
ポイントポイント ポイント ３１ ２
電気料金が

お得に！※2

太陽光パネル一式※1の

初期費用は0円！

もしもの時も
コンセントから

電気が使えるので
安心！

※1 太陽光パネル一式には太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、接続箱、金具等を含みます。工事費は別途かかります。

SUMMARY サービス概要

だから、オススメです！「Easyソーラーwithハウスメーカー」

時代はカーボンフリー電気！

※2 お得になる電気料金のイメージ

「Easyソーラー」は、定額料金を毎月お支払いいただくことで、
太陽光発電の電気をお使いいただけるサービスです。



PLAN プラン紹介

※1 縦ぶき金属屋根および横ぶき金属屋根の場合、目安として垂直積雪量が200cm程度の地域が該当します。
瓦屋根の場合は、目安として垂直積雪量が175cmから200cm程度の地域が該当します。

※2 瓦屋根の場合、平板瓦および和瓦が対象となります。
※3 採用するパネルメーカーごとに、パネル容量は若干変動します。

TERMS OF USE ご利用条件

提携ハウスメーカーの住宅条件や、お客さまのニーズに合わせて、

最大18通りのプランからお選びいただけます！

屋根形状

縦ぶき金属屋根

横ぶき金属屋根

瓦屋根※2

タイプ

一般地域

サイズ/パネル容量※3

Sプラン / ４kW

多雪地域
※１

Mプラン / ５kW

Lプラン / ６kW

サービス料金 各プランのサービス料金は、提携ハウスメーカーへお問い合わせください。
サービス期間 10年 ※原則、設備はサービス期間満了後に無償譲渡いたします。

条件１ 提携ハウスメーカーで、新築戸建住宅を建築・購入し所有すること。

縦ぶき金属屋根、横ぶき金属屋根または、瓦屋根のいずれかであること。

蓄電池、EV充放電設備を設置予定でないこと。
※サービス期間中の設置をご検討のお客さまは個別にお問い合わせください。

ご契約時点で、原則、満60歳以下であること。

北陸電力株式会社と電気需給契約を締結すること。

条件２

条件３

条件４

条件５



TIE-UP 提携ハウスメーカー

地元ハウスメーカーとタイアップ！

お申込みは提携ハウスメーカーへ
お問い合わせください！

ロゴをクリックするとHPに行けます！

※あいうえお順

アルスホーム株式会社
（富山県富山市）

アーク建設株式会社
（石川県七尾市）

株式会社アントール
（石川県七尾市）

有限会社飯倉工務店
（富山県富山市）

イイタ建築ポコ・ハウス
有限会社

（富山県富山市）

株式会社 家元
（石川県金沢市）

株式会社石原建築
（富山県富山市）

伊藤建設株式会社
（富山県魚津市）

株式会社ウィスタ
（富山県富山市）

有限会社梅清建設
（富山県富山市）

永和住宅株式会社
（福井県福井市）

オダケホーム株式会社
（富山県射水市）

か行

あ行

株式会社川端工務店
（福井県越前市）

株式会社共栄ホームズ
（富山県富山市）

共和土木株式会社
（富山県黒部市）

グリスマ株式会社
（石川県金沢市）

クリ英ター永和株式会社
（福井県鯖江市）

クマガイ建創
（富山県射水市）

株式会社建協
（富山県氷見市）

株式会社工務紙井
（石川県輪島市）

New

New
New New

New

https://www.arshome.co.jp/
https://www.arshome.co.jp/
http://www.ark-kk.com/
http://www.ark-kk.com/
https://www.antol.jp/
https://www.antol.jp/
http://www.iikura-komuten.com/
http://www.iikura-komuten.com/
https://www.ishiharakenchiku.com/
https://www.ishiharakenchiku.com/
https://www.pokohouse.jp/
https://www.pokohouse.jp/
https://kanazawaiemoto.jp/
https://kanazawaiemoto.jp/
https://www.eliane-home.net/
https://www.eliane-home.net/
https://umesei.co.jp/
https://umesei.co.jp/
http://www.eiwahome.co.jp/technology.html
http://www.eiwahome.co.jp/technology.html
https://www.kawabata-koumuten.com/
https://www.kawabata-koumuten.com/
https://kyoeihomes.com/
https://kyoeihomes.com/
https://kenkyo.jp/
https://kenkyo.jp/
http://www.koumukamii.com/
http://www.koumukamii.com/
http://mokkanoie.jp/
http://mokkanoie.jp/
https://www.grsm.jp/
https://www.grsm.jp/
https://creatorhome.co.jp/
https://creatorhome.co.jp/
https://www.kurasi-kobo.jp/
https://www.kurasi-kobo.jp/
https://kumagaikenso.jp/
https://kumagaikenso.jp/
https://www.odakehome.co.jp/
https://www.odakehome.co.jp/


TIE-UP 提携ハウスメーカー

地元ハウスメーカーとタイアップ！

お申込みは提携ハウスメーカーへ
お問い合わせください！

ロゴをクリックするとHPに行けます！

※あいうえお順

株式会社 色彩工房 藍
（富山県富山市）

シティハウス産業
株式会社

（石川県七尾市）

有限会社住空間
（富山県射水市）

正栄産業株式会社
（富山県富山市）

株式会社
スタジオ・エム

（富山県富山市）

セイダイハウジング
株式会社

（石川県金沢市）

セキホーム株式会社
（富山県富山市）

株式会社総建ハウジング
（福井県福井市）

た行

さ行

太平ハウス・ラボ
株式会社

（富山県富山市）

有限会社
高桑ハウス工業
（富山県高岡市）

鷹栖建工株式会社
（富山県砺波市）

株式会社匠建設
（富山県黒部市）

株式会社竹田木材
（富山県砺波市）

有限会社 出木野屋
（富山県高岡市）

株式会社 電陽社建設
（富山県富山市）

株式会社
とやまアイホーム
（富山県富山市）

New

New

New

https://shikisai-ai.com/
https://shikisai-ai.com/
https://www.cityhouse.jp/
https://www.cityhouse.jp/
https://sho-ei.net/
https://sho-ei.net/
https://www.kentomo.jp/
https://www.kentomo.jp/
https://www.seidai.jp/
https://www.seidai.jp/
https://www.takanosukk.com/
https://www.takanosukk.com/
https://www.takumi-fp.co.jp/
https://www.takumi-fp.co.jp/
https://www.tulip-h.com/
https://www.tulip-h.com/
http://www.tih.co.jp/
http://www.tih.co.jp/
https://www.soukenhousing.jp/
https://www.soukenhousing.jp/
https://www.soukenhousing.jp/
https://www.soukenhousing.jp/
https://www.houselabo.com/
https://www.houselabo.com/
https://www.dekinoya.com/company/
https://www.dekinoya.com/company/
https://so-sunmaike.com/
https://so-sunmaike.com/
http://www.jyukukan.jp/
http://www.jyukukan.jp/
http://www.takakuwa-house.jp/
http://www.takakuwa-house.jp/


TIE-UP 提携ハウスメーカー

地元ハウスメーカーとタイアップ！

お申込みは提携ハウスメーカーへ
お問い合わせください！

ロゴをクリックするとHPに行けます！

※あいうえお順

株式会社中田工務店
（富山県富山市）

有限会社ナカムラ
（富山県富山市）

株式会社ナチュラル工房
（富山県魚津市）

有限会社 南部木材
（福井県鯖江市）

野島建設株式会社
（富山県魚津市）

は行

な行

東山住宅株式会社
（石川県金沢市）

株式会社ひまわりほーむ
（石川県金沢市）

株式会社フジタ
（石川県白山市）

株式会社北新建工
（富山県富山市）

ホーム・ホーム株式会社
（石川県金沢市）

New New

New

https://ie-nakamura.jp/
https://ie-nakamura.jp/
https://kknakada.co.jp/concept/
https://kknakada.co.jp/concept/
https://www.higashiyama-j.co.jp/
https://www.higashiyama-j.co.jp/
https://www.e-himawari.co.jp/
https://www.e-himawari.co.jp/
https://www.kkfujita.co.jp/
https://www.kkfujita.co.jp/
https://hokusin-kk.co.jp/
https://hokusin-kk.co.jp/
https://hokusin-kk.co.jp/
https://hokusin-kk.co.jp/
https://homehome-k.com/
https://homehome-k.com/
https://n-ko.jp/
https://n-ko.jp/
http://www.nanbu-mokuzai.com/
http://www.nanbu-mokuzai.com/
https://nojima-k.jp/
https://nojima-k.jp/


株式会社頼成工務店
（富山県富山市）

株式会社
リビングスペース

（石川県野々市市）

TIE-UP 提携ハウスメーカー

地元ハウスメーカーとタイアップ！

お申込みは提携ハウスメーカーへ
お問い合わせください！

ロゴをクリックするとHPに行けます！

※あいうえお順

株式会社山下ホーム
（富山県魚津市）

株式会社山秀木材
（富山県砺波市）

米田木材株式会社
（富山県射水市）

わ行

や行

ワイケイホーム株式会社
（富山県射水市）

New

ら行

株式会社
マイホームタナカ
（富山県高岡市）

株式会社丸和
（富山県富山市）

株式会社ミヤワキ建設
（富山県高岡市）

株式会社ミヅホ建設
（富山県富山市）

ま行

New

https://yamahidehome.co.jp/abuts
https://yamahidehome.co.jp/abuts
https://www.yonemoku.co.jp/
https://www.yonemoku.co.jp/
https://lvsp.jp/
https://lvsp.jp/
https://raijyo.jp/company/
https://raijyo.jp/company/
https://www.myhome-tanaka.co.jp/
https://www.myhome-tanaka.co.jp/
https://www.maruwa-home.jp/
https://www.maruwa-home.jp/
http://mizuhokensetsu.co.jp/
http://mizuhokensetsu.co.jp/
https://www.miyawakihome.com/
https://www.miyawakihome.com/
https://www.yamashitahome.co.jp/
https://www.yamashitahome.co.jp/
https://www.ykhome.jp/
https://www.ykhome.jp/


ATTENTION 注意事項

・ 屋根の大きさ、屋根の向きなどにより十分な発電量が見込めない場合や、お住まいの地域の積雪量によっては、
サービスのご提供ができない場合があります。

・ お引越しからサービス開始まで3～4ヶ月程度の期間が必要となります。

・ サービス料金は、クレジットカードでのお支払いとなります。なお、電気料金と本サービス料金は別請求となります。

・ 設置する太陽光発電設備は、北電BEST指定のメーカーの製品になります。

・ 契約期間は10年です。サービス契約期間満了後は、原則、設備はお客さまに無償譲渡されます。

・ 太陽光発電設備の設置後は、設備の移設等、発電を妨げたり、電力会社への売電を妨げる行為などはできません。

Ｑ．どのような申込み、設置の流れですか。

Ａ．新築向けサービスのお申込みの流れは、以下のとおりです。

Ｑ．「Easyソーラー」の設備所有者は誰ですか。また、太陽光発電の余剰売電収入は誰に帰属しますか。

Ａ．北陸電力のグループ会社である北電BESTが設備を所有します。余剰売電収入は北電BESTに帰属します。

Ｑ．サービス期間中の設備のメンテナンス・故障対応は、誰が行いますか。

Ａ．北電BESTが行います。

Ｑ．Easyソーラーのサービス料金には、夜間等の太陽光が発電しない時間帯に使用した電気料金も

含まれますか。

Ａ．「Easyソーラー」は、定額料金を毎月お支払いいただくことで、太陽光発電の電気をお使いいただける
サービスであり、夜間等の太陽光が発電しない時間帯にご使用になられた電気料金は、これまで通り
北陸電力との電気のご契約に基づいてお支払いいただきます。

Ｑ．ZEH補助金は活用できますか。

Ａ．本サービスで太陽光発電設備を導入した場合でも、補助金申請は可能です。

事前検討

申込
内容審査 契約申込 工事 お引渡し 提供開始※

FAQ よくある質問

※お引渡しから３～４か月後

CONTACT お問い合わせ先

受付時間 月～金曜日 9:00～17:00 ※祝日・年末年始を除く

サービス全般のお問い合わせはこちら

富山支店 076-442-0909 高岡支店 0766-21-0909 新川支店 0765-23-4909
石川支店 076-262-0909 七尾支店 0767-52-4909 小松支店 0761-24-0909 
福井支店 0776-23-0919 丹南支店 0778-24-0909


