
 
 

2 0 2 3 年 2 月 吉 日  

各   位 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

「電気需給約款」改定のお知らせ（2023年4月1日実施）（主要改定部分） 
 

○ 2023年2月15日付のお知らせ「「でんきサービス」における電気料金・サービス内容の変更について」にてご案内のとおり、2023年5月分から託送料金の上昇額を電気

料金に反映する「でんきサービス」の料金改定を行うほか、2023年5月1日から一部サービス内容を変更することに伴い、各「電気需給約款」の内容を改定いたします（各

電気料金プランにおける改定前後の電気料金単価につきましては、こちらをご確認ください）。 

○ 併せて、一部文言に関し文意の明確化を行うほか、必要となる条の繰上げ・繰下げおよび誤記載の訂正をいたします（主な改定事項は以下のとおりです。なお、改定前後

の各「電気需給約款」（全文）につきましては、こちらをご確認ください）。 
 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２２年１１月１日より実施いたします。 
（４） 略 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する際

には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方法

（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせいたし

ます。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業者

と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業者を

いいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係

数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 

 
 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 
（４） 略 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する

際には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方

法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせい

たします。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業

者と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業

者をいいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係

る係数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 
なお、当社は、本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場

合には、当社が適当と判断した方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法
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現 約 款 新 約 款 

 
 
 
 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づく

お客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の

みを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該

変更をしようとする事項、当社の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載す

れば足りるものといたします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる

形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その

他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする

事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令

に基づく書面の交付についてはこれを行わないものといたします。なお、この場合の供給条件の

説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせ

いたします。 
 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までといた

します。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思表示

がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めに

より需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後

の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の

交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される場合は、当

社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば足りるもの

といたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判

断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。 
 

 

（４）～（５） （略） 
 

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８条（標準プラン－従量電灯Ａ及び従量電灯Ｂ） 
（１）適用条件 

令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略

するものといたします。また、当該約款又は需給契約の変更後においても、関係法令等において

交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断した方法により、電気事業法その他の法

令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約

を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明およ

び書面の交付を行う事項は、変更を行った事項（関係法令等において許容される場合はその概要

とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに

供給地点特定番号を含みます。）のみといたします。 
 

 

 

 

 

 

 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までとい

たします。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思

表示がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この

定めにより需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、

更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づ

く書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される

場合は、当社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば

足りるものといたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当

社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。なお、需給契約の更

新後においても、関係法令等において交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断し

た方法により、電気事業法その他の法令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（４）～（５） （略） 
 

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 ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北） 

ｍｙ標準プラン（東北） 
動 力 需 要 ｍｙ動力プラン（東北） 

 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）） 
（１）適用条件 



 
 

現 約 款 新 約 款 

（ア）従量電灯Ａ 
電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボルト

に換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

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１０アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以下であること。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合

計（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット未満であるこ

と。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電

会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 
（ア）標準プラン－従量電灯Ａ 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又は

交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは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。 
（イ）標準プラン－従量電灯Ｂ 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流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 
（ア）従量電灯Ａ 

契約電流は、５アンペアといたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点

の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場

所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付け

ないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（４）電気料金 

電気料金は、最低料金または基本料金、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最低料金（従量電灯Ａの場合） 
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。 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボル

トに換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又

は交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは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。 
 
 
 
 
 
 
 
（３）契約電流 

契約電流は、５アンペアといたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）電気料金 

電気料金は、最低料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額（最低料

金にかかる燃料費調整額は、最低料金適用電力量に第１１条（１）②によって算定された燃料費

調整単価を乗じてえた値といたします。）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最低料金 
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



 
 

現 約 款 新 約 款 

適用 最低料金（税込） 
１契約につき最初の７キロワット時まで ２６１円８０銭 

②基本料金（従量電灯Ｂの場合） 
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） 

１０アンペア ３３０円００銭 

１５アンペア ４９５円００銭 

２０アンペア ６６０円００銭 

３０アンペア ９９０円００銭 

４０アンペア １，３２０円００銭 

５０アンペア １，６５０円００銭 

６０アンペア １，９８０円００銭 

③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。

なお、最低料金適用電力量とは、１契約につき、最低料金が適用される電力量をいいます。 
（ア）従量電灯Ａの場合 

適用 電力量料金単価 
（税込） 

最低料金適用電力量を超える１キロワット時につき １８円５７銭 

（イ）従量電灯Ｂの場合 

適用 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３８銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円４３銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２７円２３銭 

 
第９条（標準プラン－従量電灯Ｃ） 
（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。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（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。）が５０キロワット未満であ

ること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配

電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 
 
 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は２００ボルトとし、周波

の基本料金は、半額といたします。 
適用 最低料金（税込） 

１契約につき最初の７キロワット時まで ２８０円９２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。なお、最低料金適用電力量とは、１契約につき、最低料金が適用される電力量をいいます。 

適用 電力量料金単価 
（税込） 

最低料金適用電力量を超える１キロワット時につき １９円０１銭 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第９条（ｍｙ標準プラン（東北）） 
（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、①又は②のいずれか及び③に該当する場合に適用いたしま

す。 
①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。 
②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。 
③１需要場所においてｍｙ動力プラン（東北）とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、

１０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又は契約容量と契約電力との

合計（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。）が５０キロワット未満

であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、

送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

数は、標準周波数６０ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術

上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１００ボル

ト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
 
（４）契約容量 （略） 
（５）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。 
契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ３３０円００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 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３８銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円４３銭 

（ア）アンペアブレーカー契約の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（イ）（ア）以外の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は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、供給電気方式及び供給電圧については、

技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１０

０ボルト若しくは２００ボルト又は交流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 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了

時点の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の

需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付

けないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（４）契約負荷設備 

契約容量を契約負荷設備の総容量により定める場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただ

きます。 
（５）契約容量 （略） 
（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、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。 
契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ３６８円２３銭 
１５アンペア ５５２円３５銭 
２０アンペア ７３６円４６銭 
３０アンペア １，１０４円６９銭 
４０アンペア １，４７２円９２銭 
５０アンペア １，８４１円１５銭 
６０アンペア ２，２０９円３８銭 

１キロボルトアンペアにつき ３６８円２３銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２７円２３銭 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客

様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点日、

電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場合、

送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る電気の

電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日

割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２

段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入

いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たりの

電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

 

 

 

 

 

第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のいず

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 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８２銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２４円８７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２７円６７銭 
 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、電気料金の算定期間の日数が暦日数に対し、５日を上回り、又は下回る場合は、次のと

おり電気料金を算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日割計算の対象とな

る算定期間の始期が属する月の日数といたします。 
①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により算

定いたします。 
基本料金等 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点

日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東

北）又はｍｙ標準プラン（東北）の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおり

といたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位

は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
（ア）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）の場合 

最低料金適用電力量＝７キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
（イ）ｍｙ標準プラン（東北）の場合 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 
第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のい
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れかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を

翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に

設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払

期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じ

た払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお

客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して

電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払わ

れる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。 
 

 

（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 
 
 

 

ずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期

日を翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前

に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により

支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関

を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する

費用はお客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続し

て電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払

われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただくものとし、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。なお、当社は、原則として、別途当社が

定める、請求書の発行に係る手数料を申し受けます。当該手数料の金額については、当社が適

当と判断した方法によりお知らせするものといたします。 
（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 ２２０円 
領 収 書 ２７５円 
支 払 証 明 書 ８８０円 

 
第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）本約款において、「ｍｙ標準プラン（東北）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）又は

ｍｙ標準プラン（東北）」とあるのは、それぞれ「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（東北）及び従

量電灯Ｃ（東北）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯」と読み替えるものとします。 
（２）第８条（４）柱書括弧書きは適用いたしません。 
（３）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により

算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客様の検針期間又は計量期間

の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金等 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再
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点日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する

場合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に

係る電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電

灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場

合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、

その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
（ア）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）の場合 

最低料金適用電力量＝７キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
（イ）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（東北）及び従量電灯Ｃ（東北）の場合 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
（４）第１４条（３）③なお書きは適用いたしません。 

（５）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 

 

  



 
 

 

 

 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２２年１１月１日より実施いたします。 
（４） （略） 
 
第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する際

には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方法

（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせいたし

ます。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業者

と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業者を

いいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係

数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 

 
 
 
 
 
 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づく

お客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の

みを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該

変更をしようとする事項、当社の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載す

れば足りるものといたします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる

形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 
（４） （略） 
 
第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する

際には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方

法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせい

たします。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業

者と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業

者をいいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係

る係数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 
なお、当社は、本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場

合には、当社が適当と判断した方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法

令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略

するものといたします。また、当該約款又は需給契約の変更後においても、関係法令等において

交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断した方法により、電気事業法その他の法

令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約

を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明およ

び書面の交付を行う事項は、変更を行った事項（関係法令等において許容される場合はその概要

とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに

供給地点特定番号を含みます。）のみといたします。 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする

事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令

に基づく書面の交付についてはこれを行わないものといたします。なお、この場合の供給条件の

説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせ

いたします。 
 
第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までといた

します。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思表示

がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めに

より需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後

の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の

交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される場合は、当

社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば足りるもの

といたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判

断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。 
 
 
（４）～（５） （略） 
 
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８条（標準プラン－従量電灯Ａ及び従量電灯Ｂ） 
（１）適用条件 
（ア）従量電灯Ａ 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボルト

に換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

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１０アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以下であること。 
②１需要場所においてｍｙ動力プラン（東京）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力

との合計（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット未満で

あること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、

送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 

 

 

 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までとい

たします。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思

表示がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この

定めにより需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、

更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づ

く書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される

場合は、当社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば

足りるものといたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当

社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。なお、需給契約の更

新後においても、関係法令等において交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断し

た方法により、電気事業法その他の法令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（４）～（５） （略） 
 
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 ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京） 

ｍｙ標準プラン（東京） 
動 力 需 要 ｍｙ動力プラン（東京） 

 

 
第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）） 
（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボル

トに換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 

（ア）標準プラン－従量電灯Ａ 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又は

交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは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。 
（イ）標準プラン－従量電灯Ｂ 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流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 
（ア）従量電灯Ａ 

契約電流は、５アンペアといたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点

の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場

所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付け

ないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（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 １４３円００銭 

１０アンペア ２８６円００銭 

１５アンペア ４２９円００銭 

２０アンペア ５７２円００銭 

３０アンペア ８３２円２６銭 

４０アンペア １，０８６円８０銭 

５０アンペア １，３５８円５０銭 

６０アンペア １，６１３円０４銭 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又

は交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは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。 
 
 
 
 
 
 
 
（３）契約電流 

契約電流は、５アンペアといたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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 １４７円６５銭 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

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８８銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２６円４８銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３０円５７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 １９円２０銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２５円６０銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円５７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８０銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２５円０７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円９５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８０銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２５円０７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円９５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６０銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円８２銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円６６銭 

 
第９条（標準プラン－従量電灯Ｃ） 
（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

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） 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９７銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２６円５７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３０円６６銭 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第９条（ｍｙ標準プラン（東京）） 
（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、①又は②のいずれか及び③に該当する場合に適用いたしま

す。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

であること。 
②１需要場所においてｍｙ動力プラン（東京）とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と

の合計（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。）が５０キロワット未

満であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、

送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 
 
 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は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、供給電気方式及び供給電圧については、技術

上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１００ボル

ト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
 
（４）契約容量 （略） 
（５）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

①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。 
②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。 
③１需要場所においてｍｙ動力プラン（東京）とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、

１０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又は契約容量と契約電力との

合計（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。）が５０キロワット未満

であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、

送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 
（ア）アンペアブレーカー契約の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（イ）（ア）以外の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は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、供給電気方式及び供給電圧については、

技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１０

０ボルト若しくは２００ボルト又は交流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 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了

時点の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の

需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付

けないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（４）契約負荷設備 

契約容量を契約負荷設備の総容量により定める場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただ

きます。 
（５）契約容量 （略） 
（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、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



 
 

現 約 款 新 約 款 

基本料金は、半額といたします。 
契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ２６８円８４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 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６０銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円８２銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円６６銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の基本料金は、半額といたします。 
契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ２９５円２９銭 
１５アンペア ４４２円９４銭 
２０アンペア ５９０円５８銭 
３０アンペア ８６０円１３銭 
４０アンペア １，１２３円９６銭 
５０アンペア １，４０４円９５銭 
６０アンペア １，６６８円７８銭 

１キロボルトアンペアにつき ２７８円１３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９７銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２６円５７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３０円６６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 １９円２９銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２５円６９銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円６６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８９銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２５円１６銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円０４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８９銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２５円１６銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円０４銭 
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第１０条（動力プラン－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場合に適用いたします。 
①契約電力が原則として５０キロワット未満であること。 
②１需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、１０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又は契約容量（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。た

だし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、

お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 

（２）～（４） （略） 

（５）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。ただし、基本料金は、次の③によって力率割引又は割増しをする場

合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 
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、契約電力が０．５キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、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 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，１２２円００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、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 
使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 夏季料金 その他季料金 
１７円２８銭 １５円７１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６９銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２４円９１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７５銭 
 

従量区分（契約容量による場合） 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６９銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２４円９１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７５銭 
 

第１０条（ｍｙ動力プラン（東京）） 
（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場合に適用いたします。 
①契約電力が原則として５０キロワット未満であること。 
②１需要場所においてｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）又はｍｙ標準プラン（東京）とあわ

せて契約する場合は、契約電流（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）と契

約電力との合計又は契約容量（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。ただし、当社及び送配電会社が認めた

場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等

の供給設備を施設することがあります。 
（２）～（４） （略） 

（５）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、契約電力が０．５キロワットの

場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、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 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，０８３円８３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、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 
使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 夏季料金 その他季料金 
１７円２８銭  １５円７１銭 
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③力率割引及び割増し 
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均してえ

た値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含みます。）

は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を５パーセント

割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ取付容量基準）の

基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては９０パーセント、取り

付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００パーセントといたします。

なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パーセントとみなします。また、当

社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受領できない場合のその１か月の力

率は、９０パーセントとみなします。 
④負荷率割引 
負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用電

力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつき一

律で適用いたします。 

１か月の使用電力量及び適用単位 負荷率割引単価 
（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 
契約電力１キロワットにつき １１０円００銭 

１キロワットあたり７０キロワット時を超えるとき 適用外 
（６） （略） 

 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客

様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点日、

電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場合、

送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る電気の

電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日

割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２

段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入

いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たりの

電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１キ

③負荷率割引 
負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用

電力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつ

き一律で適用いたします。 

１か月の使用電力量及び適用単位 負荷率割引単価 
（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 
契約電力１キロワットにつき １１０円００銭 

１キロワットあたり７０キロワット時を超えるとき 適用外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） （略） 

 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、電気料金の算定期間の日数が暦日数に対し、５日を上回り、又は下回る場合は、次のと

おり電気料金を算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日割計算の対象とな

る算定期間の始期が属する月の日数といたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。 

基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 
なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点

日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東

京）又はｍｙ標準プラン（東京）の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおり

といたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位

は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

 

 

 

 

第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のいず

れかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を

翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に

設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払

期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じ

た払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお

客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して

電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払わ

れる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。 
 

（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 
 

第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
－ 第１段階料金適用電力量 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のい

ずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期

日を翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前

に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により

支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関

を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する

費用はお客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続し

て電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払

われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただくものとし、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。なお、当社は、原則として、別途当社が

定める、請求書の発行に係る手数料を申し受けます。当該手数料の金額については、当社が適

当と判断した方法によりお知らせするものといたします。 
（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 ２２０円 
領 収 書 ２７５円 
支 払 証 明 書 ８８０円 

 
第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）本約款において、「ｍｙ標準プラン（東京）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）又は

ｍｙ標準プラン（東京）」とあるのは、それぞれ「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（東京）及び従

量電灯Ｃ（東京）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯」と読み替えるものとします。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

（２）第１０条（５）柱書は、次のとおりといたします。 
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。ただし、基本料金は、次の④によって力率割引又は割増

しをする場合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 
（３）第１０条（５）に、次の④を加えるものといたします。 

④力率割引及び割増し 
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均し

てえた値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含

みます。）は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を

５パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ

取付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては

９０パーセント、取り付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００

パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パー

セントとみなします。また、当社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受

領できない場合のその１か月の力率は、９０パーセントとみなします。 
（４）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として

お客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再

点日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する

場合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に

係る電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電

灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場

合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、

その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
（５）第１４条（３）③なお書きは適用いたしません。 

（６）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 

 

  



 
 

 

 

 

たっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

たっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）このたっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「本約款」といいます。）

は、お客様が当社の電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「需給約款」といい

ます。）第１条（適用）に該当し、かつ、本約款第３条（たっぷりプラン－従量電灯Ｂ）又は第４

条（たっぷりプラン－従量電灯Ｃ）の適用条件を満たすお客様で、当社との協議が整ったお客様

に適用いたします。なお、需給約款において定義される用語は、本約款においても同一の意味を

有するものといたします。 
（２）本約款は、２０２０年６月２５日より実施いたします。 
（３） （略） 
 
第２条（本約款の変更） 
一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令、条例、規則等の改正により本

約款を変更する必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は、民法第５４８条

の４に基づき、本約款を変更することがあります。この場合には、需給約款第２条（本約款の変更）

の定めを準用し、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。 

なお、本約款を変更する場合の電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明につい

ては、需給約款第２条（本約款の変更）（２）の定めを準用いたします。 

 
第３条（たっぷりプラン－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。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合

計（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット未満であるこ

と。ただし、当社又は送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電

会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 
 
 
 
 
 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

たっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）このたっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「本約款」といいま

す。）は、お客様が当社の電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「需給約款」

といいます。）第１条（適用）に該当し、かつ、本約款第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京））の

適用条件を満たすお客様で、当社との協議が整ったお客様に適用いたします。なお、需給約款に

おいて定義される用語は、本約款においても同一の意味を有するものといたします。 
 
（２）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 
（３） （略） 
 
第２条（本約款の変更） 
一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令、条例、規則等の改正により本

約款を変更する必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は、民法第５４８条

の４に基づき、本約款を変更することがあります。この場合には、需給約款第２条（本約款の変更）

の定めを準用し、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。 

なお、本約款を変更する場合の電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明につい

ては、需給約款第２条（本約款の変更）の定めを準用いたします。 

 
第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京）） 

（１）適用条件 
電灯又は小型機器を使用する需要で、①又は②のいずれか及び③に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。 
③１需要場所においてｍｙ動力プラン（東京）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電

力との合計（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）又は契約容量と契約電

力との合計（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。）が５０キロワ

ット未満であること。ただし、当社又は送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。

この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。 
 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
（ア）アンペアブレーカー契約の場合 



 
 

現 約 款 新 約 款 

圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
（３） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
（４）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及

び需給約款附則第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 ８５８円００銭 
４０アンペア １，１４４円００銭 
５０アンペア １，４３０円００銭 
６０アンペア １，７１６円００銭 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準

電圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（イ）（ア）以外の場合 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は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、供給電気方式及び供給電圧については、

技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１０

０ボルト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがありま

す。 
（３） （略） 
（４）契約負荷設備 

契約容量を契約負荷設備の総容量により定める場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していた

だきます。 
（５）契約容量 

契約容量は、次の①又は②のいずれかによるものとし、これにより難い場合には、お客様と当

社との協議により定めるものといたします。ただし、 スイッチングの場合は、原則として他の

小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則と

してお客様が電気を使用される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。 
①契約容量は、契約負荷設備の総容量（入力を基準といたします。なお、出力で表示されている

場合等は、契約負荷設備毎に需給約款別表２「負荷設備の入力換算容量」によって換算するも

のといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の

数が異なる場合等特別の事情がある場合は、需給約款別表３「契約負荷設備の総容量の算定」

によって総容量を定めます。 
②お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記

①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、需給約款別表４「契約容量及び契約電力

の算定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。なお、当社及び送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応

じて確認いたします。 
 

（６）電気料金 
電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）

によって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第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。 
契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円８７銭 
４０アンペア １，１８１円１６銭 
５０アンペア １，４７６円４５銭 
６０アンペア １，７７１円７４銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 
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 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８８銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２６円４８銭 

３００キロワット時を超え６００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２５円０８銭 

６００キロワット時を超える１キロワット時につき ２６円１５銭 
 
第４条（たっぷりプラン－従量電灯Ｃ） 

（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。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（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。）が５０キロワット未満であ

ること。ただし、当社又は送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配

電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は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、供給電気方式及び供給電圧については、技術

上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１００ボル

ト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（３）契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
（４）契約容量 

新たに電気を使用される場合の契約容量は、次の①又は②のいずれかによるものとし、これにより

難い場合には、お客様と当社との協議により定めるものといたします。ただし、スイッチングの場

合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点

の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものと

いたします。 
①契約容量は、契約負荷設備の総容量（入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場

合等は、契約負荷設備毎に需給約款別表２「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものと

いたします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が

異なる場合等特別の事情がある場合は、需給約款別表３「契約負荷設備の総容量の算定」によっ

て総容量を定めます。 
②お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記①

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２９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 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９７銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２６円５７銭 

３００キロワット時を超え６００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２５円１７銭 

６００キロワット時を超える１キロワット時につき ２６円２４銭 
 
第４条（たっぷりプラン－従量電灯Ｃ） 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、需給約款別表４「契約容量及び契約電力の算

定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していた

だきます。なお、当社及び送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 
（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及

び需給約款附則第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。 
契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ２８６円００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 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８８銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２６円４８銭 

３００キロワット時を超え６００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２５円０８銭 

６００キロワット時を超える１キロワット時につき ２６円１５銭 
 

第５条（日割計算） 
日割り計算の基本算式は、次のとおりといたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお

客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 
（１）基本料金を日割りする場合 

基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 
（２）たっぷりプラン－従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、従量電灯の料金適用上の電力量

区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力

量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１

位で四捨五入いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条（日割計算） 
日割り計算の基本算式は、次のとおりといたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日

割計算の対象となる算定期間の始期が属する月の日数といたします。 
（１）基本料金を日割りする場合 

基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 
（２）ｍｙたっぷりプラン（東京）の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する

場合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に

係る電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙたっぷりプラン（東

京）の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この

場合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、

その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
－ 第１段階料金適用電力量 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第３段階料金適用電力量＝６００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第２段階料金適用電力量 
なお、第３段階料金適用電力量とは、３００キロワット時を超え６００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 
第６条（その他） 
（１）本約款の適用を受けるお客様は、料金適用開始の日から１年に満たないで、原則として需給約

款の「従量電灯」及びまとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）の「従量電灯」

に需給契約のプランを変更することはできません。 
（２）その他本約款に定めのない事項は、需給約款に定めるところによるほか、お客様及び当社との

間で誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。 
 

附 則 
 

第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
－ 第１段階料金適用電力量 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第３段階料金適用電力量＝６００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第２段階料金適用電力量 
なお、第３段階料金適用電力量とは、３００キロワット時を超え６００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

第５条（その他） 
（１）本約款の適用を受けるお客様は、料金適用開始の日から１年に満たないで、原則として需給約

款のｍｙ標準プラン及びまとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）のｍｙまと

めてプラン（東京）に需給契約のプランを変更することはできません。 
（２）その他本約款に定めのない事項は、需給約款に定めるところによるほか、お客様及び当社との

間で誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。 
 

附 則 
第１条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、本約款において「ｍｙたっぷりプラン（東京）」とあるのは、「ｍ

ｙたっぷりプラン－従量電灯Ｂ（東京）及びｍｙたっぷりプラン－従量電灯Ｃ（東京）」と読み替え

るものとします。 
 

 

  



 
 

 

 

 

まとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

まとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）このまとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「本約款」といいます。）

は、お客様が当社の電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「需給約款」といい

ます。）第１条（適用）に該当し、かつ、本約款第３条（まとめてプラン－従量電灯Ｂ）又は第４

条（まとめてプラン－従量電灯Ｃ）の適用条件を満たすお客様で、当社との協議が整ったお客様

に適用いたします。なお、需給約款において定義される用語は、本約款においても同一の意味を

有するものといたします。 
（２）本約款は、２０２０年６月２５日より実施いたします。 
（３） （略） 

 

第３条（まとめてプラン－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。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計

（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット未満であること。

ただし、当社又は送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、

お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 
 
 
 
 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電圧

１００ボルト若しくは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、

供給電気方式及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２

００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
 
 
 
 
 
 

まとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）このまとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「本約款」といいま

す。）は、お客様が当社の電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「需給約款」

といいます。）第１条（適用）に該当し、かつ、本約款第３条（ｍｙまとめてプラン（東京））の

適用条件を満たすお客様で、当社との協議が整ったお客様に適用いたします。なお、需給約款に

おいて定義される用語は、本約款においても同一の意味を有するものといたします。 
（２）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 
（３） （略） 

 

 

第３条（ｍｙまとめてプラン（東京）） 

（１）適用条件 
電灯又は小型機器を使用する需要で、①又は②のいずれか及び③に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。 
③１需要場所においてｍｙ動力プラン（東京）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電

力との合計（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）又は契約容量と契約電

力との合計（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。）が５０キロワ

ット未満であること。ただし、当社又は送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。

この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

（ア）アンペアブレーカー契約の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準

電圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（イ）（ア）以外の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は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、供給電気方式及び供給電圧について

は、技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電

圧１００ボルト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることが



 
 

現 約 款 新 約 款 

 
（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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者

との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気

を使用される前の需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
②送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」とい

います。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電

流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付

けないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）によって算定された燃料費調整額

及び需給約款附則第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（消費税等相当額を含む。）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 ８５８円００銭 
４０アンペア １，１４４円００銭 
５０アンペア １，４３０円００銭 
６０アンペア １，７１６円００銭 

 

あります。 
（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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事

業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様

が電気を使用される前の需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
②送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」と

いいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそ

れがないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取

り付けないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（４）契約負荷設備 

契約容量を契約負荷設備の総容量により定める場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していた

だきます。 
（５）契約容量 

契約容量は、次の①又は②のいずれかによるものとし、これにより難い場合には、お客様と当

社との協議により定めるものといたします。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の

小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則と

してお客様が電気を使用される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。 
①契約容量は、契約負荷設備の総容量（入力を基準といたします。なお、出力で表示されている

場合等は、契約負荷設備毎に需給約款別表２「負荷設備の入力換算容量」によって換算するも

のといたします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の

数が異なる場合等特別の事情がある場合は、需給約款別表３「契約負荷設備の総容量の算定」

によって総容量を定めます。 
②お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記

①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、需給約款別表４「契約容量及び契約電力

の算定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。なお、当社及び送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応

じて確認いたします 
（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）

によって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第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（消費税等相当額を含む。）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。 
契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円８７銭 
４０アンペア １，１８１円１６銭 
５０アンペア １，４７６円４５銭 
６０アンペア １，７７１円７４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２９銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

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、次のプラン毎の電力量料金単価（消

費税等相当額を含みます。）を乗じて算定いたします。 
【まとめて３００】 

区分 電力量料金単価（税込） 
最初の３００キロワット時まで（定額料金） ６，４９０円００銭 

３００キロワット時を超える 
１キロワット時につき ２９円６６銭 

【まとめて４００】 
区分 電力量料金単価（税込） 

最初の４００キロワット時まで（定額料金） ９，０３８円３４銭 
４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき ２９円３６銭 

【まとめて５００】 
区分 電力量料金単価（税込） 

最初の５００キロワット時まで（定額料金） １１，５８６円６６銭 
５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき ２９円０５銭 

 

第４条（まとめてプラン－従量電灯Ｃ） 

（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。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（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。）が５０キロワット未満であ

ること。ただし、当社又は送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配

電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は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、供給電気方式及び供給電圧については、技術

上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１００ボル

ト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（３）契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
（４）契約容量 

新たに電気を使用される場合の契約容量は、次の①又は②のいずれかによるものとし、これにより

難い場合には、お客様と当社との協議により定めるものといたします。ただし、スイッチングの場

合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点

の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものと

いたします。 
①契約容量は、契約負荷設備の総容量（入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場

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、次のプラン毎の電力量料金単価（消

費税等相当額を含みます。）を乗じて算定いたします。 
【ｍｙまとめて３００】 

区分 電力量料金単価（税込） 
最初の３００キロワット時まで（定額料金） ６，５１７円００銭 

３００キロワット時を超える 
１キロワット時につき ２９円７５銭 

【ｍｙまとめて４００】 
区分 電力量料金単価（税込） 

最初の４００キロワット時まで（定額料金） ９，０７４円３４銭 
４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき ２９円４５銭 

【ｍｙまとめて５００】 
区分 電力量料金単価（税込） 

最初の５００キロワット時まで（定額料金） １１，６３１円６６銭 
５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき ２９円１４銭 

 

第４条（まとめてプラン－従量電灯Ｃ） （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

合等は、契約負荷設備毎に需給約款別表２「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものと

いたします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が

異なる場合等特別の事情がある場合は、需給約款別表３「契約負荷設備の総容量の算定」によっ

て総容量を定めます。 
②お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記①

にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、需給約款別表４「契約容量及び契約電力の算

定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していた

だきます。なお、当社及び送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 
（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及

び需給約款附則第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。 
契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ２８６円００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、次のプランごとの電力量料金単価を乗じて算定

いたします。 
【まとめて３００】 

区分 電力量料金単価（税込） 
最初の３００キロワット時まで（定額料金） ６，４９０円００銭 

３００キロワット時を超える 
１キロワット時につき ２９円６６銭 

【まとめて４００】 
区分 電力量料金単価（税込） 

最初の４００キロワット時まで（定額料金） ９，０３８円３４銭 
４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき ２９円３６銭 

【まとめて５００】 
区分 電力量料金単価（税込） 

最初の５００キロワット時まで（定額料金） １１，５８６円６６銭 
５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき ２９円０５銭 

 

第５条（その他） 
（１）本約款の適用を受けるお客様は、料金適用開始の日から１年に満たないで、原則として需給約

款の「従量電灯」及びたっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）の「従量電灯」

に需給契約のプランを変更することはできません。また、料金適用開始の日から１年に満たない

で、原則として本約款のプランの変更をすることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条（その他） 
（１）本約款の適用を受けるお客様は、料金適用開始の日から１年に満たないで、原則として需給約

款の「ｍｙ標準プラン」及びたっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）の「ｍ

ｙたっぷりプラン（東京）」に需給契約のプランを変更することはできません。また、料金適用

開始の日から１年に満たないで、原則として本約款のプランの変更をすることはできません。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

（２）日割計算 
電力量及び電力量料金のうち、定額料金は日割計算において次のとおり定めるものといたします。

なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数

といたします。 
①定額部分の電力量料金の日割りする場合 
需給約款の基本料金を日割りする場合に準ずるものといたします。 

②定額料金を適用する上限電力量の日割りする場合 
上限電力量 ＝プランに応じた定額料金が適用される電力量 

×（日割計算対象日数÷暦日数） 
（３）その他本約款に定めのない事項は、需給約款に定めるところによるほか、お客様及び当社との

間で誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたものといたします。 
 

附 則 
 

（２）日割計算 
電力量及び電力量料金のうち、定額料金は日割計算において次のとおり定めるものといたします。

なお、ここでいう暦日数とは、原則として日割計算の対象となる算定期間の始期が属する月の日

数といたします。 
①定額部分の電力量料金の日割りする場合 
需給約款の基本料金を日割りする場合に準ずるものといたします。 

②定額料金を適用する上限電力量の日割りする場合 
上限電力量 ＝プランに応じた定額料金が適用される電力量 

×（日割計算対象日数÷暦日数） 
（３）その他本約款に定めのない事項は、需給約款に定めるところによるほか、お客様及び当社との

間で誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたものといたします。 
 

附 則 
第１条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、本約款において「ｍｙまとめてプラン（東京）」とあるのは、「ｍ

ｙまとめてプラン－従量電灯Ｂ（東京）及びｍｙまとめてプラン－従量電灯Ｃ（東京）」と読み替え

るものとします。 
 

 

  



 
 

 

 

 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（中部電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

電気需給約款【ｍｙでんき版】［中部電力エリア］ 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２２年１１月１日より実施いたします。 
（４） 略 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（中部電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する際

には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方法

（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせいたし

ます。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業者

と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業者を

いいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係

数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 

 
 
 
 
 
 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づく

お客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の

みを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該

変更をしようとする事項、当社の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載す

れば足りるものといたします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる

形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その

電気需給約款【ｍｙでんき版】［中部電力エリア］ 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 
（４） 略 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（中部電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する

際には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方

法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせい

たします。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業

者と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業

者をいいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係

る係数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 
なお、当社は、本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場

合には、当社が適当と判断した方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法

令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略

するものといたします。また、当該約款又は需給契約の変更後においても、関係法令等において

交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断した方法により、電気事業法その他の法

令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約

を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明およ

び書面の交付を行う事項は、変更を行った事項（関係法令等において許容される場合はその概要

とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに

供給地点特定番号を含みます。）のみといたします。 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする

事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令

に基づく書面の交付についてはこれを行わないものといたします。なお、この場合の供給条件の

説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせ

いたします。 
 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までといた

します。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思表示

がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めに

より需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後

の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の

交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される場合は、当

社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば足りるもの

といたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判

断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。 
 

 

（４）～（５） （略） 
 

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８条（標準プラン－従量電灯Ａ及び従量電灯Ｂ） 
（１）適用条件 
（ア）従量電灯Ａ 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボルト

に換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

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１０アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以下であること。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合

計（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット未満であるこ

と。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電

会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 

 

 

 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までとい

たします。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思

表示がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この

定めにより需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、

更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づ

く書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される

場合は、当社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば

足りるものといたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当

社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。なお、需給契約の更

新後においても、関係法令等において交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断し

た方法により、電気事業法その他の法令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（４）～（５） （略） 
 

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 ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（中部） 

ｍｙ標準プラン（中部） 
動 力 需 要 ｍｙ動力プラン（中部） 

 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（中部）） 
（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボル

トに換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 

（ア）標準プラン－従量電灯Ａ 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又は

交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルトとし、周波数は、標準周波数６０ヘル

ツといたします。 
（イ）標準プラン－従量電灯Ｂ 

交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは２０

０ボルトとし、周波数は、標準周波数６０ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電

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ボルト又は交流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 
（ア）従量電灯Ａ 

契約電流は、５アンペアといたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点

の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場

所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付け

ないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（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 １４３円００銭 

１０アンペア ２８６円００銭 

１５アンペア ４２９円００銭 

２０アンペア ５７２円００銭 

３０アンペア ８５８円００銭 

４０アンペア １，１４４円００銭 

５０アンペア １，４３０円００銭 

６０アンペア １，７１６円００銭 

 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又

は交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルトとし、周波数は、標準周波数６０

ヘルツといたします。 
 
 
 
 
 
 
 
（３）契約電流 

契約電流は、５アンペアといたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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 １４８円３２銭 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

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 ２１円０４銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２５円５１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円４６銭 

 
従量区分（契約電流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８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円７７銭 

３００キロワット時を超え４００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２７円３５銭 

４００キロワット時を超える１キロワット時につき ２５円９２銭 

 
第９条（標準プラン－従量電灯Ｃ） 
（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。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（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。）が５０キロワット未満であ

ること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配

電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 
 
 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は２００ボルトとし、周波

数は、標準周波数６０ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術

上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１００ボル

ト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
 
 
 
 
 
 

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） 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 ２１円３１銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２５円７８銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７３銭 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第９条（ｍｙ標準プラン（中部）） 
（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、①又は②のいずれか及び③に該当する場合に適用いたしま

す。 
①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。 
②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。 
③１需要場所においてｍｙ動力プラン（中部）とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、

１０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又は契約容量と契約電力との

合計（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。）が５０キロワット未満

であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、

送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 
（ア）アンペアブレーカー契約の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

圧１００ボルト若しくは２００ボルトとし、周波数は、標準周波数６０ヘルツといたします。た

だし、供給電気方式及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ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（イ）（ア）以外の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は２００ボルトとし、周

波数は、標準周波数６０ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、

技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１０



 
 

現 約 款 新 約 款 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
 
（４）契約容量 （略） 
（５）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。 
契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ２８６円００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 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８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円７７銭 

３００キロワット時を超え４００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２７円３５銭 

４００キロワット時を超える１キロワット時につき ２５円９２銭 

 

 
 
 
 
 

０ボルト若しくは２００ボルト又は交流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 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了

時点の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の

需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付

けないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（４）契約負荷設備 

契約容量を契約負荷設備の総容量により定める場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただ

きます。 
（５）契約容量 （略） 
（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、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。 
契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ２９６円６４銭 
１５アンペア ４４４円９６銭 
２０アンペア ５９３円２８銭 
３０アンペア ８８９円９２銭 
４０アンペア １，１８６円５６銭 
５０アンペア １，４８３円２０銭 
６０アンペア １，７７９円８４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９６円６４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（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 ２１円３１銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２５円７８銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７３銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１０条（動力プラン－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場合に適用いたします。 
①契約電力が原則として５０キロワット未満であること。 
②１需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、１０アンペアを

１キロワットとみなします。）又は契約容量（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。ただし、当社及び送配

電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 

（２）～（４） （略） 

（５）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。ただし、基本料金は、次の③によって力率割引又は割増しをする場

合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 
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、契約電力が０．５キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、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 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，１４４円００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 ２１円１２銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２５円０４銭 

３００キロワット時を超え４００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２７円６２銭 

４００キロワット時を超える１キロワット時につき ２６円１９銭 
 

従量区分（契約容量による場合） 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 ２１円１２銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２５円０４銭 

３００キロワット時を超え４００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２７円６２銭 

４００キロワット時を超える１キロワット時につき ２６円１９銭 
 

第１０条（ｍｙ動力プラン（中部）） 
（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場合に適用いたします。 
①契約電力が原則として５０キロワット未満であること。 
②１需要場所においてｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（中部）又はｍｙ標準プラン（中部）とあわ

せて契約する場合は、契約電流（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）又は

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。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りで

はありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。 
（２）～（４） （略） 

（５）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、契約電力が０．５キロワットの

場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、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 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，１１６円２１銭 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

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、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 
使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 夏季料金 その他季料金 
１７円０１銭 １５円４６銭 

③力率割引及び割増し 
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均してえ

た値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含みます。）

は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を５パーセント

割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ取付容量基準）の

基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては９０パーセント、取り

付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００パーセントといたします。

なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パーセントとみなします。また、当

社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受領できない場合のその１か月の力

率は、９０パーセントとみなします。 
④負荷率割引 
負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用電

力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつき一

律で適用いたします。 

１か月の使用電力量及び適用単位 負荷率割引単価 
（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 
契約電力１キロワットにつき １１０円００銭 

１キロワットあたり７０キロワット時を超えるとき 適用外 
（６） （略） 

 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客

様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点日、

電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場合、

送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る電気の

電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日

割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２

段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入

いたします。 

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、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 
使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 夏季料金 その他季料金 
１７円０９銭 １５円５４銭 

③負荷率割引 
負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用

電力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつ

き一律で適用いたします。 

１か月の使用電力量及び適用単位 負荷率割引単価 
（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 
契約電力１キロワットにつき １１０円００銭 

１キロワットあたり７０キロワット時を超えるとき 適用外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） （略） 

 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、電気料金の算定期間の日数が暦日数に対し、５日を上回り、又は下回る場合は、次のと

おり電気料金を算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日割計算の対象とな

る算定期間の始期が属する月の日数といたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。 

基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 
なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点

日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（中

部）又はｍｙ標準プラン（中部）の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおり

といたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位



 
 

現 約 款 新 約 款 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たりの

電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

 

第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のいず

れかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を

翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に

設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払

期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じ

た払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお

客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して

電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払わ

れる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。 
 

 

（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 
 

は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 
第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のい

ずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期

日を翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前

に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により

支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関

を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する

費用はお客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続し

て電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払

われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただくものとし、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。なお、当社は、原則として、別途当社が

定める、請求書の発行に係る手数料を申し受けます。当該手数料の金額については、当社が適

当と判断した方法によりお知らせするものといたします。 
（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 ２２０円 
領 収 書 ２７５円 
支 払 証 明 書 ８８０円 

 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）本約款において、「ｍｙ標準プラン（中部）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（中部）又は

ｍｙ標準プラン（中部）」とあるのは、それぞれ「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（中部）及び従

量電灯Ｃ（中部）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯」と読み替えるものとします。 
（２）第１０条（５）柱書は、次のとおりといたします。 

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。ただし、基本料金は、次の④によって力率割引又は割増

しをする場合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 
（３）第１０条（５）に、次の④を加えるものといたします。 

④力率割引及び割増し 
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均し

てえた値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含

みます。）は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を

５パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ

取付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては

９０パーセント、取り付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００

パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パー

セントとみなします。また、当社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受

領できない場合のその１か月の力率は、９０パーセントとみなします。 
（４）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として

お客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再

点日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する

場合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に

係る電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電

灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場

合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、

その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

（５）第１４条（３）③なお書きは適用いたしません。 

（６）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 

 

  



 
 

 

 

 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（関西電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（関西電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２２年１１月１日より実施いたします。 
（４） （略） 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（関西電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する際

には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方法

（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせいたし

ます。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業者

と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業者を

いいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係

数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 

 
 
 
 
 
 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づく

お客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の

みを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該

変更をしようとする事項、当社の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載す

れば足りるものといたします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる

形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その

電気需給約款【ｍｙでんき版】（関西電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 
（４） （略） 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（関西電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する

際には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方

法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせい

たします。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業

者と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業

者をいいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係

る係数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 
なお、当社は、本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場

合には、当社が適当と判断した方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法

令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略

するものといたします。また、当該約款又は需給契約の変更後においても、関係法令等において

交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断した方法により、電気事業法その他の法

令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約

を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明およ

び書面の交付を行う事項は、変更を行った事項（関係法令等において許容される場合はその概要

とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに

供給地点特定番号を含みます。）のみといたします。 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする

事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令

に基づく書面の交付についてはこれを行わないものといたします。なお、この場合の供給条件の

説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせ

いたします。 
 
第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までといた

します。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思表示

がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めに

より需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後

の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の

交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される場合は、当

社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば足りるもの

といたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判

断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。 
 
 
（４）～（５） （略） 
 

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 
動 力 需 要 低圧電力（動力） 

 

第８条（標準プラン－従量電灯Ａ） 

（１）～（３） （略） 
（４）電気料金 

電気料金は、最低料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額（最低料金

にかかる燃料費調整額は、最低料金適用電力量に第１１条（１）②によって算定された燃料費調整

単価を乗じてえた値といたします。）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 
本プランについて基本料金はありません。 

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 電力量料金単価 
（税込） 

 

 

 

 

 

 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までとい

たします。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思

表示がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この

定めにより需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、

更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づ

く書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される

場合は、当社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば

足りるものといたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当

社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。なお、需給契約の更

新後においても、関係法令等において交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断し

た方法により、電気事業法その他の法令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（４）～（５） （略） 

 

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 区 分 ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（関西） 
ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（関西） 

動 力 需 要 ｍｙ動力プラン（関西） 
 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（関西）） 

（１）～（３） （略） 
（４）電気料金 

電気料金は、最低料金、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 
本プランについて基本料金はありません。 

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 電力量料金単価 
（税込） 



 
 

現 約 款 新 約 款 

最初の１５キロワット時まで（最低料金） ３３７円６１銭 

１５キロワット時を超え１２０キロワット時までの 
１キロワット時につき ２０円１２銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円５１銭 

３００キロワット時を超え９００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２７円２５銭 

９００キロワット時を超える１キロワット時につき ２４円９７銭 

 

第１０条（動力プラン－低圧電力） 
（１）～（４） （略） 

（５）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。ただし、基本料金は、次の③によって力率割引又は割増しをする場

合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 
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、契約電力が０．５キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、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 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，０７８円００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、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 
使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 夏季料金 その他季料金 
１４円４３銭 １２円９５銭 

③力率割引及び割増し 
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均してえ

た値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含みます。）

は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を５パーセント

割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ取付容量基準）の

基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては９０パーセント、取り

付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００パーセントといたします。

なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パーセントとみなします。また、当

社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受領できない場合のその１か月の力

率は、９０パーセントとみなします。 
④負荷率割引 
負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用電

力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつき一

律で適用いたします。 

最初の１５キロワット時まで（最低料金） ４３０円９０銭 
１５キロワット時を超え１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき ２０円１３銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２４円５２銭 

３００キロワット時を超え９００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２７円２６銭 

９００キロワット時を超える１キロワット時につき ２４円９８銭 
 

第１０条（ｍｙ動力プラン（関西）） 
（１）～（４） （略） 

（５）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、契約電力が０．５キロワットの

場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、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 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，０４８円０３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、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 
使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 夏季料金 その他季料金 
１４円４１銭 １２円９３銭 

③負荷率割引 
負荷率割引は、契約電力とその１か月の使用電力量によって算定することとし、１か月の使用

電力量が１キロワットあたり７０キロワット時以下である場合に、契約電力１キロワットにつ

き一律で適用いたします。 

１か月の使用電力量及び適用単位 負荷率割引単価 
（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 
契約電力１キロワットにつき １１０円００銭 

１キロワットあたり７０キロワット時を超えるとき 適用外 
 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

１か月の使用電力量及び適用単位 負荷率割引単価 
（税込） 

１キロワットあたり７０キロワット時以下のときの 
契約電力１キロワットにつき １１０円００銭 

１キロワットあたり７０キロワット時を超えるとき 適用外 
（６） （略） 

 

第１１条（燃料費調整） 
（１）燃料費調整額の算定 

燃料費調整額は、その１か月の使用電力量に、次の方法により算定される燃料費調整単価を適用し

て算定いたします。 
①平均燃料価格 
原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基

づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、１００円単位とし、

１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。 
平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 
 Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 
 Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 
 Ｃ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 
 α、β、γ ＝ 別表１に定める係数 

なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン当たりの

平均液化天然ガス価格及び１トン当たりの平均石炭価格の各単位は、１円とし、その端数は、小

数点以下第１位で四捨五入いたします。 
②燃料費調整単価 
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたしま

す。また、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いた

します。なお、燃料価格Ｘは別表１に定めるものといたします。 
燃料費調整単価 ＝ （平均燃料価格－Ｘ円）×（２）の基準単価÷１，０００ 

③燃料費調整単価の適用 
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価

格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用いたします。 
平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年１月１日から 

３月３１日までの期間 
その年の５月の検針日又は計量日から 

６月の検針日又は計量日の前日までの期間 
毎年２月１日から 

４月３０日までの期間 
その年の６月の検針日又は計量日から 

７月の検針日又は計量日の前日までの期間 
毎年３月１日から 

５月３１日までの期間 
その年の７月の検針日又は計量日から 

８月の検針日又は計量日の前日までの期間 
毎年４月１日から 

６月３０日までの期間 
その年の８月の検針日又は計量日から 

９月の検針日又は計量日の前日までの期間 
毎年５月１日から 

７月３１日までの期間 
その年の９月の検針日又は計量日から 

１０月の検針日又は計量日の前日までの期間 

 

 

 

 

 

（６） （略） 

 

第１１条（燃料費調整） 
（１）燃料費調整額の算定 

燃料費調整額は、その１か月の使用電力量に、次の方法により算定される燃料費調整単価を適用

して算定いたします。ただし、ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（関西）の場合の最低料金適用電力

量までは、最低料金適用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたしま

す。なお、最低料金適用電力量とは、最低料金が適用される電力量をいいます。 
①平均燃料価格 
原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に

基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、１００円単位

とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。 
平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 
 Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 
 Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 
 Ｃ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 
 α、β、γ ＝ 別表１に定める係数 

なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン当たり

の平均液化天然ガス価格及び１トン当たりの平均石炭価格の各単位は、１円とし、その端数は、

小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
②燃料費調整単価 
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたしま

す。また、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入い

たします。なお、燃料価格Ｘは別表１に定めるものといたします。 
燃料費調整単価 ＝ （平均燃料価格－Ｘ円）×（２）の基準単価÷１，０００ 

③燃料費調整単価の適用 
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料

価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用いたしま

す。 
 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年１月１日から 

３月３１日までの期間 
その年の５月の検針日又は計量日から 

６月の検針日又は計量日の前日までの期間 
毎年２月１日から 

４月３０日までの期間 
その年の６月の検針日又は計量日から 

７月の検針日又は計量日の前日までの期間 
毎年３月１日から 

５月３１日までの期間 
その年の７月の検針日又は計量日から 

８月の検針日又は計量日の前日までの期間 



 
 

現 約 款 新 約 款 

毎年６月１日から 
８月３１日までの期間 

その年の１０月の検針日又は計量日から 
１１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年７月１日から 
９月３０日までの期間 

その年の１１月の検針日又は計量日から 
１２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年８月１日から 
１０月３１日までの期間 

その年の１２月の検針日又は計量日から 
翌年の１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年９月１日から 
１１月３０日までの期間 

翌年の１月の検針日又は計量日から 
２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１０月１日から 
１２月３１日までの期間 

翌年の２月の検針日又は計量日から 
３月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１１月１日から 
翌年の１月３１日までの期間 

翌年の３月の検針日又は計量日から 
４月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１２月１日から 
翌年の２月２８日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、翌年の２

月２９日までの期間） 

翌年の４月の検針日又は計量日から 
５月の検針日又は計量日の前日までの期間 

 

 

 

 

（２） （略） 

 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。なお、

ここでいう暦日数とは、原則としてお客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といた

します。 
①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により算

定いたします。 
基本料金等 ＝ １か月の該当料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点日、

電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場合、

送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る電気の

電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日

割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の最低料金適用電力量、第１段階料

金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点

以下第１位で四捨五入いたします。 
（ア）従量電灯Ａの場合 

最低料金適用電力量＝１５キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、最低料金適用電力量とは、（５）①により算定された最低料金が適用される電力量をいい

毎年４月１日から 
６月３０日までの期間 

その年の８月の検針日又は計量日から 
９月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年５月１日から 
７月３１日までの期間 

その年の９月の検針日又は計量日から 
１０月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年６月１日から 
８月３１日までの期間 

その年の１０月の検針日又は計量日から 
１１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年７月１日から 
９月３０日までの期間 

その年の１１月の検針日又は計量日から 
１２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年８月１日から 
１０月３１日までの期間 

その年の１２月の検針日又は計量日から 
翌年の１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年９月１日から 
１１月３０日までの期間 

翌年の１月の検針日又は計量日から 
２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１０月１日から 
１２月３１日までの期間 

翌年の２月の検針日又は計量日から 
３月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１１月１日から 
翌年の１月３１日までの期間 

翌年の３月の検針日又は計量日から 
４月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１２月１日から 
翌年の２月２８日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、翌年の２

月２９日までの期間） 

翌年の４月の検針日又は計量日から 
５月の検針日又は計量日の前日までの期間 

（２） （略） 

 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、電気料金の算定期間の日数が暦日数に対し、５日を上回り、又は下回る場合は、次のと

おり電気料金を算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日割計算の対象とな

る算定期間の始期が属する月の日数といたします。 
①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により算

定いたします。 
基本料金等 ＝ １か月の該当料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点

日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電灯の料

金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の最低

料金適用電力量、第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワッ

ト時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
（ア）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａの場合 

最低料金適用電力量＝１５キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、最低料金適用電力量とは、（５）①により算定された最低料金が適用される電力量をいい
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ます。 
第１段階料金適用電力量＝１０５キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、１５キロワット時を超え１２０キロワット時までの１キロ

ワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝１８０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
（イ）従量電灯Ｂの場合 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たりの

電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝１８０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 
 

 

 

第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のいず

れかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を

翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に

設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払

期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じ

た払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお

客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して

電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払わ

れる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。 
 

 

（４）（略） 

ます。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－最低料金適用電力量 
なお、第１段階料金適用電力量とは、１５キロワット時を超え１２０キロワット時までの１キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－最低料金適用電力量－第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
（イ）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂの場合 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のい

ずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期

日を翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前

に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により

支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関

を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する

費用はお客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続し

て電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払

われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただくものとし、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。なお、当社は、原則として、別途当社が

定める、請求書の発行に係る手数料を申し受けます。当該手数料の金額については、当社が適

当と判断した方法によりお知らせするものといたします。 
（４）（略） 
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附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 
 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 
 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 ２２０円 
領 収 書 ２７５円 
支 払 証 明 書 ８８０円 

 
第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）第８条（４）柱書は、次のとおりといたします。 
電気料金は、最低料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額（最低料

金にかかる燃料費調整額は、最低料金適用電力量に第１１条（１）②によって算定された燃料費

調整単価を乗じてえた値といたします。）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。 
（２）第１０条（５）柱書は、次のとおりといたします。 

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。ただし、基本料金は、次の④によって力率割引又は割増

しをする場合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 
（３）第１０条（５）に、次の④を加えるものといたします。 

④力率割引及び割増し 
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均し

てえた値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含

みます。）は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を

５パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ

取付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては

９０パーセント、取り付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００

パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パー

セントとみなします。また、当社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受

領できない場合のその１か月の力率は、９０パーセントとみなします。 
（４）第１１条（１）柱書ただし書は、適用いたしません。 
（５）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。

なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の

日数といたします。 
①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により

算定いたします。 
基本料金等 ＝ １か月の該当料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再
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点日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する

場合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に

係る電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電

灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場

合の最低料金適用電力量、第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、

１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
（ア）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａの場合 

最低料金適用電力量＝１５キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、最低料金適用電力量とは、（５）①により算定された最低料金が適用される電力量をい

います。 
第１段階料金適用電力量＝１０５キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、１５キロワット時を超え１２０キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝１８０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
（イ）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂの場合 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝１８０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
（６）第１４条（３）③なお書きは、適用いたしません。 

（７）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

（８）別表１（燃料費調整単価算出係数等）は、次のとおりといたします。 
燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 
α ０．０１４０  
β ０．３４８３  
γ ０．７２２７  

燃料価格 Ｘ ２７，１００円  
基準単価 

（１キロワット時につき） 低圧 １６銭５厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 
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別 表 
別表１ 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 
α ０．０１４０  
β ０．３４８３  
γ ０．７２２７  

燃料価格 Ｘ ２７，１００円  
基準単価 

（１キロワット時につき） 低圧 １６銭５厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 
 

別 表 
別表１ 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 
α ０．０１４０  
β ０．３４８３  
γ ０．７２２７  

燃料価格 Ｘ ２７，１００円  

基準単価 
最低料金 

１契約につき最初の１５

キロワット時まで 
２円４７銭５厘  

電力量料金 
上記をこえる１キロワッ

ト時につき 
１６銭５厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

  



 
 

 

 

 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（九州電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（九州電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２２年１１月１日より実施いたします。 
（４） 略 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（九州電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する際

には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方法

（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせいたし

ます。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業者

と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業者を

いいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係

数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 

 
 
 
 
 
 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づく

お客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の

みを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該

変更をしようとする事項、当社の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載す

れば足りるものといたします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる

形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その

電気需給約款【ｍｙでんき版】（九州電力エリア） 

第１条（適用） 
（１）～（２） （略） 
（３）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 
（４） 略 
 

第２条（本約款の変更） 
（１）当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第５４８条の４に基づき、本約款を変更すること

があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電

気需給約款【ｍｙでんき版】（九州電力エリア）によります。なお、当社は、本約款を変更する

際には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方

法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめお客様にお知らせい

たします。 
①お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供

給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合 
②法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合 
③消費税及び地方消費税の税率が変更された場合 
④燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合 
⑤みなし小売電気事業者（２０１６年３月３１日時点において、電気事業法により一般電気事業

者と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業

者をいいます。）の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係

る係数等が変更された場合 
⑥その他当社が必要と判断した場合 
なお、当社は、本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場

合には、当社が適当と判断した方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法

令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略

するものといたします。また、当該約款又は需給契約の変更後においても、関係法令等において

交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断した方法により、電気事業法その他の法

令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（２）当社は、本条の規定により本約款を変更する場合又はお客さまからの申出にもとづき需給契約

を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明およ

び書面の交付を行う事項は、変更を行った事項（関係法令等において許容される場合はその概要

とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに

供給地点特定番号を含みます。）のみといたします。 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする

事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令

に基づく書面の交付についてはこれを行わないものといたします。なお、この場合の供給条件の

説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせ

いたします。 
 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までといた

します。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思表示

がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めに

より需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後

の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の

交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される場合は、当

社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば足りるもの

といたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判

断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。 
 

 

（４）～（５） （略） 
 

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８条（標準プラン－従量電灯Ａ及び従量電灯Ｂ） 
（１）適用条件 
（ア）従量電灯Ａ 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボルト

に換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

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１０アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以下であること。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合

計（この場合、１０アンペアを１キロワットとみなします。）が５０キロワット未満であるこ

と。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電

会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 

 

 

 

第５条（契約の申込み） 
（１）～（２） （略） 
（３）契約の期間 

契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の１２月３１日までとい

たします。ただし、契約期間満了の１か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思

表示がない場合は、契約期間満了後も１年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この

定めにより需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、

更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づ

く書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項（関係法令等において要求される

場合は、当社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。）のみを記載すれば

足りるものといたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当

社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。なお、需給契約の更

新後においても、関係法令等において交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断し

た方法により、電気事業法その他の法令にもとづく書面の交付を行うものとします。 
（４）～（５） （略） 
 

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 ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（九州） 

ｍｙ標準プラン（九州） 
動 力 需 要 ｍｙ動力プラン（九州） 

 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（九州）） 
（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボル

トに換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 

（ア）標準プラン－従量電灯Ａ 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又は

交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは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。 
（イ）標準プラン－従量電灯Ｂ 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

圧１００ボルト若しくは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、供給電気方式及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ボルト又は交流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 
（ア）従量電灯Ａ 

契約電流は、５アンペアといたします。 
（イ）従量電灯Ｂ 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点

の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場

所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付け

ないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（４）電気料金 

電気料金は、最低料金または基本料金、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最低料金（従量電灯Ａの場合） 
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。 
適用 最低料金（税込） 

１契約につき最初の７キロワット時まで ３１４円７９銭 

②基本料金（従量電灯Ｂの場合） 
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） 

１０アンペア ２９７円００銭 

１５アンペア ４４５円５０銭 

２０アンペア ５９４円００銭 

３０アンペア ８９１円００銭 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又

は交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは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。 
 
 
 
 
 
 
 
（３）契約電流 

契約電流は、５アンペアといたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）電気料金 

電気料金は、最低料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額（最低料

金にかかる燃料費調整額は、最低料金適用電力量に第１１条（１）②によって算定された燃料費

調整単価を乗じてえた値といたします。）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最低料金 
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。 
適用 最低料金（税込） 

１契約につき最初の７キロワット時まで ３２４円１９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。なお、最低料金適用電力量とは、１契約につき、最低料金が適用される電力量をいいます。 

適用 電力量料金単価 
（税込） 

最低料金適用電力量を超える１キロワット時につき １８円３８銭 
 



 
 

現 約 款 新 約 款 

４０アンペア １，１８８円００銭 

５０アンペア １，４８５円００銭 

６０アンペア １，７８２円００銭 

③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。

なお、最低料金適用電力量とは、１契約につき、最低料金が適用される電力量をいいます。 
（ア）従量電灯Ａの場合 

適用 電力量料金単価 
（税込） 

最低料金適用電力量を超える１キロワット時につき １７円４５銭 

（イ）従量電灯Ｂの場合 

適用 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 １７円２８銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２２円２５銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２３円９７銭 

 
第９条（標準プラン－従量電灯Ｃ） 
（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。 
②１需要場所において低圧電力（動力）とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（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。）が５０キロワット未満であ

ること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配

電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
 
 
 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は２００ボルトとし、周波

数は、標準周波数６０ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術

上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１００ボル

ト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第９条（ｍｙ標準プラン（九州）） 
（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、①又は②のいずれか及び③に該当する場合に適用いたしま

す。 
①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。 
②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。 
③１需要場所においてｍｙ動力プラン（九州）とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、

１０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又は契約容量と契約電力との

合計（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。）が５０キロワット未満

であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、

送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。 
（ア）アンペアブレーカー契約の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト又は交流単相３線式標準電

圧１００ボルト若しくは２００ボルトとし、周波数は、標準周波数６０ヘルツといたします。た

だし、供給電気方式及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ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがあります。 
（イ）（ア）以外の場合 
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相３線式標準電圧１００ボルト又は２００ボルトとし、周

波数は、標準周波数６０ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、

技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧１０

０ボルト若しくは２００ボルト又は交流３相３線式標準電圧２００ボルトとすることがありま
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（３）契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
 
（４）契約容量 （略） 
（５）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。 
契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ２９７円００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 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 １７円２８銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 
１キロワット時につき ２２円２５銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２３円９７銭 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

す。 
（３）契約電流 

新たに電気を使用される場合の契約電流は、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。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了

時点の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の

需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。 
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」

といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれ

がないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付

けないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。 
（４）契約負荷設備 

契約容量を契約負荷設備の総容量により定める場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただ

きます。 
（５）契約容量 （略） 
（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、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。 
契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ３１５円７９銭 
１５アンペア ４７３円６９銭 
２０アンペア ６３１円５８銭 
３０アンペア ９４７円３７銭 
４０アンペア １，２６３円１６銭 
５０アンペア １，５７８円９５銭 
６０アンペア １，８９４円７４銭 

１キロボルトアンペアにつき ３１５円７９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 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２１銭 
１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき ２３円１８銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２４円９０銭 
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第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客

様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点日、

電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場合、

送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る電気の

電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日

割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２

段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入

いたします。 
第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たりの

電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１キ

ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 

 

 

 

 

 

第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のいず

れかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を

翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に

設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払

期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じ

た払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお

客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 

第１３条（電気料金の算定） 
（１）～（４） （略） 

（５）日割計算 
当社は、電気料金の算定期間の日数が暦日数に対し、５日を上回り、又は下回る場合は、次のと

おり電気料金を算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則として日割計算の対象とな

る算定期間の始期が属する月の日数といたします。 
①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により算

定いたします。 
基本料金等 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点

日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（九

州）又はｍｙ標準プラン（九州）の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおり

といたします。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位

は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
（ア）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（九州）の場合 

最低料金適用電力量＝７キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
（イ）ｍｙ標準プラン（九州）の場合 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
 
第１４条（支払義務及び支払期日） 
（１）～（２）（略） 

（３）支払方法 
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のい

ずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期

日を翌営業日といたします。 
①口座振替による場合 
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される

場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前

に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により

支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関

を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する

費用はお客様に負担していただきます。 
②クレジットカードによる場合 
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お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して

電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払わ

れる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。 
 

 

（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続し

て電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払

われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 
③初回のお支払いその他の場合 
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができな

いときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただくものとし、支

払いに要する費用はお客様に負担していただきます。なお、当社は、原則として、別途当社が

定める、請求書の発行に係る手数料を申し受けます。当該手数料の金額については、当社が適

当と判断した方法によりお知らせするものといたします。 
（４）（略） 

 

附 則 
第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 ２２０円 
領 収 書 ２７５円 
支 払 証 明 書 ８８０円 

 
第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）本約款において、「ｍｙ標準プラン（九州）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（九州）又は

ｍｙ標準プラン（九州）」とあるのは、それぞれ「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（九州）及び従

量電灯Ｃ（九州）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯」と読み替えるものとします。 
（２）第８条（４）柱書括弧書きは適用いたしません。 
（３）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 
当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 
①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により

算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客様の検針期間又は計量期間

の始期が属する月の日数といたします。 
基本料金等 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再

点日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 
②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する

場合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に

係る電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電

灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場

合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、

その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
（ア）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（九州）の場合 

最低料金適用電力量＝７キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
（イ）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（九州）及び従量電灯Ｃ（九州）の場合 
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別 表 
別表１－２ 

離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 
α １．００００ 
β ０．００００ 
γ ０．００００ 

離島燃料価格 Ｘ ５２，５００ 
離島平均燃料価格の上限値 ― ７８，８００ 

離島基準単価 
（１キロワット時につき） 低圧 ３厘  

※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。 
 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 
なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当た

りの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 
なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの

１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
（４）第１４条（３）③なお書きは適用いたしません。 

（５）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 
〔税込〕 

明 細 書 １１０円 
領 収 書 １６５円 
支 払 証 明 書 ７７０円 

 

別 表 
別表１－２ 

離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 
α １．００００ 
β ０．００００ 
γ ０．００００ 

離島燃料価格 Ｘ ７９，３００ 
離島平均燃料価格の上限値 ― １１９，０００ 

離島基準単価 
（１キロワット時につき） 低圧 ３厘  

※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。 
 

 

以 上 


