
 

 

 

 

 

電気料金メニュー約款(低圧) 

（エネフリでんき） 

 

 

 

2019 年 2月 1 日制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

目次 

第 1 条 適用 .......................................................................................................................... 1 

第 2 条 定義 .......................................................................................................................... 1 

第 3 条 料金メニュー約款の変更 ......................................................................................... 1 

第 4 条 契約種別 ................................................................................................................... 1 

1. 東北 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] ..................................................................... 1 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 1 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................... 1 

(3) 契約電流 .................................................................................................................. 2 

(4) 電気料金 .................................................................................................................. 2 

2. 東北 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] ..................................................................... 3 

(1) 適用条件 .................................................................................................................... 3 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................... 3 

(3) 契約容量 .................................................................................................................... 3 

(4) 電気料金 .................................................................................................................... 3 

3. 東北 低圧電力プラン [低圧電力] ............................................................................. 4 

(1) 適用条件 .................................................................................................................... 4 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................... 4 

(3) 契約容量 .................................................................................................................... 5 

(4) 電気料金 .................................................................................................................. 5 

4. 東京 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] ..................................................................... 6 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 6 

(3) 契約電流 .................................................................................................................. 6 

(4) 電気料金 .................................................................................................................. 6 

5. 東京 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] ..................................................................... 7 

(1) 適用条件 .................................................................................................................... 7 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................... 8 

(3) 契約容量 .................................................................................................................... 8 

(4) 電気料金 .................................................................................................................... 8 

6. 東京 低圧電力プラン [低圧電力] ............................................................................. 9 

(1) 適用条件 .................................................................................................................... 9 

(3) 契約容量 .................................................................................................................... 9 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 10 

7. 中部 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] .................................................................... 11 

(1) 適用条件 ................................................................................................................. 11 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................. 11 



2 

 

(3) 契約電流 ................................................................................................................. 11 

(4) 電気料金 ................................................................................................................. 11 

8. 中部 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] ................................................................... 12 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 12 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................. 12 

(3) 契約容量 .................................................................................................................. 12 

(4) 電気料金 .................................................................................................................. 13 

9. 中部 低圧電力プラン [低圧電力] ........................................................................... 14 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 14 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................. 14 

(3) 契約容量 .................................................................................................................. 14 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 14 

10. 関西 従量電灯 A プラン [従量電灯 A] ................................................................. 15 

(1) 適用条件 ................................................................................................................ 15 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................. 15 

(3) 最大需要容量 ......................................................................................................... 16 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 16 

11. 関西 従量電灯 B プラン [従量電灯 B].................................................................. 16 

(1) 適用条件 ................................................................................................................ 16 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................. 16 

(3) 契約容量 ................................................................................................................ 17 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 17 

12. 関西 低圧電力プラン [低圧電力] ......................................................................... 18 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 18 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................. 18 

(3) 契約容量 .................................................................................................................. 18 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 19 

13. 中国 従量電灯 A プラン [従量電灯 A] ................................................................. 19 

(1) 適用条件 ................................................................................................................ 19 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................. 20 

(3) 最大需要容量 ......................................................................................................... 20 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 20 

14. 中国 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] ................................................................. 20 

(1) 適用条件 ................................................................................................................ 20 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................. 21 

(3) 契約容量 ................................................................................................................ 21 



3 

 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 21 

15. 中国 低圧電力プラン [低圧電力] ......................................................................... 22 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 22 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................. 22 

(3) 契約容量 .................................................................................................................. 22 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 23 

16. 四国 従量電灯 A プラン [従量電灯 A] ................................................................. 24 

(1) 適用条件 ................................................................................................................ 24 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................. 24 

(3) 最大需要容量 ......................................................................................................... 24 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 24 

17. 四国 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] ................................................................. 25 

(1) 適用条件 ................................................................................................................ 25 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................. 25 

(3) 契約容量 ................................................................................................................ 25 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 25 

18. 四国 低圧電力プラン [低圧電力] ......................................................................... 26 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 26 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................. 26 

(3) 契約容量 .................................................................................................................. 26 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 27 

19. 九州 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] ................................................................. 28 

(1) 適用条件 ................................................................................................................ 28 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 ................................................................. 28 

(3) 契約電流 ................................................................................................................ 28 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 28 

20. 九州 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] ................................................................. 29 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 29 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 .................................................................. 29 

(3) 契約容量 .................................................................................................................. 30 

(4) 電気料金 .................................................................................................................. 30 

21. 九州 低圧電力プラン [低圧電力] ......................................................................... 31 

(1) 適用条件 .................................................................................................................. 31 

(3) 契約容量 .................................................................................................................. 31 

(4) 電気料金 ................................................................................................................ 32 

附   則 ............................................................................................................................ 32 



4 

 

別表 本小売電気事業者の供給区域 .................................................................................... 33 

 



1 

 

第 1 条 適用 

この電気料金メニュー約款（以下「料金メニュー約款」といいます。）は、エネクスフリ

ート株式会社（以下「当社」といいます。）は、小売電気事業者である伊藤忠エネクス株式

会社（以下「小売電気事業者」といいます。）が供給する電気に関する需給契約の取次ぎを

行っており、当社の電気需給約款 低圧プラン用（取次）（以下「本約款」といいます。）

にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金その他

の条件を定めたものです。なお、料金メニュー約款に定める最低料金、基本料金、電力量

料金、割引額、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金、請求書発送費用

は、消費税および地方消費税相当額を含みます。 

 

第 2 条 定義 

料金メニュー約款に記載の各用語は、料金メニュー約款で別途定義する場合を除き、そ

れぞれ本約款に規定する意味を有するものとします。 

 

第 3 条 料金メニュー約款の変更 

1. 当社は、料金メニュー約款を変更する場合には、本約款第 2 条（電気需給約款等の変更）

を適用します。この場合、本約款第 2 条（電気需給約款等の変更）において、「本約款」

を「料金メニュー約款」と読み替えて適用します。 

2. 消費税法および地方消費税法の改正等により、消費税および地方消費税の税率が変更さ

れた場合には、当社は、変更された税率にもとづき、料金メニュー約款に定める電気料

金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金は、変更後の料金メ

ニュー約款によります。 

 

第 4 条 契約種別 

1. 東北 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。 

(b)  別表に記載の東北電力株式会社の供給区域に所在していること。 

 (2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 
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(3) 契約電流 

契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、

50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、最低料金および本約款別紙3

（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）

1.(1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調

整単価算出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、

本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回

る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えた

ものとします。 

(a)基本料金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

 

契約電流 10アンペア 324円00銭 

契約電流 15 アンペア 486円00銭 

契約電流 20 アンペア 648円00銭 

契約電流 30 アンペア 972円00銭 

契約電流 40 アンペア 1,296円00銭 

契約電流 50 アンペア 1,620円00銭 

契約電流 60 アンペア 1,944円00銭 

 

(b)電力量料金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

電力量 

料 金 

15 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 120 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 19 円 33 銭 

120 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 300 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 22 円 87 銭 

上記超過 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 25 円 87 銭 

 

(c)最低料金 

    (a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料

金を下回る場合は、その１月の料金は，次の最低月額料金および本約款別紙 3（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計といたします。 
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1 契約につき 257 円 04 銭 

 

 

 

2. 東北 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

(a)  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルト

アンペア未満であること。 

(b)  別表に記載の東北電力株式会社の供給区域に所在していること。(2) 供給電気

方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 

 (3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙 3（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
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の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって

算定された平均燃料価格が本約款別紙 4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係

数等）に記載の X 円（以下単に「X 円」といいます。）を下回る場合は、本約款別紙

4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本約款

別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、

本約款別紙 4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとしま

す。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 324 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 19 円 33 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 
22 円 87 銭 

上記超過 1 キロワット時につき 25 円 87 銭 

 

3. 東北 低圧電力プラン [低圧電力] 

(1) 適用条件 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(a)  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

(b)  1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量 

 （この場合，1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）または 

契約容量（この場合，1 キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。） 

と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。 

     (c)  別表に記載の東北電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘル

ツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを
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えない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 1,242 円 00 銭 
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(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 

された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 

をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、本約款第 2 条 25.に記載の期 

間とし、その他季とは、本約款第 2 条 26.に記載の期間とする。なお、その 1 月 

に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をそ 

の 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞ 

れの使用電力量といたします。 

 

夏季 

料金 

契約電力 1 キロワット時あたり 15 円 66 銭 

  

その他季 

料金 

契約電力 1 キロワット時あたり 14 円 23 銭 

  

 

4. 東京 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。 

(b)  別表に記載の東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に所在しているこ

と。 

 (2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 

(3) 契約電流 

契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、

50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、最低料金および本約款別紙3

（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）

1.(1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調

整単価算出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、
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本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回

る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えた

ものとします。 

(a)基本料金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

 

契約電流 10アンペア 280円80銭 

契約電流 15 アンペア 421円20銭 

契約電流 20 アンペア 561円60銭 

契約電流 30 アンペア 842円40銭 

契約電流 40 アンペア 1,123円20銭 

契約電流 50 アンペア 1,404円00銭 

契約電流 60 アンペア 1,684円80銭 

 

(b)電力量料金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

電力量 

料 金 

15 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 120 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 20 円 76 銭 

120 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 300 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 23 円 25 銭 

上記超過 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 25 円 75 銭 

 

(c)最低料金 

    (a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料

金を下回る場合は、その１月の料金は，次の最低月額料金および本約款別紙 3（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計といたします。 

1 契約につき 231 円 55 銭 

 

5. 東京 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

(a)  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルト

アンペア未満であること。 

(b)  別表に記載の東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に所在していること。 
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(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 

 (3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙 3（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金

の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって

算定された平均燃料価格が本約款別紙 4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係

数等）に記載の X 円（以下単に「X 円」といいます。）を下回る場合は、本約款別紙

4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本約款

別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、

本約款別紙 4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとしま

す。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の
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基本料金は、半額といたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 280 円 80 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 20 円 76 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 
23 円 25 銭 

上記超過 1 キロワット時につき 25 円 87 銭 

 

6. 東京 低圧電力プラン [低圧電力] 

(1) 適用条件 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(a)  契約電力が原則として50キロワット未満であること。 

(b)  1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量 

  （この場合，1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）または 

契約容量（この場合，1キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。） 

と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 

 (c)  別表に記載の東北電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘル

ツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを

えない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 
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なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 1,015 円 20 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 

された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 

をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、本約款第 2 条 25.に記載の期 

間とし、その他季とは、本約款第 2 条 26.に記載の期間とする。なお、その 1 月 

に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をそ 

の 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞ 

れの使用電力量といたします。 

 

夏季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 16 円 74 銭 
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その他季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 15 円 18 銭 

 

7. 中部 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。 

(b)  別表に記載の中部電力株式会社の供給区域に所在していること。 

 (2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 

(3) 契約電流 

契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、

50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、最低料金および本約款別紙3

（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）

1.(1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調

整単価算出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、

本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回

る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えた

ものとします。 

(a)基本料金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

 

契約電流 10アンペア 230円04銭 

契約電流 15 アンペア 345円06銭 

契約電流 20 アンペア 460円08銭 

契約電流 30 アンペア 690円12銭 
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契約電流 40 アンペア 920円16銭 

契約電流 50 アンペア 1,150円20銭 

契約電流 60 アンペア 1,380円24銭 

 

(b)電力量料金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

電力量 

料 金 

15 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 120 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 21 円 55 銭 

120 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 300 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 24 円 66 銭 

上記超過 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 25 円 17 銭 

 

(c)最低料金 

    (a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料

金を下回る場合は、その１月の料金は，次の最低月額料金および本約款別紙 3（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計といたします。 

1 契約につき 253 円 80 銭 

 

8. 中部 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

(a)  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルト

アンペア未満であること。 

(b)  別表に記載の中部電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 

 (3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 
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(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙 3（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金

の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって

算定された平均燃料価格が本約款別紙 4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係

数等）に記載の X 円（以下単に「X 円」といいます。）を下回る場合は、本約款別紙

4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本約款

別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、

本約款別紙 4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとしま

す。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 230 円 04 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 21 円 55 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 
24 円 66 銭 

上記超過 1 キロワット時につき 25 円 17 銭 
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9. 中部 低圧電力プラン [低圧電力] 

(1) 適用条件 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(a)  契約電力が原則として50キロワット未満であること。 

(b)  1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量 

 （この場合，1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）または 

契約容量（この場合，1キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。） 

と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 

 (c)  別表に記載の東北電力株式会社の供給区域に所在していること。 

 (2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘル

ツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを

えない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算
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出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 982 円 80 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 

された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 

をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、本約款第 2 条 25.に記載の期 

間とし、その他季とは、本約款第 2 条 26.に記載の期間とする。なお、その 1 月 

に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をそ 

の 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞ 

れの使用電力量といたします。 

 

夏季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 17 円 09 銭 

その他季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 15 円 57 銭 

 

10. 関西 従量電灯 A プラン [従量電灯 A] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアン

ペア未満であること。 

(b)  別表に記載の関西電力株式会社の供給区域に所在していること。 

 (2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200
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ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただ

し、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 最大需要容量 

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じ

てお客さまと当社との協議によって行います。 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 料 金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

最低料金 1 契約につき最初の 15 ｷﾛﾜｯﾄ時まで一律 327 円 65 銭 

電力量 

料 金 

15 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 120 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 20 円 02 銭 

120 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 300 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 24 円 84 銭 

上記超過 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 27 円 16 銭 

 

11. 関西 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルト

アンペア未満であること。 

(b)  別表に記載の関西電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200

ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただ

し、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 
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(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし

ます。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事

業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契

約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 388 円 80 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 
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120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 16 円 01 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 
18 円 69 銭 

上記超過 1 キロワット時につき 20 円 73 銭 

 

12. 関西 低圧電力プラン [低圧電力] 

(1) 適用条件 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(a)  契約電力が原則として50キロワット未満であること。 

(b)  1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量 

 （この場合，1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）または 

契約容量（この場合，1キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。） 

と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 

(c)  別表に記載の関西電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘル

ツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを

えない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 
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(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 972 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 

された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 

をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、本約款第 2 条 25.に記載の期 

間とし、その他季とは、本約款第 2 条 26.に記載の期間とする。なお、その 1 月 

に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をそ 

の 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞ 

れの使用電力量といたします。 

 

夏季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 14 円 09 銭 

その他季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 12 円 66 銭 

 

13. 中国 従量電灯 A プラン [従量電灯 A] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いた
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します。 

(a)  使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアン

ペア未満であること。 

(b)  別表に記載の中国電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200

ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただ

し、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 最大需要容量 

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じ

てお客さまと当社との協議によって行います。 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 料 金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

最低料金 1 契約につき最初の 15 ｷﾛﾜｯﾄ時まで一律 330 円 53 銭 

電力量 

料 金 

15 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 120 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 20 円 40 銭 

120 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 300 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 24 円 80 銭 

上記超過 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 26 円 14 銭 

 

14. 中国 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルト

アンペア未満であること。 
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(b)  別表に記載の中国電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200

ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただ

し、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし

ます。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事

業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契

約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の
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基本料金は、半額といたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 345 円 60 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 17 円 76 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 
21 円 84 銭 

上記超過 1 キロワット時につき 23 円 03 銭 

 

15. 中国 低圧電力プラン [低圧電力] 

(1) 適用条件 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(a)  契約電力が原則として50キロワット未満であること。 

(b)  1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量 

 （この場合，1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）または 

契約容量（この場合，1キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。） 

と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 

(c)  別表に記載の中国電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘル

ツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを

えない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 
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なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 972 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 

された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 

をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、本約款第 2 条 25.に記載の期 

間とし、その他季とは、本約款第 2 条 26.に記載の期間とする。なお、その 1 月 

に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をそ 

の 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞ 

れの使用電力量といたします。 

 

夏季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 14 円 43 銭 
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その他季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 13 円 17 銭 

 

16. 四国 従量電灯 A プラン [従量電灯 A] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアン 

ペア未満であること。 

(b)  別表に記載の四国電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200

ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただ

し、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 最大需要容量 

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じ

てお客さまと当社との協議によって行います。 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 料 金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

最低料金 1 契約につき最初の 15 ｷﾛﾜｯﾄ時まで一律 373 円 73 銭 

電力量 

料 金 

15 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 120 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 20 円 00 銭 

120 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 300 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 25 円 70 銭 

上記超過 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 28 円 45 銭 
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17. 四国 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルト 

アンペア未満であること。 

(b)  別表に記載の四国電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200

ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただ

し、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあ

ります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし

ます。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事

業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契

約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合
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は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 388 円 80 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 16 円 66 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 
21 円 42 銭 

上記超過 1 キロワット時につき 23 円 71 銭 

 

18. 四国 低圧電力プラン [低圧電力] 

(1) 適用条件 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(a)  契約電力が原則として50キロワット未満であること。 

(b)  1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量 

 （この場合，1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）または 

契約容量（この場合，1キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。） 

と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 

(c)  別表に記載の四国電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘル

ツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを

えない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業
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者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 1,004 円 40 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 

された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 

をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、本約款第 2 条 25.に記載の期 

間とし、その他季とは、本約款第 2 条 26.に記載の期間とする。なお、その 1 月 
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に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をそ 

の 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞ 

れの使用電力量といたします。 

 

夏季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 15 円 18 銭 

その他季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 13 円 77 銭 

 

19. 九州 従量電灯 B プラン [従量電灯 B] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いた

します。 

(a)  契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。 

(b)  別表に記載の九州電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 

(3) 契約電流 

契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、

50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。 

(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、最低料金および本約款別紙3

（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）

1.(1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調

整単価算出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、

本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと

し、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回

る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えた

ものとします。 

(a)基本料金 

基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し
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ない場合の基本料金は、半額といたします。 

 

契約電流 10アンペア 291円60銭 

契約電流 15 アンペア 437円40銭 

契約電流 20 アンペア 583円20銭 

契約電流 30 アンペア 874円80銭 

契約電流 40 アンペア 1,166円40銭 

契約電流 50 アンペア 1,458円00銭 

契約電流 60 アンペア 1,749円60銭 

 

(b)電力量料金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

電力量 

料 金 

15 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 120 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 17 円 53 銭 

120 ｷﾛﾜｯﾄ時をこえ 300 ｷﾛﾜｯﾄ時までの 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 20 円 81 銭 

上記超過 1 ｷﾛﾜｯﾄ時につき 22 円 50 銭 

 

(C)最低料金 

    (a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料

金を下回る場合は、その１月の料金は，次の最低月額料金および本約款別紙 3（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計といたします。 

1 契約につき 308 円 88 銭 

 

20. 九州 従量電灯 C プラン [従量電灯 C] 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

(a)  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルト

アンペア未満であること。 

(b)  別表に記載の九州電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単

相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツと

いたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボ

ルトとすることがあります。 
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 (3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙 3（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金

の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって

算定された平均燃料価格が本約款別紙 4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係

数等）に記載の X 円（以下単に「X 円」といいます。）を下回る場合は、本約款別紙

4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本約款

別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、

本約款別紙 4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとしま

す。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 291 円 60 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 
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120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 17 円 53 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 
20 円 81 銭 

上記超過 1 キロワット時につき 22 円 50 銭 

 

21. 九州 低圧電力プラン [低圧電力] 

(1) 適用条件 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(a)  契約電力が原則として50キロワット未満であること。 

(b)  1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量 

 （この場合，1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）または 

契約容量（この場合，1キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。） 

と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 

(c)  別表に記載の九州電力株式会社の供給区域に所在していること。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘル

ツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを

えない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし ま

す。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業

者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約

終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000 

 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000 
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(4) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によ

って算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算

出係数等）に記載のX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、本約款

別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本

約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合

は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものと

します。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1

月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 885 円 60 銭 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 

された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 

をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、本約款第 2 条 25.に記載の期 

間とし、その他季とは、本約款第 2 条 26.に記載の期間とする。なお、その 1 月 

に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をそ 

の 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞ 

れの使用電力量といたします。 

 

夏季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 16 円 25 銭 

その他季 

料金 
契約電力 1 キロワット時あたり 14 円 60 銭 

 

附   則 

 

 この料金メニュー約款の実施時期 
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この料金メニュー約款は、2019 年 2 月 1 日より実施します。 

 

 

別表 本小売電気事業者の供給区域 

 

本約款に適用される供給区域は、以下のとおりといたします。ただし、離島は除きます。 

 

 

一般送配電事業者 供給区域 

北海道電力株式会社 北海道 

東北電力株式会社 
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県 

東京電力パワーグリッド株式会社 

栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川

以東） 

中部電力株式会社 
愛知県、岐阜県（一部除く）、三重県（一部

除く）、静岡県（富士川以西）、長野県 

関西電力株式会社 

滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、

兵庫県（一部除く）、福井県の一部、岐阜県

の一部、三重県の一部 

中国電力株式会社 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

兵庫県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一

部 

四国電力株式会社 
徳島県、高知県、香川県（一部除く）、愛媛

県（一部除く） 

九州電力株式会社 
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、

宮崎県、鹿児島県 

 


