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まとめてプラン選択約款 
 

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、２０１９年１０月１日より実施いたします。 

（３） 本約款は、「ＥＮＥＯＳでんき」には適用されません。 

 

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、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（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。 

② １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 

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、他の小売電気事業者から当社へ需

給契約を切り替える場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点

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
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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  

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。 

② １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５

０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
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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、 他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、原則として他の小

売電気事業者との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。 

（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  
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【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。 

（２） 日割計算 

電力量およ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。 
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附 則（消費税法改正に伴う経過措置） 

２０１９年９月３０日以前から継続している需給契約において、消費税法上の経過措置の適

用を受ける２０１９年１０月１日から２０１９年１０月３１日までの間に当社が支払いを

受ける権利が確定する料金の算定における料金単価については、第３条（まとめてプラン－

従量電灯Ｂ）、第４条（まとめてプラン－従量電灯Ｃ）にかかわらず、次のとおりといたしま

す。 

（１） まとめてプラン－従量電灯Ｂ 

① 基本料金 

契約電流 基本料金（税込） 

３０アンペア ８４２円４０銭 

４０アンペア １，１２３円２０銭 

５０アンペア １，４０４円００銭 

６０アンペア １，６８４円８０銭 

② 電力量料金 

【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） ６，３７２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１２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） ８，８７４円００銭 

４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２８円８２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） １１，３７６円００銭 

５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２８円５２銭 

（２） まとめてプラン－従量電灯Ｃ 

① 基本料金 

契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ２８０円８０銭 

② 電力量料金 

【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） ６，３７２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１２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） ８，８７４円００銭 

４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２８円８２銭 
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【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） １１，３７６円００銭 

５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２８円５２銭 

 

 

 

 

 


