
※天井ビルトイン・天井埋込形等（ダクト形）などで、移設困難なものは対象外となります

空調機（ビル用、設備用、店舗・事務所用）ほか、
チラー、業務用エコキュート、低温機器、ショーケースなど
三菱電機冷熱製品は、全機種が対象となります※

リース君

リースを活用して三菱電機の　
最新機種に入替え！

リースを活用して三菱電機の　
最新機種に入替え！

補助金活用リースご採用事例

国土交通省の省エネ
補助金制度を活用して
イニシャルコストを低減！！

1

ボイラーからの更新で
メンテナンス費用を削減
高COPで
ランニングコスト
も抑制！

2

横浜フリエスポーツクラブ 様

導入のメリット導入のメリット

株式会社なにわ花いちば 様

導入のメリット導入のメリット
農水省「卸売市場輸出対応型
品質管理高度化支援事業」の
リース導入補助金を活用

熱源機を空調機から
R410Aコンデンシング
ユニットに変更し、
生花の品質保全環境を改善

販売店様と三菱電機フィナ
ンシャルソリューションズ株
式会社による
万全のアフターフォロー

1

2

3

割安な夜間電力で
コスト削減！

割安な夜間電力で
コスト削減！

ISO14001認証をもつ
Jリーグクラブが選んだ！
ISO14001認証をもつ
Jリーグクラブが選んだ！
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LEDやエアーカーテンにも
リースを活用

LEDやエアーカーテンにも
リースを活用

庫内温度を安定させ
輸出体制を強化！
庫内温度を安定させ
輸出体制を強化！

低温低温給湯給湯 空調空調

「エネルギー使用合理化等
 事業者支援事業」の
補助金を活用して実質負担額を抑制

既設配管流用により、教習に影響なく
短工期で入替を完了

高効率空調機やLED照明の導入で、
省エネ・CO２削減を促進し、
地球環境に貢献

1

2
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瀬戸自動車学校 様

導入のメリット導入のメリット

空調機の切り忘れを防止空調機の切り忘れを防止

省エネ性は
業界トップクラス！
省エネ性は

業界トップクラス！

空調空調

経済産業省の見える化装置の導入が
条件の補助金を活用して
自己資金ゼロで設備更新！！

AE-200J接続により、
スケジュール運転や今後更新時期を
迎える空調機との一括管理も可能

1

2

大島ケアハートガーデン 様

導入のメリット導入のメリット

給湯給湯 空調空調

とくとく

らくらく

リースちゃん

見える化装置の
AE-200J

見える化装置の
AE-200J

空調冷熱機器ファイナンスソリューションパンフレット
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空調冷熱機器ファイナンス
ソリューションパンフレット

この印刷物は、2022年10月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。
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リース　　 の活用でビル・店舗・工場・倉庫・病院も快適・省エネに！リース　　 の活用でビル・店舗・工場・倉庫・病院も快適・省エネに！

注１） 天井ビルトイン・天井埋込形など移設困難な物件、経済耐用年数が法定耐用年数より長い物件、特別償却対象物件などは、割賦契約で対応させていただきます。
注２） リース期間の設定にあたっては、対象物件の法定耐用年数を参考基準に算出いたします。

製品ラインアップ一覧 三菱電機フィナンシャルソリューションズリース概要

補助金活用リースにおける申請のサポート内容

対象顧客 ビルオーナー様、各種製造業、飲食業、食品加工業、食品小売業、ホテル業、病院・福祉施設ほか　

対象商品 空調機（ビル用、設備用、店舗・事務所用）ほか、チラー、業務用エコキュート、低温機器、ショーケースなど三菱電機冷熱製品
ただし移設困難なものは対象外

契約期間 7年～10年 ※対象物件の法定耐用年数を基準に設定

購入選択権付リースとは？
リース期間満了後にリ－ス物件を購入することができる権利を付与したリース契約！
あらかじめ設定した購入選択権価額（残価）を差し引いた金額を基準額としてリース料を算出しますので、通常のリースと比べ月々の
リース料が大幅に軽減されます。

①～④の他にもリース期間終了時に
物件返却のオプションあり。
ただし、物件売却＜残価の場合は、
差額の清算義務が発生します。

＊契約期間は、法定耐用年数を基に設定。＊二次リース満了後、改めて残価設定をすることも可能。
＊残価は定率法の未償却残額以上に設定。

リース料（80）

契約期間

契
約
額

残価（20）

②残価を基準に二次リース

残価（20＋α）

①残価で購入

残価（20） ＋ 消費税

リース満了

④残価を基準に三次リース

③残価で購入選 

択

選 

択

8 1210 14 16 18 2220
24 26 3028 32 34 36 馬力

8 1210 13 14 16 18 2220
24 26 3028 32 34 36 馬力

製品形名：ＰＵＨＹ－ＧＰ・ＤＭＧ7

製品形名：ＰＵＨＹ－ＧＲＰ・ＤＭＧ7

業界初※1『扁平管熱交換器』搭載により、ＡＰＦ６．5（8馬力※2）を実現。
空調設備の更新による電気代を大幅削減。

室内機モーターとファンを直結した
ダイレクトドライブ方式を採用！
●業界トップクラス※3の省エネ性
●構造変更によりメンテナンス項目を削減
●リモコン設定による静風圧変更が可能
●オールフレッシュタイプに加え、
　更新・寒冷地向けもラインアップ

※3. 2022年7月現在　当社調べ

限られたスペースに大容量の熱源機を設置したい、
そんなニーズにお応えします。

●省エネに貢献する高効率運転
●省設置スペースを実現する
　大容量ユニット
●内蔵ポンプ・内蔵ヘッダーによる
　省工事化
●高効率制御と運転状態の見える化
●業界初の80馬力（冷専）・加熱強化仕様
　（40～60HP）をラインアップ
●冷房時の吸込温度上限52℃対応
●R32冷媒の採用と冷媒封入量の削減で環境負荷を低減

大量のお湯をしっかり沸かして、
きちんと省エネできます！

●高効率な運転でランニングコストを低減
●CO2排出量を減らして環境に貢献
●インバータ制御で最高出湯温度90℃
●集中コントローラAE-200Jとの接続で、
　細かな湯温・湯量の設定を実現

●見やすく、操作しやすい、
　10.4インチ 液晶タッチパネル搭載
●最大200台の室内ユニットを一元管理
●エネルギー管理機能を標準搭載
●ピークカット制御、高顕熱制御など豊富な省エネ制御が可能
●ＤＴ－Ｒ、低温機器、業務用エコキュートの監視操作可能
●先進の「AIスマート起動」で、設定時刻に合わせた適切な起動時刻を
　自動で判断※1

※1. 対応可能な室外ユニットについてはビル用マルチエアコン総合カタログをご参照ください。

冷凍庫から低温作業場まで
省エネで快適な空間を提供
●省エネ性の高い次世代冷媒
　R463A-J対応ラインアップ拡充で
　多彩なニーズに対応

結露環境の改善用途にも有効！
衛生的な環境づくりに貢献
●床置き形0.8馬力は単相100V電源で使用可能
●天吊形0.8馬力はコンパクトボディで天井裏
　の除湿にもおすすめ
●省エネ性の高いインバータタイプもラインアップ

R463A-Jインバータクールマルチ

設備用パッケージエアコンビル用マルチエアコン

『グランマルチシリーズ』

集中管理もエネルギーの見える
化も液晶画面上で一括管理！

業務用エコキュート

クールマルチ

産業用除湿機

※50.4kW以下対象。（組合せ機種は対象外）
　APF2006において

2015年
省エネ基準値クリア

※50.4kW以下対象。（組合せ機種は対象外）
　APF2006において

グリーン購入法
調達基準適合

高ＡＰＦで高い省エネ性を達成

扁平管熱交器採用で従来より熱交換率３０％向上。
猛暑時でも快適空調が可能。

高外気（外気温度52℃）まで冷房運転可能

床置き形0.8馬力 天吊形0.8馬力

AE-200J
空調冷熱統合管理システム

契約のスキーム

メーカー
販売店

リース契約売買契約

共同申請

施主様

補助金
執行団体

エネルギー
管理支援業務 エネマネ

事業者

MEFSより
エネマネ事業者を

ご紹介

※1. 当社調べ　※2. PUHY-GP224DMG7の値

『購入選択権付リース』は
こんなニーズにお応えします

リース期間中の
ランニングコストを抑えたい！1 将来的には

自己資産にしたい！2

高効率・大容量

空冷ヒートポンプチラー ＤＴ－ＲⅢ

※対応できない業務も多数あります。申請書、各種報告書の作成にあたってはお客様、
　販売店様のご協力をお願いします。

Webポータルでの入力業務を支援

交付申請書の作成を支援

各種報告書の作成を支援

執行団体からの問い合わせに対応

①施主様とのリース契約は
物件代金から補助金を
控除した金額での契約。

②三菱電機フィナンシャルソリューションズがエネマネ事業者をご紹介しますので、
補助率1/2の申請も可能。

③共同申請により施主様の申請書類作成業務を軽減。

[床置形]
リプレースタイプ
[床置形]

補助金

4年～8年

三菱電機製空調冷熱機器全般を対象とし、
安心の動産総合保険付き。店舗・事務所用
スリムエアコンには無料修理付きの延長保
証リースもございます。

空調機器・チラー・低温機器・ショーケース・
業務用エコキュート等の空調冷熱製品。

ファイナンスメニュー
スーパーダイヤリース 補助金活用リース 購入選択権付リース購入選択権付リース

リース期間

対象機種

特　　徴

再リースを含め法定耐用年数

国や自治体の各種補助金制度を積極的に
活用しコスト削減に貢献。国交省・経産省
など各種補助金申請に関わる共同申請にも
対応いたします。

空調機器・チラー・低温機器・ショーケース・業務
用エコキュート等の空調冷熱製品、LED照明等。

リース期間

対象機種

特　　徴

7年～10年

あらかじめ設定した残価を差し引いた金額を
基準額とし通常のリースと比べ月々のリース
料を軽減。リース期間満了後はリース物件を
購入または2次リースが選択できます。

空調機器・チラー・低温機器・ショーケース・
業務用エコキュート等の空調冷熱製品。

リース期間

対象機種

特　　徴
※補助金によっては対象機器が異なります。詳細については、お問合わせください。

■年間ランニングコスト比較（千円/年） ■年間CO2排出量の比較（kg-CO2/年）

中規模病院の給湯負荷を想定
業務用エコキュート3台
開放貯湯槽20ｔ　貯湯温度60℃
ガスボイラー仕様 発熱量：500Mcal/ｈ  効率85％
油ボイラー仕様　発熱量：500Mcal/ｈ  効率85％

中規模病院の給湯負荷を想定
業務用エコキュート3台
開放貯湯槽20ｔ　貯湯温度60℃
ガスボイラー仕様 発熱量：500Mcal/ｈ  効率85％
油ボイラー仕様　発熱量：500Mcal/ｈ  効率85％

■電気料金：業務用電力契約
　・夏期 17.54円/kWh　他季 16.38円/kWh
　・基本料金 1,716円/kW月
■ガス・油料金
　・LPG：250円/Nm3　A重油：100円/ℓ

当社試算条件 当社試算条件

※業務用エコキュートは、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格JRA4060:2018に基づく「業務用ヒートポンプ給湯機」です。

ガス式ボイラー 油式ボイラー業務用エコキュート
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ガス式ボイラー 油式ボイラー業務用エコキュート
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オールフレッシュシリーズ
[床置形]

■CO2排出量原単位   
　・電気 　0.442kg-CO2/kWh     
　・LPG 　5.976kg-CO2/m3     
　・A重油  2.710kg-CO2/ℓ     

三菱電機
フィナンシャル
ソリューションズ
（MEFS）


