
電気供給約款（東京電力エリア）の一部改定（平成２８年１０月１日実施） 

 

改定後 改定前 

第１条（適用） 

この電気供給約款（以下、「本約款」といいます。）は、当社と電気需

給契約（以下、「電気需給契約」といいます。）を締結されたお客様にお

いて、第３条に定義される送配電会社の供給区域内の需要場所に対して、

当社が送配電会社と締結した接続供給契約（以下、「接続供給契約」とい

います。）に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定

めたものです。以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といい

ます。 

本約款は、平成２８年１０月１日より実施いたします。 

第１条（適用） 

この電気供給約款（以下、「本約款」といいます。）は、当社と電気需

給契約（以下、「電気需給契約」といいます。）を締結されたお客様にお

いて、第３条に定義される送配電会社の供給区域内の需要場所に対して、

当社が送配電会社と締結した接続供給契約（以下、「接続供給契約」とい

います。）に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定

めたものです。以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といい

ます。 

本約款は、平成２８年４月１日より実施いたします。 

第７条（契約種別） 

 契約種別は、次のとおりといたします。 

需要区分 契 約 種 別 

電灯需要 従 量 電 灯 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

動力需要 低 圧 電 力（動力） 
 

 第７条（契約種別） 

契約種別は、次のとおりといたします。 

需要区分 契 約 種 別 

電灯需要 従 量 電 灯 Ｂ 

Ｃ 

動力需要 低 圧 電 力（動力） 
 

第８条（標準プラン－従量電灯Ａおよび従量電灯Ｂ） 

（１） 適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場

合に適用いたします。 

① 契約電流が５アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以下

であること。 

② （変更なし） 

（２） （変更なし） 

第８条（標準プラン－従量電灯Ｂ） 

（１） 適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場

合に適用いたします。 

① 契約電流が３０アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以

下であること。 

② （変更なし） 

（２） （変更なし） 



（３） 契約電流 

① 契約電流は、５アンペア、１０アンペア、１５アンペア、２

０アンペア、３０アンペア、４０アンペア、５０アンペア又

は６０アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定め

ます。 

② （変更なし） 

（４） 電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算

定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（１）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 基本料金 

基本料金は、１か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 基本料金（税込） 

５アンペア １４０円４０銭  

１０アンペア ２８０円８０銭  

１５アンペア ４２１円２０銭  

２０アンペア ５６１円６０銭  

３０アンペア ８１７円１３銭  

４０アンペア １，０６７円０４銭  

５０アンペア １，３３３円８０銭  

６０アンペア １，５８３円７１銭  

 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力

量料金単価を乗じて算定いたします。    

（３） 契約電流 

① 契約電流は、３０アンペア、４０アンペア、５０アンペア又

は６０アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定め

ます。 

 

② （変更なし） 

（４） 電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算

定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（１）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 基本料金 

基本料金は、１か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 基本料金（税込） 

３０アンペア ８１７円１３銭  

４０アンペア １，０６７円０４銭  

５０アンペア １，３３３円８０銭  

６０アンペア １，５８３円７１銭  

 

 

 

 

 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力

量料金単価を乗じて算定いたします。    



 

従量区分（契約電流５アンペア、 

１０アンペア、１５アンペア、 

２０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１９円５２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 

２６円００銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
３０円０２銭 

                 

従量区分（契約電流３０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円８５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１３銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２９円０３銭 

                            

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

従量区分（契約電流３０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円８５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１３銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２９円０３銭 

                               

 

 

 

 

        



従量区分（契約電流４０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円４６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６１銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２８円４３銭 

 

従量区分（契約電流５０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円４６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６１銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２８円４３銭 

 

 

 

 

 

 

 

従量区分（契約電流４０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円４６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６１銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２８円４３銭 

 

従量区分（契約電流５０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円４６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６１銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２８円４３銭 

 

 

 

 

 

 

 



従量区分（契約電流６０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円２６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３６銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２８円１３銭 

 

従量区分（契約電流６０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円２６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３６銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２８円１３銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



電気供給約款（中部電力エリア）の一部改定（平成２８年１０月１日実施） 

 

改定後 改定前 

第１条（適用） 

この電気供給約款（以下、「本約款」といいます。）は、当社と電気需

給契約（以下、「電気需給契約」といいます。）を締結されたお客様にお

いて、第３条に定義される送配電会社の供給区域内の需要場所に対して、

当社が送配電会社と締結した接続供給契約（以下、「接続供給契約」とい

います。）に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定

めたものです。以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といい

ます。 

本約款は、平成２８年１０月１日より実施いたします。 

第１条（適用） 

この電気供給約款（以下、「本約款」といいます。）は、当社と電気需

給契約（以下、「電気需給契約」といいます。）を締結されたお客様にお

いて、第３条に定義される送配電会社の供給区域内の需要場所に対して、

当社が送配電会社と締結した接続供給契約（以下、「接続供給契約」とい

います。）に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定

めたものです。以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といい

ます。 

本約款は、平成２８年４月１日より実施いたします。 

第７条（契約種別） 

 契約種別は、次のとおりといたします。 

需要区分 契 約 種 別 

電灯需要 従 量 電 灯 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

動力需要 低 圧 電 力（動力） 
 

 第７条（契約種別） 

 契約種別は、次のとおりといたします。 

需要区分 契 約 種 別 

電灯需要 従 量 電 灯 Ｂ 

Ｃ 

動力需要 低 圧 電 力（動力） 
 

第８条（標準プラン－従量電灯Ａおよび従量電灯Ｂ） 

（５） 適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場

合に適用いたします。 

③ 契約電流が５アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以下

であること。 

④ （変更なし） 

（６） （変更なし） 

第８条（標準プラン－従量電灯Ｂ） 

（５） 適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場

合に適用いたします。 

③ 契約電流が４０アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以

下であること。 

④ （変更なし） 

（６） （変更なし） 



（７） 契約電流 

③ 契約電流は、５アンペア、１０アンペア、１５アンペア、２

０アンペア、３０アンペア、４０アンペア、５０アンペア又

は６０アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定め

ます。 

④ （変更なし） 

（８） 電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算

定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（１）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。 

③ 基本料金 

基本料金は、１か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 基本料金（税込） 

５アンペア １４０円４０銭  

１０アンペア ２８０円８０銭  

１５アンペア ４２１円２０銭  

２０アンペア ５６１円６０銭  

３０アンペア ８４２円４０銭  

４０アンペア １，１２３円２０銭  

５０アンペア １，４０４円００銭  

６０アンペア １，６８４円８０銭  

 

④ 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力

量料金単価を乗じて算定いたします。    

（７） 契約電流 

③ 契約電流は、４０アンペア、５０アンペア又は６０アンペア

のいずれかとし、お客様の申出によって定めます。 

 

 

④ （変更なし） 

（８） 電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算

定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）（１）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。 

③ 基本料金 

基本料金は、１か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 基本料金（税込） 

４０アンペア １，１２３円２０銭  

５０アンペア １，４０４円００銭  

６０アンペア １，６８４円８０銭  

 

 

 

 

 

 

④ 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力

量料金単価を乗じて算定いたします。    



 

従量区分（契約電流５アンペア、 

１０アンペア、１５アンペア、 

２０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２０円６８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０８銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２７円９７銭 

                 

従量区分（３０アンペア、４０アン

ペア、５０アンペア、６０アンペア） 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２０円６８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０８銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２５円４５銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

従量区分 

電力量 

料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２０円６８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０８銭 

３００キロワット時をこえる 

１キロワット時につき 
２５円４５銭 

                 

 

 


