
鹿児島
4305 kWh

福　岡
4061 kWh

高　知
4637 kWh

愛　媛
4446 kWh広　島

4566 kWh

年間予測発電量
年間電気料金換算

大　阪
4206 kWh

名古屋
4400 kWh

金　沢
3931 kWh

東　京
4013 kWh

仙　台
4107 kWh

札　幌
4183 kWh

Q7

蓄電機能はありません。現在は高コスト
の蓄電システムを設置するよりも電力会
社へ余った電気を売るほうが経済メリッ
トが大きいと思われます。

発電した電気を
溜めておくことは
出来ませんか？

Q8

南面を向くのが理想ですが、東・西面に設
置した場合でも南面の約85％の発電量
が得られます。北面への設置はお勧めい
たしません。設置角度は10°～30°で搭
載する屋根に応じて決定します。

太陽光パネルを設置する
方位や角度は
決まっていますか？ 補助金で

お得に設置

Q9

特に必要ありません。多少の汚れなら雨
によって洗い流されます。
鳥の糞などで著しくパネルが汚れている
場合は販売店にご連絡ください。専門担
当者がお伺いしメンテナンスいたしま
す。（有償工事となります。）

太陽光パネルの掃除は
必要ですか？

Q10

太陽光発電システムの重さは、同じ面積
の和瓦の1/4～1/5と軽いため、通常の
お家では屋根への荷重は問題ありませ
ん。取付け強度も建築基準法に基づき、
台風などの強風時でも充分耐えること
の出来る設計となっておりますので、ご
安心ください。

地震や台風には
大丈夫でしょうか？

Q11

アドバンテックは太陽光モジュールの最
長25年長期出力保証を行っています。
その他システム機器10年間保証も行っ
ております。

太陽光システムの製品
保証はどうなっていますか?

Q12

新築物件と既築物件とで違いがありま
すが、1日～2日で太陽光モジュールの
設置工事を行い、後日電気工事を半日～
1日行います。その後電力会社との連系
契約を行います。目安としてはご契約い
ただいてから2～3ヶ月で工事が完了い
たします。

設置工事には
何日くらい必要ですか？

住宅を隅々まで知りつくした屋根のプロ、電気のプロ
が、設計から施工まで施主様と対話しながら作業を進
めます。新築・既築ともに、住宅に無理のない最適な
方法をご提案します。また、面倒なお手続きは全て販
売店が代行します。

システム設置までの流れは?

Q13

Q6

国からの補助金とお住まいの地域によっ
ては、地方自治体からの補助金がありま
す。面倒な各種お手続きも全て代行致し
ますので、詳しくは販売店にお問合せく
ださい。

太陽光発電システムを
設置する場合補助金が
あると聞きましたが？

Q1

昼間、発電した電気で自宅の使用電力が
賄われ、余った電気は電力会社が買い
取ってくれるため、光熱費の削減が可能
です。また、ご家族のエコ意識が向上し、
地球環境にやさしい暮らしが無理なく始
められます。

太陽光発電システム
設置の効果は？ 最長25年

保証で
安心です

停電時も
電気が
使えます

Q2

太陽光モジュールについては、20年以
上の寿命が期待できます。パワーコン
ディショナ等の設備機器は10～15年が
寿命といわれていますので、必要に応じ
て交換が必要です。

太陽光発電システムは
いつまでもつの？

Q5

晴れの日にくらべると発電量は落ちます
が発電します。積雪でパネルに雪が積っ
た場合は太陽光が遮られるので、発電し
ません。

曇りや雨の日でも
発電しますか？

Q3

自立運転機能付きパワーコンディショナ
を使用していますので、昼間天気がよけ
れば電気を使用することが可能です。携
帯電話の充電や、ポットでお湯を沸かし
たり出来ます

停電時でも電気が
使えますか？

Q4
私の住む地域では
どの程度発電できますか？

アドバンテック 住宅用太陽光発電システム

お客様

電力会社

ご相談

現地調査

見積
設計

ご注文
ご契約 引渡し

系統連係の
申し込み

系統連係

運転開始設置決定設置を検討

受給
契約

販売店

アフター
サービス

売電
契約

工事着工 設置 検査

Q&A
太陽光発電の疑問にお答えします。

太陽電池容量は、JIS C8918の規定による算出方法で算出した太陽電池モジュール出力の合計値です。

日射量データは、MONSOLA05（801）〈平成17年度に（財）日本気象協会が（独）新エネルギー・産業技術総合開発
機構（NEDO）の平成17年度「標準日射太陽光発電システム共通基盤技術研究開発 標準日射データの地理的分解
能向上に関する調査研究」委託研究により作成したデータ〉を使用しています。本データは、JIS C8907「太陽光発
電システムの発電電力推定法」の推奨データです。

損失係数について
発電容量は以下の損失により、「太陽電池容量」の70
～80％程度になります。
①パワーコンディショナ（KP40K）の電力変換効率は
95％であり、5％損失します。

②パワーコンディショナ以外の配線、受光面の汚れ、
逆流防止ダイオード等により5％程度損失します。

③太陽電池セル表面の温度上昇により、12～1月は
10％、3～5月及び9～11月は15％、6～8月は20％
損失します。

余った電気は
売電で

家計にプラス

日本各地における年間発電量
（4.14kwシステム・設置角度26.6度）

アドバンテック
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災害時も使用可能

家計にうれしい

高性能
多結晶モジュールでは最大クラスの公称最大出力２4０Ｗの発電量を発揮します。
多結晶シリコン系モジュールトップクラスの変換効率１6.4％で効率よく電気に変換します。

アドバンテックは

アドバンテックは

アドバンテックは

REC 240Wp
希望小売価格

105,000円
税抜価格 100,000円

eLITE 235Wp
希望小売価格

102,900円
税抜価格 98,000円

高品質

長期保証
最長25年の長期にわたり、太陽電池モジュールの出力を保証します。
システム構成機器についても１０年間保証で、万一にも安心です。

アドバンテック 住宅用太陽光発電システム

システムは朝、太陽が昇ると自動的に運転を開始して発電を始めます。発電した電気

はまずお家の中の電気として使われます。使い切れずに余った電気は電線を通じて

電力会社に売ることができます。夕方、太陽が沈むと自動的にシステムは停止します。

夜は今までどおり電力会社から電気を買います。

環境にやさしい

太陽光発電は・・・

太陽光発電システムは、太陽の光エネルギーを太陽電池モジュールで受けて発電

し、設備機器のパワーコンディショナにより、家庭で使用出来る電気に変換し、供給す

るシステムです。そのため、発電の過程で地球温暖化の原因といわれるCO2などのガ

スを出しません。

災害時など電力の供給がストップした時に、昼間で発電可能な天候ならば非常用の

電源として使用できます。通常時は電力会社との連系運転ですが、自立運転モードに

することにより、携帯電話に充電したり、ＴＶ・ラジオから情報を収集したり、調理をす

ることができます。

太陽光をクリーンな電気エネルギーに変える。

環境のこと、家計のこと、しっかり考えたら　　　　  です。

アドバンテックの太陽光電池モジュールは、世界有数の環境先進国で
あるドイツに本拠を置き、世界的にも最大級の民間第三者試験認証
機関TüV（テュフ）InterCert(インターサート社)によりIEC61215
規格、IEC61730規格の認定を取得しております。厳しい試験を通
過したモジュールは、安心と満足をご提供いたします。

第3者機関による安全認証

製品証明
　海外 TUV 太陽電池モジュール国際基準適合認証製品
 IEC61215 性能・品質適合認証国際規格
 IEC61730 安全性適合認証国際規格
　国内 JET 太陽電池モジュール性能、安全性認証製品
 J-PEC 住宅用補助金交付適合機種登録

プラント証明
 ISO9001 品質マネジメント国際規格
 ISO14001 環境マネジメントシステム国際規格

最長
25年
保証

各種
認 証
取得済

最大出力

240
W

アドバンテック

RECは25年、eLITEは20年の出力保証となります。
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太陽電池モジュール 接続ボックス パワーコンディショナ 売電用メーター

電
力
会
社買電用メーター

電気製品

発電モニターセット（オプション）

住宅内分電盤

アドバンテック 住宅用太陽光発電システム

　　　　  が作る電気の流れ。発電量はモニターで確認。

余った電気は自動的に電力会社へ売電します。

太陽光発電電力

電気製品の使用等
による消費電力

余った電気は、電力会社が買い取ります

カラーモニターで
毎日わが家のエコチェック。

太陽電池モジュールからの電
気配線を一箇所にあつめ、直
流電力をパワーコンディショナ
に供給します。

太陽の光から直流電力を作り
ます。

太陽電池モジュールでつくら
れた直流電力を、家庭で使え
る交流電力に変換。太陽光発
電システム全体の運転を自動
安全制御します。

太陽光発電による電力と電力
会社からの電力を、家庭内の
コンセント及び電気製品に送
ります。

太陽光発電でつくられた電力
が家庭内で使い切れずに電力
会社へ送電（売電）された場合
の余剰電力量を計ります。

日中は電気を自給自足し、余った電気は電力会社に売ることができます。
天候により発電量が足りない時や夜間は、電力会社から割安の電気を購入できます。

電力会社からの供給電力を家
庭内で使用した場合の、購入
（買電）電力を計ります。

● 太陽光の発電量や、家庭内の電力状況を
　 リアルタイムに表示

● 見やすい画面表示&5.7インチカラー
　 TFT液晶

● 無線通信対応で、どこでもチェックが可能

● 「省エネガイド機能」を搭載

※上図は太陽光発電システムを導入した場合のイメージです。電力契約や、地域、季節、天候等の条件により、
　上のイメージと異なる場合があります。

太陽光発電で自給自足

朝夜 昼 夕 夜

昼間の電気代 夜間の
電気代

夜間の
電気代

KP-CM2-SET

アドバンテック
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設置事例 & お客様の声

日本 （アドバンテック 本社） ドイツ

日本 ドイツ

日本

日本

日本

日本 イタリア

アドバンテック 住宅用太陽光発電システム

が家にやってきた。
様々な建物に対応

環境先進国のヨーロッパから日本の屋根へ

住宅（切妻屋根） 住宅（陸屋根） 集合住宅 事業用建物

新築の計画を始めた時から太陽光発電を設置することを大前提に設計を

進めてもらいました。お陰様で５．５２kWという大容量のシステムを搭載す

ることが出来ました。オール電化住宅にしたことによるメリットもあるの

で、今後の光熱費が楽しみです。新築時に設置することで、工事用の足場

代金が不要だったり、電気配線を壁の中に入れてもらい、見た目もスッキ

リとなったりと良いことばかりでした。今からお家を建てられる方は太陽光

発電の設置をプランにいれておかれることをおすすめします。

（I 様）

「新築時に設置したので
足場代も不要でお得に設置できました」

太陽光発電といえば、ご存じの様に「環境にやさしい」・「家計にうれしい」・

「災害時も使用可能」という３つのメリットがあります。

この写真の２件の分譲物件にもアドバンテック太陽光発電システムを設置

し、お客様のメリットを最大限に考えた物件になったと自負しております。

私共の事業のモットーである「正しい価格で最良のものを提供する。」に

ピッタリとマッチするアドバンテック太陽光発電をオススメします。自然の

恵みを利用して、環境にやさしい生活をスタートしませんか？

（Ｍ建設・代表Ｍ様）

「お客様のメリットを考え、太陽光発電を
おススメしています」

我が家に設置してみて一番面白いと思ったのは、モニターを見て発電量

と売電量をチェックすることです。 曇りだと思っても意外に発電量があっ

たり、逆に晴れだと思っても発電量が少なかったり、天気は刻々と変わって

いるのだなって実感しました。それに、今使っている電気の使用量も分か

るので家電製品の待機電力を調べたり無駄な電力を節電したりして楽し

んでいます。 そのおかげか、我が家では今のところ毎月の電気代は実質

的に０円で売電額の方が多くなっています。毎日、何もしないで光熱費が

いらないなんて太陽光発電を設置して大満足です。

（O様）「モニターを見て節電を楽しんでいます」

アドバンテック
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