
2021 年 9 月 28 日実施 電気需給約款（低圧）改定  

新旧対照表 

 改定前 → 改定後 

Ⅱ契約について 

9.供給の開始(3) 

条文変更 

(3)お支払いを口座振替にされた場

合、口座振替依頼書をご返送いただき

金融機関へ口座の登録が完了後当社

への契約変更手続きを行います。契約

変更手続きが完了後、供給準備その他

必要な手続きを経たのち、すみやかに

当社の定める年月日に電気の供給を

開始いたします。 

 (3) お支払いを口座振替にされた場

合、口座振替依頼書をご返送いただき

金融機関へ口座の登録が完了後当社

への契約変更手続きを行います。契約

変更手続きが完了後、供給準備その他

必要な手続きを経たのち、すみやかに

当社の定める年月日に電気の供給を

開始いたします。なお、口座振替の方

法による場合、個人のお客さまに限

り、初回登録手数料として 2,200 円

（税込）をお支払いただきます。初回

登録手数料は、初月電気料金と合算し

てご請求いたします。 

Ⅲ契約種別およ

び電気料金 

15.電気料金(2) 

プラン名称変更 

(2)おみせプラン → (2)ビジネスプラン 

Ⅲ契約種別およ

び電気料金 

15.電気料金(10) 

新プラン追加 

条文追加 

新プランのため記載なし → (10)夜安プラン 

別表第 1 表（電力料金表）の基本料

金および電力量料金、別表第 3 表（燃

料費調整額）の 

燃料費調整額ならびに別表第 4 表（再

生可能エネルギー発電促進賦課金）の

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。 

Ⅳ電気料金算定

および電気料金

支払い 

20.電気料金支払

義務ならびに支

払い期日(3) 

条文変更 

(3) お客さまの電気料金の支払期日

は、次のイからニの場合を除き、クレ

ジット引き落としの場合は各クレジ

ットカード会社の定めた日とし、口座

振替の場合は代行会社の振替日（但 

し、振替日が土日祝日にあたる場合

は、翌営業日とします。）とし、コン

ビニエンスストア払い込みの場合は

払込票発行時に当社が別途指定した

→ (3) お客さまの電気料金の支払期日

は、次のイからニの場合を除き、クレ

ジット引き落としの場合は各クレジ

ットカード会社の定めた日とし、口座

振替の場合は代行会社の振替日（但 

し、振替日が土日祝日にあたる場合

は、翌営業日とします。）とし、コン

ビニエンスストア払い込みの場合は

払込票発行時に当社が別途指定した



期日支払義務発生日の翌日から起算

して 30 日目の日といたします。 

期日支払義務発生日の翌日から起算

して 30 日目の日といたします。 

Ⅳ電気料金算定

および電気料金

支払い 

21.電気料金その

他の支払方法(3) 

条文変更 

(3)(1)イからハの方法で指定した期

日までにお支払いいただけなかった

料金を、お客さまが当社が指定した金

融機関等を通じて払い込む方法によ

り支払われる場合には、当社が指定し

た様式（以下「払込票」といいます。）

によるものといたします。 

→ (3)(1)イからハの方法で指定した期

日までにお支払いいただけなかった

料金を、お客さまが当社が指定した金

融機関等を通じて払い込む方法によ

り支払われる場合には、当社が指定し

た様式（以下「払込票」といいます。））、

その他当社指定の方法によりお支払

いただくものとします。なお、お振込

み手数料はお客さまにてご負担いた

だきます。 

Ⅸその他 

46.管轄裁判所 

条文追加 

お客さまとの電気需給契約に関する

一切の紛争については横浜地方裁判

所をもって第 1 審の専属的合意管

轄裁判所とします。 

→ お客さまとの電気需給契約に関する

一切の紛争については横浜地方裁判

所又は横浜簡易裁判所をもって第 1 

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

軽微な修正 明細書又は請求書の郵送をご希望の

場合は、明細書又は請求書 1 通につ

き発行手数料 200 円（税抜）をお支

払いいただきます。 

→ 明細書又は請求書の郵送をご希望の

場合は、明細書又は請求書 1 通につ

き発行手数料 220 円（税込）をお支

払いいただきます。 

別表 

第 2 表（2） 

条文削除 

(2) 法人事務手数料 法人のお客さま

がご契約される場合、法人事務手数料 

2,000 円（税抜）をお支払いいただき

ます。 

→ 全文削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 改定前 → 改定後 

別表 

第 1 表 電気料

金表 

(1)おうちプラン 

(1)おうちプラン 

30A から 60A 契約の方を対象とした

プラン（個人・法人問わず） 

→ (1)おうちプラン 

30A から 60A、6kVA 以上の契約の個

人の方を対象としたプラン 

1kVA につき、286.00 円 

別表 

第 1 表 電気料

金表 

(2)おみせプラン 

(2)おみせプラン 

6kVA以上の契約の方を対象としたプ

ラン（個人・法人問わず） 

→ (2)ビジネスプラン 

30A から 60A、6kVA 以上の契約の法

人の方を対象としたプラン 

10A につき、286.00 円 

別表 

第 1 表 電気料

金表 

(10)夜安プラン 

新プランのため記載なし → (10)夜安プラン 

30A から 60A、6kVA 以上の契約の個

人の方を対象としたプラン 

10A（1kVA）につき、286.00 円 

デイタイム（6：00 から翌朝 1：00 ま

で）：25.80 円 

ナイトタイム（1：00 から 6：00 ま

で）：17.78 円 

別表 

第 6 表 日割計

算の基本算定（1） 

プラン名称変更 

②おみせプラン → ②ビジネスプラン 

別表 

第 6 表 日割計

算の基本算定（1） 

新プラン追加 

新プランのため記載なし → ⑩夜安プラン 

料金の算定期間の各時間帯別の使用

電力量により算定いたします。 

別表 

第 7 表 契約種

別 

名称変更・追加 

表 → おみせプランをビジネスプランに名

称変更 

夜安プランを追加 

別表 

第 7 表 契約種

別（1）おうちプラ

ン イ適用範囲 

条文変更 

①使用する最大容量（以下「最大需要

容量」といいます。）が 6 キロボルト

アンペア未満であること。 

→ ①使用する最大容量（以下「最大需要

容量」といいます。）が 50 キロボル

トアンペア未満であること。 

別表 

第 7 表 契約種

別（1）おうちプラ

ン  

ハ 最大需要容量 

最大需要電力容量が 6 キロボルトア

ンペア未満であることの決定は、お客

さまが当社との電気需給契約を締結

→ ハ 契約容量 

契約容量の値は、当社との電気需給契

約締結前の小売電気事業者が決定し

た契約容量に準じるものといたしま



条文修正 する直前の小売電気事業者との契約

内容を証明する書面を提示しまたは、

電気工事店等による最大需要容量の

調査結果を示す書面を提示すること

によって行うものといたします。ただ

し、お客さまの電気使用量等データを

考慮の上、当社が書面の提示を省略す

ることがあります。 

す。ただし、前小売電気事業者が契約

容量を定めていない場合には、お客さ

まが電気工事店等に依頼することで

得られる契約負荷設備の総容量の調

査結果を示す書面の提示によって契

約容量を定めることができるものと

いたします。 

別表 

第 7 表 契約種

別（2）おみせプラ

ン イ適用範囲 

条文変更 

①契約容量が 6 キロボルトアンペア

以上であり、かつ 50 キロボルトアン

ペア未満であること。 

→ ①使用する最大容量（以下「最大需要

容量」といいます。）が 50 キロボル

トアンペア未満であること。 

別表 

第 7 表 契約種

別（10）夜安プラ

ン  

条文追加 

新プランのため記載なし → イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要

で、次のいずれにも該当するものに適

用いたします。 

①使用する最大容量（以下「最大需要

容量」といいます。）が 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とあ

わせて契約する場合は、最大需要容量

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。 

ロ 供給電気方式、供給電圧および周

波数供給電気方式および供給電圧は、

交流単相2 線式標準電圧100 ボルト

または交流単相 3 線式標準電圧 100 

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波

数は、標準周波数 60 ヘルツといたし 

ます。ただし、供給電気方式および供

給電圧については、技術上やむをえな

い場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線

式標準電圧 200 ボルトとするこ 

とがあります。 



ハ 契約容量 

契約容量の値は、当社との電気需給契

約締結前の小売電気事業者が決定し

た契約容量に準じるものといたしま

す。ただし、前小売電気事業者が契約

容量を定めていない場合には、お客さ

まが電気工事店等に依頼することで

得られる契約負荷設備の総容量の調

査結果を示す書面の提示によって契

約容量を定めることができるものと

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 年 9 月 28 日実施 重要事項説明書 

改定  

新旧対照表 

 改定前 → 改定後 

Ⅱ契約について 

9.供給の開始(3) 

条文変更 

(3)お支払いを口座振替にされた場

合、口座振替依頼書をご返送いただき

金融機関へ口座の登録が完了後当社

への契約変更手続きを行います。契約

変更手続きが完了後、供給準備その他

必要な手続きを経たのち、すみやかに

当社の定める年月日に電気の供給を

開始いたします。 

 (3) お支払いを口座振替にされた場

合、口座振替依頼書をご返送いただき

金融機関へ口座の登録が完了後当社

への契約変更手続きを行います。契約

変更手続きが完了後、供給準備その他

必要な手続きを経たのち、すみやかに

当社の定める年月日に電気の供給を

開始いたします。なお、口座振替の方

法による場合、個人のお客さまに限

り、初回登録手数料として 2,200 円

（税込）をお支払いただきます。初回

登録手数料は、初月電気料金と合算し

てご請求いたします。 

Ⅲ契約種別およ

び電気料金 

15.電気料金(2) 

プラン名称変更 

(2)おみせプラン → (2)ビジネスプラン 

Ⅲ契約種別およ

び電気料金 

15.電気料金(10) 

新プラン追加 

条文追加 

 → (10)夜安プラン 

別表第 1 表（電力料金表）の基本料

金および電力量料金、別表第 3 表（燃

料費調整額）の 

燃料費調整額ならびに別表第 4 表（再

生可能エネルギー発電促進賦課金）の

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。 

Ⅳ電気料金算定

および電気料金

支払い 

20.電気料金支払

義務ならびに支

払い期日(3) 

条文変更 

(3) お客さまの電気料金の支払期日

は、次のイからニの場合を除き、クレ

ジット引き落としの場合は各クレジ

ットカード会社の定めた日とし、口座

振替の場合は代行会社の振替日（但 

し、振替日が土日祝日にあたる場合

は、翌営業日とします。）とし、コン

ビニエンスストア払い込みの場合は

→ (3) お客さまの電気料金の支払期日

は、次のイからニの場合を除き、クレ

ジット引き落としの場合は各クレジ

ットカード会社の定めた日とし、口座

振替の場合は代行会社の振替日（但 

し、振替日が土日祝日にあたる場合

は、翌営業日とします。）とし、コン

ビニエンスストア払い込みの場合は



払込票発行時に当社が別途指定した

期日支払義務発生日の翌日から起算

して 30 日目の日といたします。 

払込票発行時に当社が別途指定した

期日支払義務発生日の翌日から起算

して 30 日目の日といたします。 

■電気料金のお

支払いについて 

毎月の電気料金のお支払い方法につ

いては、当社指定のクレジットカード

または口座振替でのお支払いとなり

ます。料金の支払日は、クレジットカ

ード払いの場合は、各クレジットカー

ド会社の定めた日となります。口座振

替の場合は、代行会社（SMBC ファイ

ナンスサービス株式会社）を通じて、

お引落しさせて頂きます。振替日は毎

月 27 日とさせて頂きます。振替日が

土日祝日にあたる場合は、翌営業日が

振替日となります。 

請求額のインターネットでの確認方

法について、毎月の電気料金と使用量

は当社インターネット上のお客様ペ

ージにてご確認いただけます。請求書

の郵送をご希望のお客さまは請求書

1 通につき「請求書発行手数料 200 円

（税抜）」が別途必要となります。ま

た、電気料金及び使用電力量の明細書

の郵送によるお知らせをご希望のお

客さまは、明細書 1 通につき「明細書

発行手数料 200 円（税抜）」が別途必

要となります。 

→ 毎月の電気料金のお支払い方法につ

いては、原則クレジットカード払いと

なります。口座振替をご希望の場合、

個人のお客様に限り、初回登録手数料

として 2,200 円（税込）が別途必要と

なります。初回登録手数料は、初月電

気料金と合算してご請求します。ま

た、コンビニエンスストア払い込みを

ご希望の場合、払込票発行にあたり、

1 通につき、発行手数料として 220 円

(税込)が別途必要となります。料金の

支払日は、クレジットカード払いの場

合は、各クレジットカード会社の定め

た日となります。口座振替の場合は、

代行会社（SMBC ファイナンスサー

ビス株式会社）を通じて、お引落しさ

せて頂きます。振替日は毎月 27 日と

させて頂きます。振替日が土日祝日に

あたる場合は、翌営業日が振替日とな

ります。コンビニエンスストア払い込

みの場合は、払込票発行時に当社が別

途指定した期日とします。 

電気料金の請求額のインターネット

での確認方法について、毎月の電気料

金と使用量は当社インターネット上

のお客様ページにてご確認いただけ

ます。請求書の郵送をご希望のお客さ

まは請求書 1 通につき「請求書発行

手数料 220 円（税込）」が別途必要と

なります。また、電気料金及び使用電

力量の明細書の郵送によるお知らせ

をご希望のお客さまは、明細書 1 通

につき「明細書発行手数料 220 円（税

込）」が別途必要となります。 

各支払期日までに当社に対して電気



料金をお支払いいただけなかった場

合、翌月初旬にメールにて【電気料金

お振込みのお願い】のご連絡をさせて

頂きます。メール内にお引き落とし等

が出来なかった理由、金額、お振込み

先口座情報の記載がありますので、内

容ご確認の上速やかにお振込みをお

願い致します。お振込み手数料は、お

客様にてご負担頂きますようお願い

致します。 

■法人様のご契

約について 

法人様がご契約される場合、「事務手

数料 2,000 円（税抜）」が別途必要と 

なります。 

→ 条文削除 

■管轄裁判所 記載なし → お客さまとの電気需給契約に関する

一切の紛争については横浜地方裁判

所又は横浜簡易裁判所をもって第 1

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 


