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au でんき 太陽光電力買取サービス提供条件 
 

太陽光発電設備からの電力買取約款（以下「買取約款」といいます。）における、au でんき太陽光電力買

取サービス（以下「本サービス」といいます。）に関する買取金額およびその請求等の条件については、この au で

んき 太陽光電力買取サービス提供条件（以下「本提供条件」といいます。）において、au エネルギー＆ライフ

株式会社（以下「当社」といいます。）が定めます。本提供条件のほか、KDDI 株式会社（以下、「KDDI」と

いいます。）の ID 利用規約、KDDI および沖縄セルラー株式会社（以下、KDDI とあわせて「KDDI 等」とい

います。）の au Ponta ポイントプログラム利用規約、KDDI 等および au ペイメント株式会社の au PAY サー

ビス利用規約ならびに au PAY プリペイドカード特約および本提供条件による電力買取サービスに関連して当社

または KDDI 等が定める諸規程（当社または KDDI 等 が別に WEB サイト等において公表するご利用条件

等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。）は、本提供条件の一部を構成するものとし

ます。本提供条件と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。 

 

１ 契約種別 

本サービスの契約種別は、次のとおりといたします。なお、提供エリアは、別表 1（提供エリア）によります。 

買取金額の支払方法 契約種別 提供エリア 

au PAY 残高チャージ ａｕＰＡＹプラン（北海道） 北海道電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（東北） 東北電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（東京） 東京電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（中部） 中部電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（北陸） 北陸電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（関西） 関西電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（中国） 中国電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（四国） 四国電力エリア 

ａｕＰＡＹプラン（九州） 九州電力エリア 

口座振込 

 

 

口座振込プラン（北海道） 北海道電力エリア 

口座振込プラン（東北） 東北電力エリア 

口座振込プラン（東京） 東京電力エリア 

口座振込プラン（中部） 中部電力エリア 
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口座振込プラン（北陸） 北陸電力エリア 

口座振込プラン（関西） 関西電力エリア 

口座振込プラン（中国） 中国電力エリア 

口座振込プラン（四国） 四国電力エリア 

口座振込プラン（九州） 九州電力エリア 

 

2 ａｕＰＡＹプラン 

au PAY プランについて以下のとおり定めます。 

（1）適用条件 

当社は、以下の条件を満たす発電者からの au PAY プランへのお申込みを当社が承諾した場合に、当該契

約種別を適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

イ 同一発電場所に存する本件発電設備について買取約款にもとづく他の契約種別が適用されていないこと 

ロ 法人ではないこと 

ハ au PAY 利用開始登録の手続きを完了していること 

ニ 有効な au PAY 会員ナンバーを当社に提供できること 

（2）買取単価 

別表 2（買取単価）のとおりといたします。 

（3）支払方法 

当社は、買取金額の支払いを発電者が指定する au PAY 会員ナンバーにひもづく au PAY 残高へチャージ

（入金）する方法により行います。  

（4）支払期日 

当社は、毎月の買取金額を買取金額の算定期間の終期の翌々月末日（該当日が当社の営業日ではな

い場合はその直後の営業日）までにチャージ（入金）するものといたします。なお、一般送配電事業者から当

社への買取電力量の提供が遅延するなど、当社の責によらない事由により、支払期日までの支払いができない

場合、当該買取金額は、次の支払期日までに支払うものといたします。 

（5）その他 

前項の定めにかかわらず、買取金額を au PAY 残高へチャージ（入金）する時点で、次の各号のいずれか

に該当した場合、au PAY 残高へのチャージ（入金）が実施できない場合があります。 

当社の責めに帰することのできない事由により、発電者の au PAY 残高へチャージ（入金）できない場合、

当社は、これにより発電者が受けた損害について賠償する責を負わず、支払ができなかった買取金額につき前

項にもとづいて次の支払期日までに支払うものといたします。 

イ au PAY プリペイドカードをお持ちの場合に au PAY プリペイドカードを解約された場合。 

ロ au PAY の「一時停止」をされている場合。（発電者ご自身での一時停止操作、盗難・紛失等による利

用停止、不正利用等による一時停止を含む） 
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ハ au ID が削除または無効となっている、もしくは譲渡・承継された場合。 

ニ au ID 統合により au ID を変更された場合。 

ホ au PAY サービス利用規約に反する行為、またはその恐れがある場合。 

へ その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断した

とき。 

 

3 口座振込プラン 

口座振込プランについて以下のとおり定めます。 

（1）適用条件 

当社は、以下の条件を満たす発電者からの口座振込プランへのお申込みを当社が承諾した場合に、当該契

約種別を適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

イ 同一発電場所に存する本件発電設備について買取約款にもとづく他の契約種別が適用されていないこと 

ロ 法人ではないこと 

（2）買取金額 

別表 2（買取単価）のとおりといたします。 

（3）支払方法 

当社は、買取金額の支払いを発電者が指定する金融機関口座へ振込む方法により行います。この場合の

振込手数料は、当社が負担いたします。 

（4）支払期日 

当社は、11 月分から４月分までの買取金額を 6 月末日までに、5 月分から 10 月分までの買取金額を

12 月末日までに、それぞれ支払うものといたします。ただし、該当日が金融機関の休業日に当たる場合は、直

後の営業日までに支払うものとします。なお、一般送配電事業者から当社への買取電力量の提供が遅延する

など、当社の責によらない事由により、支払期日までの支払いができない場合、当該買取金額は、次の支払期

日までに支払うものといたします。 

（5）その他 

前項の定めにかかわらず、買取金額を口座振込する時点で、次の各号のいずれかに該当した場合、口座振

込が実施できない場合があります。 

当社の責めに帰することのできない事由により、口座振込ができない場合、当社は、これにより発電者が受け

た損害について賠償する責を負わず、支払ができなかった買取金額につき前項にもとづいて次の支払期日まで

に支払うものといたします。 

イ ご指定いただいた口座を解約された場合。 

ロ その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断した

とき。 

 

4 ポイント特典 

（1）当社は、契約種別が第 3 条（口座振込プラン）で定める口座振込プランである発電者の対象契約回

線（au（LTE）通信サービス、au（5G）通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡまたは povo1.0 通



- 4 - 

信サービスをいいます。）の利用に係る契約と紐付けて管理されている au ID（ID 利用規約に定める au ID

をいいます。以下同じとします。）もしくは本サービスの au ID に対し、本条各項の定めに従い、買取電力量 1

キロワット時あたり１Ponta ポイントを還元します。なお、１ポイント未満の端数が生じた場合は、その端数を切

り上げます。 

（2）前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、ポイント還元は行いません。 

イ 当社がポイントを還元する日の属する月の前月の末日（以下、「判定日」といいます。）の時点において、

発電者が取得しまたは発電者に付与された au ID が有効でないとき。 

ロ ポイント還元時点で、発電者の au ID が有効でないとき。 

ハ その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断した

とき。 

（3）ポイント還元は、原則として、買取月の買取金額の算定期間の終期の翌々月末日（該当日が当社の

営業日ではない場合はその直後の営業日）までに行います。ただし、ポイント還元額の算定等における特別の

事情がある場合または発電者の契約状況および発電者が、KDDI 等及び株式会社ロイヤリティマーケティング

の定める au ID/Ponta 会員 ID 連携規約に基づき、当該規約に定める ID 連携を行った場合その他の契

約状況及び利用状況によっては、買取月の翌々月末日以降にポイント還元を行う場合があります。 

（4）ポイント特典は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。 

イ 買取契約が終了したとき。 

ロ 発電者がポイント会員の資格を喪失したとき。 

ハ 発電者と KDDI との間の au ID の利用に係る契約が終了したとき。 

ニ その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断した

とき。 

（5）前項の定めによりポイント特典が終了した場合、当社は、その終了日が属する月をもって、ポイントの還元

を終了します。ただし、そのポイント特典の終了が前項第１号の事由によるものである場合には、その買取契

約の終了日が属する月までの買取電力量にもとづくポイント特典は還元の対象とします。 

 

5 定義 

本提供条件において用いる用語は、別に定めのない限り、買取約款、KDDI の ID 利用規約、KDDI 等の

au Ponta ポイントプログラム利用規約、KDDI 等および au ペイメント株式会社の au PAY サービス利用規約

および au PAY プリペイドカード特約に定める意味によるものといたします。 

 

6 買取単価の変更 

当社は、買取単価を変更することがあります。この場合の買取単価は、変更後の提供条件によります。  

なお、この場合、当社は、買取単価の変更について、事前に、当社ホームページ上でのお知らせ等、適切な方法

により、発電者にお知らせいたします。 

 

7 契約者等に係る情報の利用 

当社は、契約種別が第２条（au PAY プラン）で定める au PAY プランである発電者について、発電者の

情報を以下のとおり取り扱います。 
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（1）au エネルギー＆ライフ株式会社は、本サービスに係る発電者の以下の情報を、KDDI 等および au ペ

イメント株式会社に以下の利用目的で提供します。 

イ 提供する情報 

 ・携帯電話番号、au PAY 会員ナンバー、氏名、チャージ金額、本サービスの情報 

ロ 利用目的 

 ・本サービスにおける買取金額の支払、特典の発電者への提供に係る業務のため。 

（2）KDDI 等は、発電者の以下の情報を、au エネルギー＆ライフ株式会社に以下の利用目的で提供しま

す。 

イ 提供する情報 

 ・au 通信サービス契約の存否 

 ・au PAY 残高へのチャージ（入金）実施可否と実施結果 

ロ 利用目的 

 ・本サービスにおける買取金額の支払、特典の発電者への提供に関わる業務のため。 

 

8 その他 

本サービスの提供に関し、本提供条件は買取約款と一体をなすものとし、本サービスの提供に関する本提供

条件に定めのない事項については、買取約款の規定が適用されるものといたします。本サービスの提供に関し、本

提供条件に定める内容と買取約款に定める内容とが抵触する場合、本提供条件に定める内容が優先して適用

されるものといたします。 
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附則（実施期日） 

 

本提供条件は、2023 年 1月16日から実施いたします。 
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別表 

1 提供エリア 

提供エリア 都道府県名 

北海道電力エリア 北海道 

東北電力エリア 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県 

東京電力エリア 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨

県、静岡県の一部 

中部電力エリア 愛知県、長野県、静岡県（一部を除く）、岐阜県（一部を除く）、三重

県（一部を除く） 

北陸電力エリア 富山県、石川県、福井県（一部を除く）、岐阜県の一部 

関西電力エリア 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除く）、

福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

中国電力エリア 鳥取県、島根県（隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除く）、

岡山県、広島県、山口県（見島を除く）、兵庫県の一部、香川県の一

部、愛媛県の一部 

四国電力エリア 徳島県、高知県、香川県（一部を除く）、愛媛県（一部を除く） 

九州電力エリア 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 
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２ 買取単価 

エリア  口座振込プラン au PAY プラン 

北海道電力エリア 1 キロワット時につき 8.00 円 9.00 円 

東北電力エリア 1 キロワット時につき 9.00 円 10.00 円 

東京電力エリア 1 キロワット時につき 8.50 円 9.50 円 

中部電力エリア 1 キロワット時につき 7.00 円 8.00 円 

北陸電力エリア 1 キロワット時につき 8.00 円 9.00 円 

関西電力エリア 1 キロワット時につき 8.00 円 9.00 円 

中国電力エリア 1 キロワット時につき 7.15 円 8.15 円 

四国電力エリア 1 キロワット時につき 7.00 円 8.00 円 

九州電力エリア 1 キロワット時につき 7.00 円 8.00 円 

 


