※�着工日については、ハウスメーカー・工務店様と取交し
されている工事請負契約書等に記載がございます。

▪�スレート屋根、アスファルトシングル屋根、縦ぶき金属
屋根、横ぶき金属屋根の住宅にお住まいであること。

▪�蓄電池、EV充放電設備を設置していないこと。
▪�お申込み日時点で、原則、満60歳以下であること。
▪�サービス契約期間中、株式会社�東急パワーサプラ
イとの電気需要契約を維持すること。

エントリー

お客さまの情報をエ
ントリーフォームにご
入力いただき、建物
図面をアップロード。

現地
調査

当社にてサービスの
提供可否を確認、現
地調査にて屋根や周
辺環境を確認。

お申込み

契約内容をご確認の
上、利用申込書をご
提出。

認定
申請

当社にて事業計画の
認定申請を経産省へ
提出。

設置工事・
サービス
開始

お客さまのご自宅へ
太陽光発電システム
を設置し、ポン！とソー
ラーの提供を開始。

①��東北電力ソーラーeチャージが所有する太陽光発電設備をお客さまのご自宅に設置させていただきます。お客さまには、
設置工事のための仮設足場等相当額(20万円)以外の初期費用は原則ご負担いただきません。

②�お客さまは太陽光で発電したエコな電気をご利用いただけます。
③��その対価として、毎月定額のサービス料金をお支払いいただきます。サービス期間（15年間/10年間）終了後は太陽光
発電設備をお客さまへ無償譲渡いたします。

④�夜間など太陽光が発電しない時間帯の電気は、東急パワーサプライから供給いたします。
※サービス期間中の余剰電力は当社が利用させていただきます。

募集棟数

50棟

応募
方法

https://www.tohoku-sec.co.jp/
p-solar202206/

エコも、安心も、お手軽に。
東北電力ソーラーeチャージ株式会社
電話番号 ： 022-799-2420（祝祭日除く平日9：00～17：00）
メール ： p-solar.k@tohoku-sec.co.jp

お問合せ先

※土日祝日は混雑が予想されますので、平日でのご対応へのご協力をお願い致します。
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