
「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

  

電気供給約款 電気供給約款 

（取次事業者標準共通約款） （取次事業者標準共通約款） 

  

  

  

  

  

  

 
 

2022年 05月 01日 2021年 10月 01日 

（2022年 6月検針分より適用） 
（追加） 

小売電気事業者：株式会社イーネットワークシステムズ 小売電気事業者：株式会社イーネットワークシステムズ 

  

  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

Ⅰ 総則 Ⅰ 総則 

3. 定義 3. 定義 

(15)再生可能エネルギー 

太陽光，風力，その他非化石エネルギー源のうち，エネルギー源として永続

的に利用することができる（資源がなくならない）と認められるものをいい

ます。（以下，「再エネ」といいます。） 

（追加） 

(16)FIT制度 

固定価格買取制度のことをいいます。再生可能エネルギーで発電した電気を，

電力会社が一定期間中は同じ価格で買い取ることを国が約束する制度です。

電力会社が買い取る費用の一部を，電気を利用する国民から賦課金という形

で集め，発電された電気の二酸化炭素を排出しないという特性・メリットは，

当該電気の供給を受けた特定の需要家に帰属するのではなく，非化石証書の

購入分について購入者に帰属するほかは，費用を負担した全需要家に薄く広

く帰属されることと定義されています。 

（追加） 

(17)非化石証書 

非化石電源（再エネ，原子力発電）からの電気が持つ「非化石価値」を証書

化したものをいいます。 

（追加） 

(18)グリーン電力証書 

風力や太陽光，バイオマスなどの再生可能エネルギーで作ったグリーンな電

気が持つ「環境価値」を証書化したものをいいます。 

（追加） 

(19)Ｊ-クレジット （追加） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

省エネルギー機器や再生可能エネルギーの導入，森林経営などの取組による，

CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認

証する制度のもと，創出されたクレジットのことをいいます。 

（追加） 

(20)年度 

4 月から翌年 3 月までを指します。 

（追加） 

(21)CO2 フリーメニュー 

当社の電気供給約款（低圧）に基づき，電気を供給し,当社が提供する電気を

非化石証書，Ｊ-クレジット，グリーン電力証書等の環境価値（以下「CO2 フ

リー価値」といいます。）を用いて当該お客さまに CO2 排出量を調整したメ

ニュー（以下、「CO2 フリーメニュー」といいます。）のことをいい，当社の

環境価値サービスの総称を指します。この供給約款とは別段に規定された環

境価値サービスも含まれます。 

（追加） 

  

  

  

  

  

  

  

Ⅲ 契約種別および料金 Ⅲ 契約種別および料金 

12. 電灯需要 12. 電灯需要 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(1) 従量電灯 B（北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク

株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社・中部電力パワーグリッド

株式会社・北陸電力送配電株式会社・九州電力送配電株式会社エリア），

従量電灯 A（関西電力送配電株式会社・中国電力ネットワーク株式会社・

四国電力送配電株式会社エリア） 

ニ CO2 フリーメニュー 

この供給約款の従量電灯 B（関西電力送配電等の供給区域においては本条

項の「従量電灯 B」を「従量電灯 A」に読み替えます。）における CO2 フ

リーメニューは，別表 3（CO2 フリーメニュー適用条件）に定めます。 

 

ホ 料金は別紙で定める料金表に定める金額とし，変更する場合にはあらかじ

めお客さまに通知します。 
 

(1) 従量電灯 B（北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク

株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社・中部電力パワーグリッド

株式会社・北陸電力送配電株式会社・九州電力送配電株式会社エリア），

従量電灯 A（関西電力送配電株式会社・中国電力ネットワーク株式会社・

四国電力送配電株式会社エリア） 

（追加） 

 

 

 

 

ニ 料金は別途需給契約締結時に交付する料金表に定める金額とし，変更する

場合にはあらかじめお客さまに通知します。 
 

(2) 従量電灯 C（北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク

株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社・中部電力パワーグリッド

株式会社・北陸電力送配電株式会社・九州電力送配電株式会社エリア），

従量電灯 B（関西電力送配電株式会社・中国電力ネットワーク株式会社・

四国電力送配電株式会社エリア） 

ニ CO2 フリーメニュー 

この供給約款の従量電灯 C（関西電力送配電等の供給区域においては本条

項の「従量電灯 C」を「従量電灯 B」に読み替えます。）における CO2

フリーメニューは，別表 3（CO2 フリーメニュー適用条件）に定めます。  

 

(2) 従量電灯 C（北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク

株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社・中部電力パワーグリッド

株式会社・北陸電力送配電株式会社・九州電力送配電株式会社エリア），

従量電灯 B（関西電力送配電株式会社・中国電力ネットワーク株式会社・

四国電力送配電株式会社エリア 

（追加） 

 

 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

ホ 料金は別紙で定める料金表に定める金額とし，変更する場合にはあらかじ

めお客さまに通知します。 
 

ニ 料金は別途需給契約締結時に交付する料金表に定める金額とし，変更する場合

にはあらかじめお客さまに通知します。 
 

13. 電力需要 13. 電力需要 

（1）低圧電力 

ニ 料金は別紙で定める料金表に定める金額とし，変更する場合にはあらかじ

めお客さまに通知します。 
 

 （1）低圧電力 

ニ 料金は別途需給契約締結時に交付する料金表に定める金額とし，変更する

場合にはあらかじめお客さまに通知します。 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

別表 3．CO2 フリーメニュー適用条件 別表 3．グリーンプラン（CO2 フリーメニュー）の提供中止 

1 適用 

この供給約款の CO2 フリーメニューは，次のメニューのお客さまに適用さ

れます。 

 

従量電灯 B（東京電力パワーグリッド株式会社エリア） 

・ 東京 B-G（グリーンプラン） 

 

従量電灯 C（東京電力パワーグリッド株式会社エリア） 

・ 東京 C-G（グリーンプラン） 

当社は、事業環境等が大きく現況と変わり、現在の料金単価のままで CO2 フ

リーへの対応が困難になった場合には、料金単価の維持を優先し、CO2 フリ

ーにならない対応を取る場合があります。 

なお、CO2 フリーにならない対応を取るときには、ご契約のお客様にメール・

HP 等、適切な方法により事前にご案内させていただきます。 

2 CO2 フリーメニューの内容 

この供給約款の CO2 フリーメニューは以下サービスを指します。 

・CO2 フリー対応メニュー 

イ）供給する電気が以下の機能を満たすサービスとします。 

CO2 排出量がゼロ，あるいは実質ゼロにする 

ロ）本機能を実現させる手段は，以下のとおりとします。 

非化石証書や J-クレジット等の環境価値を用いて CO2 排出量を

ゼロに調整した実質 CO2 フリーのエネルギー 
 

（追加） 

3 適用対象エリア 

東京電力パワーグリッド株式会社エリア 

（追加） 

4 CO2 フリーメニューの内容の変更 （追加） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(1)当社は，法令もしくはこの供給約款の変更その他の事情により,この CO2

フリーメニューの内容を変更する場合があります。 

(2)前項の場合，変更後の内容は，変更前からこの供給約款の適用を受けて

いるお客さまに対しても，変更の日をもって適用するものといたします。 

(3)(1)の場合，(4)に定める場合を除き，当社が法令に定める供給条件の説

明，契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を次のとおり行

うことを，あらかじめ承諾いただきます。 

イ. 供給条件および契約締結前の書面は，書面の交付，インターネット

上での開示または電子メールの送信その他当社が適切と判断した

方法により行い，変更に際しては，説明および記載を要する事項の

うち当該変更をしようとする事項のみを説明し，記載します。 

ロ. 契約締結後の書面は，書面の交付，インターネット上での開示また

は電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法により行い，

変更に際しては，小売電気事業者の名称および住所，お客さまとの

契約年月日，当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載

します。 

(4)上記にかかわらず，本契約の変更が，法令の制定または改廃に伴い当然

必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更を伴わない内

容である場合には，当社は，供給条件の説明および契約締結前の書面交

付については，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

概要のみを書面で交付することなく説明することができ，契約締結後の

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

書面交付については，これをしないことができるものとします。 （追加） 

5 CO2 フリー価値の電源構成 

(1)イーネットワークシステムズは，この供給約款に定める CO2 フリーメニ

ューの電源種別ごとの非化石証書または J-クレジット等の環境価値の構

成比率を算定いたします。 

(2)イーネットワークシステムズは，供給した電気の電源種別ごとの非化石

証書または J-クレジット等の環境価値の構成比率を算定いたします。 

(3)イーネットワークシステムズは，(1)および(2)で算定した電源種別ごと

の非化石証書または J-クレジット等の環境価値の構成比率を，本別表 3.

（CO2 フリーメニュー適用条件），4（CO2 フリーメニューの内容の変

更），(3)に定める方法により，お客さまにご説明いたします。 

（追加） 

6 CO2 フリーメニューの提供中止 

当社は，天災地変，戦争，法令の制定または改廃その他環境価値をとりまく

事業環境変化，制度変更等当社の責めに帰すべからざる事由の発生により

CO2 フリーへの対応が困難になった場合には，その提供の全部または一部を

中止する場合があります。 

なお，この場合には，ご契約のお客様に本別表 3.（CO2 フリーメニュー適用

条件），4（CO2 フリーメニューの内容の変更），(3)に定める方法により，事

前にご案内させていただきます。また，当社およびイーネットワークシステ

ムズは，これによりお客さまが受けた損害について，賠償の責めを負いませ

ん。 

（追加） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

 

【別紙（北海道）】 

 

【別紙（北海道）】 

北海道エリア料金表 北海道エリア料金表 

（北海道電力ネットワーク株式会社供給区域） （北海道電力ネットワーク株式会社供給区域） 

  

北海道電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 北海道電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 
北海道 B、北海道 B-AP、北海道 B-VP（バリュープラン）、 

北海道 B-HO（法人プラン）、北海道 B-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 
北海道 B、北海道 B-AP、北海道 B-VP（バリュープラン）、 

北海道 B-HO（法人プラン） 
 

  

(2) 北海道 B-AP の基本料金および電力量料金（新規受付停止） (2) 北海道 B-AP の基本料金および電力量料金 

  

(3) 北海道 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付

停止） 

(3) 北海道 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

(4) 北海道 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） (4) 北海道 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(5) 北海道 B-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約電流 30 アンペア 0.00 円 

契約電流 40 アンペア 0.00 円 

契約電流 50 アンペア 0.00 円 

契約電流 60 アンペア 0.00 円 
 

 

 

 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 29.40 円 
 

 

  

北海道電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 北海道電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 
北海道 C、北海道 C-VP（バリュープラン）、 

北海道 C-HO（法人プラン）、北海道 C-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 
北海道 C、北海道 C-VP（バリュープラン）、 

北海道 C-HO（法人プラン） 
 

  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(1) 北海道 C の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(2) 北海道 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付

停止） 

 

(3) 北海道 C-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(1) 北海道 C の基本料金および電力量料金 

 

(2) 北海道 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

 

 

(3) 北海道 C-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 

(4) 北海道 C-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 31.40 円 
 

（追加） 

  

北海道電力ネットワーク株式会社供給区域：低圧電力 北海道電力ネットワーク株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 643.50 円 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 24.49 円 
 

  

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

 

契約電力 1 キロワットにつき 643.50 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 24.49 円 
 

 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 643.50 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 24.99 円 
 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（北海道電力ネットワーク株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（北海道電力ネットワーク株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(37,200 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(37,200 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－37,200 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回り，かつ，

55,800 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－37,200 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） (ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 55,800 円を上回る場合 

   平均燃料価格は 55,800 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(55,800 円－37,200 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

  

  

  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

【別紙（東北）】 【別紙（東北）】 

東北エリア料金表 東北エリア料金表 

（東北電力ネットワーク株式会社供給区域） （東北電力ネットワーク株式会社供給区域） 

  

東北電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 東北電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 

東北 B、東北 B-AP、東北 B-VP（バリュープラン）、 

東北 B-HO（法人プラン）、東北 B-FVP（ファミリーバリュー

プラン）、東北 B-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 

東北 B、東北 B-AP、東北 B-VP（バリュープラン）、 

東北 B-HO（法人プラン）、東北 B-FVP（ファミリーバリュ

ープラン） 
 

 

(2) 東北 B-AP の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(3) 東北 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

 

(4) 東北 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(2) 東北 B-AP の基本料金および電力量料金 

 

(3) 東北 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

 

 

(4) 東北 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(5) 東北 B-FVP（ファミリーバリュープラン）の基本料金および電力量料金（新

規受付停止） 

 

(5) 東北 B-FVP（ファミリーバリュープラン）の基本料金および電力量料金 

(6) 東北 B-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約電流 50 アンペア 0.00 円 

契約電流 60 アンペア 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

（追加） 

1 キロワット時につき 27.80 円 
 

 

  

東北電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 東北電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 
東北 C、東北 C-VP（バリュープラン）、 

東北 C-HO（法人プラン）、東北 C-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 
東北 C、東北 C-VP（バリュープラン）、 

東北 C-HO（法人プラン） 
 

 

(1) 東北 C の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(1) 東北 C の基本料金および電力量料金 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(2) 東北 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

 

(3) 東北 C-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(2) 東北 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

 

 

(3) 東北 C-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 

 

(4) 東北 C-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 28.40 円 
 

 

  

  

東北電力ネットワーク株式会社供給区域：低圧電力 東北電力ネットワーク株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 632.50 円 

5. 電力量料金 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 24.96 円 
 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 632.50 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 24.96 円 
 

 

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 632.50 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 25.96 円 
 

（追加） 

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（東北電力ネットワーク株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（東北電力ネットワーク株式会社供給区域） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(31,400 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(31,400 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－31,400 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り，かつ，

47,100 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－31,400 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） (ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合、 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(47,100 円－31,400 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

【別紙（関東）】 【別紙（関東）】 

関東エリア料金表 関東エリア料金表 

 （東京電力パワーグリッド株式会社供給区域） （東京電力パワーグリッド株式会社供給区域） 

東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 

東京 B、東京 B-AP、東京 B-VP（バリュープラン）、 

東京 B-HO（法人プラン）、東京 B-FP（ファミリープラン）、 

東京 B-G（グリーンプラン）東京 B-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 

東京 B、東京 B-AP、東京 B-VP（バリュープラン）、 

東京 B-HO（法人プラン）、東京 B-FP（ファミリープラン）、 

東京 B-G（グリーンプラン） 
 

 

(2) 東京 B-AP の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(3) 東京B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(4) 東京B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(5) 東京B-FP（ファミリープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

 

(2) 東京 B-AP の基本料金および電力量料金 

 

(3) 東京B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

 

(4) 東京B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 

 

(5) 東京B-FP（ファミリープラン）の基本料金および電力量料金 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

止） 

 

 

 

(6) 東京B-G（グリーンプラン）の基本料金および電力量料金（CO2 フリーメ

ニュー）（新規受付停止） 

(6) 東京B-G（グリーンプラン）の基本料金および電力量料金 

  

(7) 東京 B-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

（追加） 

契約電流 40 アンペア 0.00 円 

契約電流 50 アンペア 0.00 円 

契約電流 60 アンペア 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 27.60 円 
 

 

  

東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 契約種別 料金メニュー 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

従量電灯Ｃ 

東京 C、東京 C-VP（バリュープラン）、 

東京 C-HO（法人プラン）、東京 C-FP（ファミリープラン）、

東京 C-G（グリーンプラン）、東京 C-SP（シンプルプラン） 

 
 

従量電灯Ｃ 

東京 C、東京 C-VP（バリュープラン）、 

東京 C-HO（法人プラン）、東京 C-FP（ファミリープラン）、

東京 C-G（グリーンプラン） 
 

 

(1) 東京 C の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(2) 東京 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

 

(3) 東京 C-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(4) 東京C-FP（ファミリープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

 

 

(1) 東京 C の基本料金および電力量料金 

 

(2) 東京 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

 

 

(3) 東京 C-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 

 

(4) 東京C-FP（ファミリープラン）の基本料金および電力量料金 

(5) 東京 C-G（グリーンプラン）の基本料金および電力量料金（CO2 フリー

メニュー）（新規受付停止） 

(5) 東京 C-G（グリーンプラン）の基本料金および電力量料金 

  

(6) 東京 C-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 28.40 円 
 

 

  

東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：低圧電力 東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 763.89 円 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 22.92 円 
 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 763.89 円 
 

（追加） 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 22.92 円 
 

（追加） 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 （追加） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 763.89 円 
 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 23.42 円 
 

 

  

  

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（東京電力パワーグリッド株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（東京電力パワーグリッド株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(44,200 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(44,200 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－44,200 円)×  (2)の基準単価 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り，かつ，

66,300 円以下の場合 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

1,000 
 燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－44,200 円)×  

(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） （ハ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合 

   平均燃料価格は，66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(66,300 円－44,200 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

【別紙（中部）】 【別紙（中部）】 

中部エリア料金表 中部エリア料金表 

（中部電力パワーグリッド株式会社供給区域） （中部電力パワーグリッド株式会社供給区域） 

  

中部電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 中部電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 
中部 B、中部 B-AP、中部 B-VP（バリュープラン）、 

中部 B-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 中部 B、中部 B-AP、中部 B-VP（バリュープラン） 
 

 

(2) 中部 B-AP の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(3) 中部B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

 

(2) 中部 B-AP の基本料金および電力量料金 

 

(3) 中部B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

(4) 中部 B-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

契約電流 40 アンペア 0.00 円 

契約電流 50 アンペア 0.00 円 

契約電流 60 アンペア 0.00 円 
 

 

 

 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 27.30 円 
 

 

  

中部電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 中部電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 
中部 C、中部 C-VP（バリュープラン）、 

中部 C-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 中部 C、中部 C-VP（バリュープラン） 
 

 

(1) 中部 C の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(2) 中部 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

 

 

(1) 中部 C の基本料金および電力量料金 

 

(2) 中部 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(3) 中部 C-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 28.40 円 
 

 

中部電力パワーグリッド株式会社供給区域：低圧電力 中部電力パワーグリッド株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 560.19 円 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 23.68 円 
 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 560.19 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 23.68 円 
 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 560.19 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 24.68 円 
 

（追加） 

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（中部電力パワーグリッド株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（中部電力パワーグリッド株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(45,900 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(45,900 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－45,900 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り，かつ，

68,900 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－45,900 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） （ハ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

   平均燃料価格は，68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(68,900 円－45,900 円) ×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

【別紙（北陸）】 【別紙（北陸）】 

北陸エリア料金表 北陸エリア料金表 

（北陸電力送配電株式会社供給区域） （北陸電力送配電株式会社供給区域） 

  

北陸電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 北陸電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 
北陸 B、北陸 B-AP、北陸 B-VP（バリュープラン） 

、北陸 B-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 北陸 B、北陸 B-AP、北陸 B-VP（バリュープラン） 
 

 

(2) 北陸 B-AP の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(3) 北陸B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

 

(2) 北陸 B-AP の基本料金および電力量料金 

 

(3) 北陸B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

(4) 北陸 B-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

契約電流 40 アンペア 0.00 円 

契約電流 50 アンペア 0.00 円 

契約電流 60 アンペア 0.00 円 
 

 

 

 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 22.70 円 
 

 

  

北陸電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 北陸電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 
北陸 C、北陸 C-VP（バリュープラン）、北陸 C-SP（シンプル

プラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 北陸 C、北陸 C-VP（バリュープラン） 
 

 

(1) 北陸 C の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

 

(2) 北陸 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

 

 

(1) 北陸 C の基本料金および電力量料金 

 

(2) 北陸 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(3) 北陸 C-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 23.80 円 
 

 

  

北陸電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 北陸電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 583.00 円 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 19.40 円 
 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 583.00 円 
 

（追加） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 19.40 円 
 

 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 583.00 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 19.90 円 
 

（追加） 

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（北陸電力送配電株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（北陸電力送配電株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(21,900 円－平均燃料価格)×  (2)の基準単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(21,900 円－平均燃料価格)× (2)の基準単価 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

1,000 
 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－21,900 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を上回り，かつ，

32,900 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－21,900 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） （ハ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 32,900 円を上回る場合 

平均燃料価格は，32,900 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(32,900 円－21,900 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

【別紙（関西）】 【別紙（関西）】 

関西エリア料金表 関西エリア料金表 

（関西電力送配電株式会社供給区域） （関西電力送配電株式会社供給区域） 

関西電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ａ 関西電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ａ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

(2) 関西 A-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

(2) 関西 A-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

関西電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 関西電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

(2) 関西 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

(2) 関西 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

(3) 関西 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） (3) 関西 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 

 

 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

関西電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 関西電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 509.26 円 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 19.86 円 
 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 509.26 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 19.86 円 
 

 

（追加） 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 509.26 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 20.86 円 
 

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（関西電力送配電株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（関西電力送配電株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(27,100 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(27,100 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－27,100 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り，かつ，

40,700 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－27,100 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） （ハ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

平均燃料価格は，40,700 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(40,700 円－27,100 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

 

【別紙（中国）】 

 

【別紙（中国）】 

中国エリア料金表 中国エリア料金表 

（中国電力ネットワーク株式会社供給区域） （中国電力ネットワーク株式会社供給区域） 

  

中国電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ａ 中国電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ａ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ａの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ａの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ａ 中国 A、中国 A-VP（バリュープラン）、 

中国 A-HO（法人プラン）、中国 A-SP（シンプルプラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ａ 中国 A、中国 A-VP（バリュープラン）、 

中国 A-HO（法人プラン） 
 

  

(2) 中国 A-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

(2) 中国 A-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

(3) 中国 A-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） (3) 中国 A-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 

  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(4) 中国 A-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。 

 

  

基本料金 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

（追加） 

1 キロワット時につき 24.80 円 
 

 

  

中国電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 中国電力ネットワーク株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 
中国 B、中国 B-VP（バリュープラン）、 

中国 B-HO（法人プラン）、中国 B-SP（シンプルプラン） 
 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 
中国 B、中国 B-VP（バリュープラン）、 

中国 B-HO（法人プラン） 
 

  

(2) 中国 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

(2) 中国 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(3) 中国 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停止） (3) 中国 B-HO（法人プラン）の基本料金および電力量料金 

  

(4) 中国 B-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 26.80 円 
 

 

  

  

中国電力ネットワーク株式会社供給区域：低圧電力 中国電力ネットワーク株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 560.19 円 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 20.66 円 
 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） （追加） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 560.19 円 
 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 20.66 円 
 

 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 560.19 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 21.16 円 
 

 

（追加） 

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（中国電力ネットワーク株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（中国電力ネットワーク株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(26,000 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(26,000 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－26,000 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り，かつ，

39,000 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－26,000 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） （ハ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合 

   平均燃料価格は，39,000 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(39,000 円－26,000 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

  

 

 

 

 

 

 

【別紙（四国）】 

 

 

 

 

 

 

【別紙（四国）】 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

四国エリア料金表 四国エリア料金表 

（四国電力送配電株式会社供給区域） （四国電力送配電株式会社供給区域） 

  

四国電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ａ 四国電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ａ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ａの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ａの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ａ 
四国 A、四国 A-VP（バリュープラン）、四国 A-SP（シンプル

プラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ａ 四国 A、四国 A-VP（バリュープラン） 
 

  

(2) 四国 A-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

(2) 四国 A-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

(3) 四国 A-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

 

基本料金 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

1 キロワット時につき 25.30 円 
 

（追加） 

  

四国電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 四国電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｂの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 
四国 B、四国 B-VP（バリュープラン）、四国 B-SP（シンプル

プラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｂ 四国 B、四国 B-VP（バリュープラン） 

 

  

(2) 四国 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付停

止） 

(2) 四国 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

(3) 四国 B-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 
 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

1 キロワット時につき 28.30 円 
 

 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

  

四国電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 四国電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 558.25 円 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 21.80 円 
 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 558.25 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 21.80 円 
 

 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 558.25 円 
 

（追加） 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 22.80 円 
 

 

（追加） 

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（四国電力送配電株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整 

（四国電力送配電株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(26,000 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(26,000 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 

  

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－26,000 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り，かつ，

39,000 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－26,000 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除）  (ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合 

平均燃料価格は，39,000 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(39,000 円－26,000 円)×  (2)の基準単価 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙（九州）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙（九州）】 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

九州エリア料金表 九州エリア料金表 

（九州電力送配電株式会社供給区域） （九州電力送配電株式会社供給区域） 

  

九州電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 九州電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｂ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

(2)  九州 B-AP の基本料金および電力量料金（新規受付停止） (2)  九州 B-AP の基本料金および電力量料金 

  

(3)  九州 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付

停止） 

(3)  九州 B-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

九州電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 九州電力送配電株式会社供給区域：従量電灯Ｃ 

  

4. 料金メニュー 4. 料金メニュー 

従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 従量電灯Ｃの料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 
九州 C、九州 C-VP（バリュープラン）、九州 C-SP（シンプル

プラン） 
 

契約種別 料金メニュー 

従量電灯Ｃ 九州 C、九州 C-VP（バリュープラン） 

 

  

(1) 九州 C の基本料金および電力量料金（新規受付停止） (1) 九州 C の基本料金および電力量料金 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

  

(2)  九州 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金（新規受付

停止） 

(2)  九州 C-VP（バリュープラン）の基本料金および電力量料金 

  

(3) 九州 C-SP（シンプルプラン）の基本料金および電力量料金 （追加） 

（イ）基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 0.00 円 
 

 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

（追加） 

1 キロワット時につき 26.30 円 
 

 

  

九州電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 九州電力送配電株式会社供給区域：低圧電力 

  

4. 料金メニュー 4. 基本料金 

低圧電力の料金メニューは以下に記載するものとします。 

契約種別 料金メニュー 

低圧電力 低圧電力、動力プラン 

 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 611.12 円 

5. 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 21.24 円 
 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(1) 低圧電力の基本料金および電力量料金（新規受付停止） 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 611.12 円 
 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 21.24 円 
 

 

  

(2) 動力プランの基本料金および電力量料金 

（イ）基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

契約電力 1 キロワットにつき 611.12 円 
 

（追加） 

（追加） 

（ロ）電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

1 キロワット時につき 22.34 円 
 

 

  

  

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整 

（九州電力送配電株式会社供給区域） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整 

（九州電力送配電株式会社供給区域） 

  

2. 燃料費調整 2. 燃料費調整 



「電気供給約款 （取次事業者標準共通約款）」 新旧対照表 

 2022 年 5 月 1 日 

変更後 現行 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(1) 燃料費調整額の算定 

 ロ 燃料費調整単価 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(27,400 円－平均燃料価格)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝(27,400 円－平均燃料価格)× 
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－27,400 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（ロ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回り，かつ，

41,100 円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝(平均燃料価格－27,400円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

（削除） (ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は，41,100 円といたします。 

燃料費調整単価 ＝(41,100 円－27,400 円)×  
(2)の基準単価 

1,000 
 

  

  

  

  

  

  

 


