
■太陽光５０ＫＷシステムのパッケージ販売 
当社は土地がなくても売電事業に参画できる土地付き分譲タイプの販売仲介を開始します。関東近郊（茨城県、福島県、
千葉県他北関東）の太陽光発電設備に適した場所を選定し、土地、設備含めてご提供いたします。 

■設備概要 

ａ）パネル 

【ＴＳＰが今後お届けします３７，８円物件は、すべてこのユニットになります】 

上海航天の太陽光製造ラインを１ライン買い取りＯＥ
Ｍ供給を受けているソーラーメーカーが、【サンコム
ソーラー】です。製品のスペック補償内容は、上海航
天と同じです。日本側の代理店、メンテナンス機能は、
富士通の関連会社が受けています。もちろん、日本の
第三者機関【ＪＥＴ】ヨーロッパの性能評価基準【Ｔ
ＵＶ】も取得しています。 



ｂ）パワーコンディショナー 

山洋電気製  

入力（ＤＣ） Ｐ７３Ｈ１０３ＲＪ 

最大入力 １０ＫＷ 

最大入力電圧 ６００Ｖ 

定格入力電圧 ４００Ｖ 

定格出力 ＡＣ２８，６Ａ 

電気方式 ３相2線式 

変換効率 ９４，５％ 

寸法（Ｗ／Ｈ／Ｄ） ７００×600×２８０ｍｍ 

質量 ６０ｋｇ 

冷却方法 強制冷却 

ＪＥＴ認証番号 Ｐ－０１６２ 

Ｃ）架台 

ｄ）その他の資材、消耗品は、全て日本製を使用します。 

①変換効率９４，５％ ②広い電圧範囲 
 ①錆に強い溶融亜鉛メッキ仕上げ。 ②頑丈です。 

仕様 グランドスクリュー基
礎 

角度１０度～６０度 35ｍ/ｓ 

積雪荷重 1.4ＫＮ/ｍ 

認証標準 AS/NZS1170,DIN

とほかの国際基準 

耐食性処理 陽極酸化、亜鉛メッ
キ 

品質保証 １０年間保証 

耐久性 ２０年以上 



■各種保証期間・保証内容 
5年 10年 20年  25年 12年 

自然災害補償・設備1式 

製品保証・パワコン 

製品保証・パネル 

パネル出力保証 ９０％ 

パネル出力保証 ８０％ 

ａ）自然災害補償とは 

管理料の中に保険が含まれております。 
弊社では東京海上日動の企業総合保険に加入し、お客様すべての太陽光発電を管理しています。 
※企業総合保険以外の保険へ追加で加入希望の場合はご相談ください。 

東京海上日動の企業総合保険企業総合保険(財産補償条項)は、火災をはじめとする様々な偶然な事故により、建物、設
備・什器(じゅうき)等、商品・製品等、屋外設備装置が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。 

火災、落雷、破裂・爆発 風災、雹(ひょう)災、雪災 

給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等 騒擾(じょう)、労働争議等 車両・航空機の衝突等 

建物の外部からの物体の衝突等、盗難、水災  

電気的・機械的事故  その他偶然な破損事故等  

ｂ）製品保証、出力保証に関しては、現地ＳＴＡＦＦにご質問、ご確認ください。 



■メンテナンス・土地の賃貸料 

毎月の売電量から、土地の賃貸料、メンテナンス費として発電量の１０％をお預かりします。メンテナンス会社が地主様と定期借地権契約
を結び土地を提供いたします。 
メンテナンスは、発電量、設備の遠隔監視、草むしり年２回、パネルの清掃を致します。20年後土地の返還に伴う費用も積立致します。 
※遠隔監視システムに関しては、お客様ご自身でご確認頂くこともできます。現地スタッフにご質問、お問い合わせ下さい。 

■発電量の計算式 

ａ）発電電力量計算式 Ｅｐ＝年間予想発電量（ｋｗｈ／年） 
Ｅｐ＝Ｈ×Ｋ×Ｐ×３６５日 

Ｈ＝年平均日射量（ｋｗｈ／㎡／日） 
Ｐ＝システム容量（ｋｗ） 
３６５日＝年間日数 
Ｋ＝損失係数．．．．約７９％ 
 ※セルの温度上昇による損失．．．約７％から１７％ 
 ※パワコンの損失．．．．．．．．．．．約３％から６％ 
 ※配線、汚れなどの損失．．．．．．．約３％から５％ 

■グリーン投資減税 

グリーン投資減税とは、高効率な省エネ・低炭素設備や再生エネルギー設備への投資支援をするために、青色申告書を提出する法人または
個人を対象とした制度です。平成２４年7月1日～平成２８年3月３１日までの期間内に対象設備を取得した事業者は、税制優遇を受けることが
できます。 

ＮＯ 税制制度 対象 減税効果 設備 
取得期限 

発電 
開始期限 

１ ７％ 
税制控除 

青色申告を提出
する中小企業者 

売電開始年度に設備取得金額（土地代を含まない）の７％相当額の税
額控除を受けられる。但し、当該事業年度の法人税額の２０％を超える
場合は、２０％の相当額を控除限度とする。２０％限度で全額控除できな
かった場合は、翌年の事業年度のみ繰り越しができる。 

Ｈ２８．３．１ 設備取得
から1年以
内 

２ ３０％ 
特別償却 

青色申告を提出
する法人または
個人 

売電開始年度に設備取得額の３０％相当額を限度とし特別償却ができ
る。 

当該年度は課税対象額が減るが、２年目以降の減価償却費も少なくな
る。 

Ｈ２８．３．３１ 設備取得
から1年以
内 
 

３ １００％ 
特別償却 

青色申告を提出
する法人または
個人 
 

売電開始年度に設備取得価格の全額を特別償却することができる。 Ｈ２７．３．３１ 

延長に成り
ました。 

設備取得
から1年以
内 
 

１中小企業者とは、資本金1憶円以下または、常時従業員人数が１０００人以下の法人。但し大企業の子会社等は、除く。 
2設備取得は、設備発注をもって判断する。発電をした日を含む会計年度です。 
３制度上の『事業の用に供する～』の表現については、実際に売電が開始したことをもって判断する。 
 http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/をご参照ください。 



★下記は、全て売電単価３８，８円／ｋｗｈの物件です。 
★発電量は、ＮＥＤＯデーターベースより積算した想定数値です。 
★ご契約時に各物件、工事負担金（電柱他）として１物件辺り、５０万～１５０万程度（場所により異なります）各電力会社に 
  お支払い頂きます。 

ｄ）南田１０ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ       パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                  ６３，７４２ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥38.8（税込） 
●年間年間売電収入             ２，４７３，１８９円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２４７，３１８円 
●想定手取り売電収入            ２，２２５，８７１円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９，４４０,０００円（税込８％） 
●投資回収                        ８．７年 
●投資利回り                       11.4 ％ 
●２０年間の投資利益44,517,420円－19,440,000円＝２４，０７７，４２０円              

ｅ）城之内１２ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ    パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                   ６５，５６３ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥３8.８（税込） 
●年間年間売電収入            ２，５４３，８４４円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２５４，３８４円 
●想定手取り売電収入            ２，２８９，４６０円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９，４４０，０００円（税込8％） 
●投資回収                         ８．５年 
●投資利回り                        11.8％ 
●２０年間の投資利益45,789,200円-19,440,000円＝２６，３４９，２００円                

ｆ）新井新田２０ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ     パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                   ６３，７４２ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥３７．８（税込） 
●年間年間売電収入             ２，４０９，４４７円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２４０，９４４円 
●想定手取り売電収入            ２，１６８，５０３円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １８，９００，０００円（税込５％） 
●投資回収                          ８．７年 
●投資利回り                        １１．４％ 
●２０年間の投資利益４３，３７０，０６０円-１８，９００，０００円＝２４，４７０，０６０円                      

ｇ）筑波３ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ    パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                   ６９，２０５ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥３8．８（税込） 
●年間年間売電収入            ２，６８５，１５４円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２６８，５１５円 
●想定手取り売電収入            ２，４１６，６３９円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９，４４０,０００円（税込8％） 
●投資回収                         ８年 
●投資利回り                        １２．４％ 
●２０年間の投資利益４8,332,780円-19,440,000円＝２８８，８９２，７８０円 

h）田人２３ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ    パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                  ６３，７４２ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥38.8（税込） 
●年間年間売電収入             ２，４７３，１８９円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２４７，３１８円 
●想定手取り売電収入            ２，２２５，８７１円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９，４４０,０００円（税込8％） 
●投資回収                        ８．７年 
●投資利回り                       11.4 ％ 
●２０年間の投資利益44,517,420円-19,440,000円＝25,077,420円 

ｉ）常磐大宮２ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ    パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                  ６３，７４２ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥38.8（税込） 
●年間年間売電収入             ２，４７３，１８９円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２４７，３１８円 
●想定手取り売電収入            ２，２２５，８７１円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９，４４０，０００円（税込8％） 
●投資回収                        ８．７年 
●投資利回り                       11.4 ％ 
●２０年間の投資利益４4,517,420円-19,440,000円＝2５，０７７，４２０円                     

完売 完売 

■分譲物件のご案内 



j）千葉２２ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ   パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                   ６９，２０５ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥３8．８（税込） 
●年間年間売電収入             ２，６８５，１５４円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２６８，５１５円 
●想定手取り売電収入            ２，４１６，６３９円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９，４４０，０００円（税込8％） 
●投資回収                         ８年 
●投資利回り                        １２．４％ 
●２０年間の投資利益４8,332,780円-19,440,000円＝２８，８９２，７２０円                   

K）上阿野沢１０ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ   パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                  ６３，７４２ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥38.8（税込） 
●年間年間売電収入             ２，４７３，１８９円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２４７，３１８円 
●想定手取り売電収入            ２，２２５，８７１円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９,４４０，０００円（税込８％） 
●投資回収                        ８．７年 
●投資利回り                       11.4 ％ 
●２０年間の投資利益44,517,420円-19,440,000円＝2５，０７７，４２０円                 

L）徳蔵20ケ所 
●出力の大きさ        パワコン４０ｋｗ   パネル５２，８ｋｗ 
●年間発電量                   ５３，２８７ｋｗｈ 
●ＦＩＴ                   １ｋｗｈ／￥３8．８（税込） 
●年間年間売電収入             ２，０６７，５３５円 
●メンテナンス・土地賃貸費 年間１０％  ▲２０６，７５３円 
●想定手取り売電収入            １，８６０，７８２円 
●１ｓｅｔ投資金額（造成費込み）  １９,４４０，０００円（税込8％） 
●投資回収                      10.4 年 
●投資利回り                     9.59 ％ 
●２０年間の投資利益37,215,640円-19,440,000円＝1７，７７５，６４0円                  

※上記売電収入は、想定できる売電益からメンテナンス費を引いたもので、公的な税金は、引いていません。 
※投資利回りもメンテナンス費を引いたもので計算しています。 
 
★その他、５００ケ程度分譲物件開発中。 

■お問い合わせ先は、 

完売 


