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URL  　　 : http://www.media-promotion-japan.info        

e-mail    : info@media-promotion-japan.info

サービスイメージ

・日射量／発電量
・補助金情報
・電気料金情報
・事例集

クラウド方式

単なるシミュレーション単なるシミュレーションツールではない！ツールではない！
営業支援ソフト営業支援ソフト

o

3G
回線

認証 ・入力
データ送信

All-in-One タイプAll-in-One タイプ

アンケートアンケート
機能

事例集事例集

太陽光に太陽光に
ついてついて

住宅 ・産業対応住宅 ・産業対応
太陽光発電シミュレーション太陽光発電シミュレーション

Apple 社
iPad2/iPad3
Apple 社

iPad2/iPad3



特徴（二大機能）特徴（二大機能）

１．営業に役立つアイテムで初歩ステージをサポート１．営業に役立つアイテムで初歩ステージをサポート

２．シミュレーション機能＋見積もり作成機能２．シミュレーション機能＋見積もり作成機能

■アンケート

キャラクタとアニメーションにて太陽光について、 メリット／デメリット、 モデル料金のアニメーションを紙芝居形式でお客様自身で操作をして頂くことで、 能動的にイメージを伝達することができます。
もちろん、 営業マンの方が紙芝居をして頂いても結構です。

■屋根計測に必要な機能を内蔵（太陽光のみ）

■設置枚数を屋根の形状に合わせ自動算出（太陽光のみ）

■各電気会社の電気料金を自動取得

■日本全国各地域の補助金を自動取得

■最新の気象観測データを使用

■太陽光のシミュレーション

屋根計測に必要なコンパス （方位計測）、 ジャイロ （角度計測）、 カメラ （角度
計測） を内蔵しています。

屋根情報とモジュール情報から設置可能枚数を自動計算します。

国、 県、 市区町村の補助金の基礎データを自動取得し、 設置後の発電量か
ら補助金を自動計算します。

日本全国各地の電力会社１０社の最新の電気料金プランを自動取得します。

これまでは約 20 年前もしくは 3年前の平均値を使用したデータを元に予測されて
いましたが、 本アプリでは Solar-Mesh( アリョール社製 「大手で採用」 ) を使用す
ることのより最新のきめ細かい（837 カ所→147,497 カ所）データを採用しています。

住宅用 ・産業用の太陽光発電のシミュレーションが可能です。

見積作成

太陽光発電、 蓄電池について

太陽光発電の
       メリット ・ デメリットについて

太陽光発電について 具体的な電気料金を
                   見てみましょう！

お客様情報をもとに
　シミュレーションをしてみましょう！

■事例集

■専門用語の文章ではなく、紙芝居形式でイメージを伝達

お客様への初歩的なアプローチのきっかけや、 潜在的なニーズの収集に役立ちます。 設問内容は自由に変更することが可能です。

お客様へ自社をアピールする場合に 『事例』 はかなり効果的です。 事例は都度登録が可能です。 また、 お客様の施行に近い 『事例』 をシミュレーションを元に
自動で検索を行うことができます。 （マニュアルでも検索可能）

■見積もり作成
その場で見積もりを作成 （ローン計算も可能） し、 お客様に提示することが出
来ます。 また、 印刷やメールを送ることが出来ます。



　◆ 料金 ◆　

住所取得
（手動入力）

住所取得
（自動取得）

補助金
（手動入力）

補助金
（自動取得）

電気料金
（自動更新なし）

電気料金
（自動取得）

日射量データ
（NEDO）

日射量データ
（自動取得）

屋根情報
（手動入力）

屋根情報
（ジャイロ・カメラ）

電子カタログ アンケート 事例集

シミュレーションＯＮＬＹタイプ(T1) ○ ○ ○ ※１ ○ ※１ ○ ※１ ○ ○ ※１ ※１ ※１

住所取得
（手動入力）

住所取得
（自動取得）

補助金
（手動入力）

補助金
（自動取得）

電気料金
（自動更新なし）

電気料金
（自動取得）

日射量データ
（NEDO）

日射量データ
（自動取得）

屋根情報
（手動入力）

屋根情報
（ジャイロ・カメラ）

電子カタログ アンケート 事例集

シミュレーションＯＮＬＹタイプ(T2) ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ※１ ※１ ※１

ALL IN ONEタイプ(T3) ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ ※１ ○ ○

※１　オプションになります　追加オプションを参考

　◆ ※１　追加オプション ◆  

電子カタログ 　各メーカのパネルや蓄電池のカタログを一緒に収納できます

住所取得（自動取得） 　GPSで位置情報を自動取得します

屋根情報（ジャイロ・カメラ機能） 　クラウドサービス（ジャイロ・カメラ機能で屋根の傾斜角・方位を取得します）

メール送信機能

Airプリント機能   専用のプリンタ（Airプリンタ）に対し印刷が行えます。

補助金（自動取得） 　クラウドサービス（販売タイプを選択されたユーザ様が対象）

Solar Meshデータ（自動取得） 　クラウドサービス（販売タイプを選択されたユーザ様が対象）

事例集機能

アンケート／集計機能

iPadレンタル

年間特別契約 　1年間の年間契約をして頂いたユーザ様が対象

　◆※2　10%OFF料金 ◆

シミュレーションＯＮＬＹ 5,000円→4,500円（税抜）

ALL IN ＯＮＥタイプ 9,800円→8,820円（税抜）

▲　ご契約の単位は最低３か月～となっております。（以降３か月単位）

15,000円（税抜）

5,000円

9,800円

10,000円（税抜）

9,800円（税抜） なし

定額利用 機能

初期費用　　　（初回のみ）
月額利用料／月

● 太陽光＆蓄電池シミュレータツール（ASSIST　優羽） ●

定額利用 機能

初期費用　　　（初回のみ）
月額利用料／月

定額払　（※１）

費 用 (税込)

費 用 (税抜)

※１　オプションになります　追加オプションを参考

販売タイプ

月額料金10%OFF／月　※2

クラウドサービスタイプ

　施行事例を登録することで、社内・社外で共有することができます。　また、訪問先のお客様に近い事例を検索
することが可能です。

４,500円（税抜）／月～

最初の10ページまで2500円（税抜）　以
降100円／頁

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

3,000円（税抜）／月

3,000円（税抜）／月

4,000円（税抜）／月

　お客様へのアンケートで潜在的なニーズの情報収集や、またそれらを集計することもできます。 1,000円（税抜）／月

　弊社提携会社経由でのiPadレンタルのご利用も可能です。

  見積もり画面からメール直接送信を行えます。 1,000円（税抜）

1,000円（税抜）


