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(別冊) 
料金計算方法と料金プラン 



料金計算方法 

電気料金 ＝ ＋ 

電力量料金 
電力量料金単価×使用量  

± 
燃料費調整額（燃料費調整単価×使用量） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金 
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 使用量  

電気料金は、①基本料（除算する母数は30日固定）と②その月の電力使用量に応じた電力量
料金の合計に、③再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた料金となります。また、電力
量料金には燃料価格の変動に応じた「燃料費調整額」を加算もしくは、減算して算定いたし
ます。 

基本料金 
 当該月日数

30日
×単価  

●通常の従量電灯／低圧電力で契約の場合 

●近畿、中国、四国の従量電灯Aで契約の場合 

電気料金 ＝ ＋ 

電力量料金 
電力量料金単価×使用量  

± 
燃料費調整額（燃料費調整単価×使用量） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金 
再生可能エネルギー発電促進賦課金（基本料） 

＋ 
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 使用量  

基本料金 
 当該月日数

30日
×単価  

電気料金の計算方法 

●燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金について 
 
燃料費調整額は一般送配電事業者と同様の算定方法に基づきます。また、再生可能エネル
ギー発電促進賦課金については経済産業大臣が定める単価に基づきます (パートナー企業、
若しくは需要家毎に個別に請求金額を設定することはできません)。 



北海道MP/AP従量電灯B … 北海道電力の従量電灯Ｂに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまに、おススメのスタンダードメニュー 

基本料金 
（税込） 

30アンペア 

1契約 

1,003円44銭 

40アンペア 1,337円92銭 

50アンペア 1,672円40銭 

60アンペア 2,006円88銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

23円42銭  

120kWhをこえ280kWhまで(第2段階料金) 28円82銭  

280kWhをこえたもの(第3段階料金) 29円36銭  

電気料金の例 

40アンペア契約で月間使用量が280kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

8,760円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(北海道エリア) 

北海道MP/AP従量電灯C … 北海道電力の従量電灯Cに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などで電気ご使用量の多い 
お客さまにおススメのメニュー。原則6kVA～50kVA未満のご契約におススメ 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 334円60銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

22円82銭  

120kWhをこえ280kWhまで(第2段階料金) 28円22銭  

280kWhをこえたもの(第3段階料金) 30円00銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

25,865円※（税込）。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していません。供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



北海道MP/AP低圧電力 … 北海道電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 1,100円00銭 

電力量料金 
（税込） 

1kWhあたり 17円35銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で188,880円※（月間15,740円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していません。供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×1051]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただく
ことはできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社
からご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五
入の結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

北海道MP/AP低圧電力S … 北海道電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 1,100円00銭 

電力量料金 
（税込） 

1kWhあたり 18円18銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で192,864円※（月間16,072円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、みなし小売電気事業者（例、
北海道電力㈱）の「低圧電力」プランのものと比べて割高となる可能性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料金
を半額とさせていただきます。 

料金プラン(北海道エリア) 



東北MP/AP従量電灯B … 東北電力の従量電灯Ｂに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー 

基本料金 
（税込） 

30アンペア 

1契約 

972円00銭 

40アンペア 1,296円00銭 

50アンペア 1,620円00銭 

60アンペア 1,944円00銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

18円24銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 24円50銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 25円80銭  

電気料金の例 

40アンペア契約で月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

7,939円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(東北エリア) 

東北MP/AP従量電灯C … 東北電力の従量電灯Cに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多いお客さまに 
おススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 324円00銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

18円24銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 24円75銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 26円00銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

23,214円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



東北MP/AP低圧電力 … 東北電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 1,155円06銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

15円66銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 14円23銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で180,900円※（月間15,075円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×788]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくこと
はできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社から
ご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の
結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

東北MP/AP低圧電力S … 東北電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 1,155円06銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

15円96銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 14円50銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で182,232円※（月間15,186円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、 
みなし小売電気事業者（例、東北電力㈱など）の「低圧電力」プランのものと比べて割高となる
可能性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料
金を半額とさせていただきます。 

料金プラン(東北エリア) 



関東MP/AP従量電灯B … 東京電力の従量電灯Ｂに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー。 

基本料金 
（税込） 

10アンペア 

1契約 

279円12銭 

15アンペア 418円68銭 

20アンペア 558円24銭 

30アンペア 837円36銭 

40アンペア 1,116円48銭 

50アンペア 1,395円60銭 

60アンペア 1,674円72銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

19円33銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 24円10銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 26円94銭  

電気料金の例 

40アンペア契約で月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

7,774円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(関東エリア) 

関東MP/AP従量電灯C … 東京電力の従量電灯Cに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多い 
お客さまにおススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 279円12銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

19円33銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 24円10銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 26円94銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

22,639円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



関東MP/AP低圧電力 … 東京電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 991円44銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

16円97銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 15円42銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で171,060円※（月間14,255円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×1051]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくこ
とはできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社か
らご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入
の結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

関東MP/AP低圧電力S … 東京電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 991円44銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

17円38銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 15円80銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で172,920円※（月間14,410円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、 
なし小売電気事業者（例、東京電力エナジーパートナー㈱など）の「低圧電力」プランのものと
比べて割高となる可能性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料
金を半額とさせていただきます。 

料金プラン(関東エリア) 



中部MP/AP従量電灯B … 中部電力の従量電灯Ｂに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー。 

基本料金 
（税込） 

10アンペア 

1契約 

277円99銭 

15アンペア 416円99銭 

20アンペア 555円98銭 

30アンペア 833円97銭 

40アンペア 1,111円96銭 

50アンペア 1,389円95銭 

60アンペア 1,667円94銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

20円58銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 23円83銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 25円31銭  

電気料金の例 

40アンペア契約で月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

7,870円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(中部エリア) 

中部MP/AP従量電灯C … 中部電力の従量電灯Cに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多い 
お客さまにおススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 277円99銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

20円58銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 23円83銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 25円31銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

21,915円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



中部MP/AP低圧電力 … 中部電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 1,010円88銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

16円73銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 15円21銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で171,876円※（月間14,323円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×876]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくこと
はできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社から
ご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の
結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

中部MP/AP低圧電力S … 中部電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 1,010円88銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

17円19銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 15円62銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で173,904円※（月間14,492円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、 
みなし小売電気事業者（例、中部電力㈱など）の「低圧電力」プランのものと比べて割高となる
可能性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料
金を半額とさせていただきます。 

料金プラン(中部エリア) 



料金プラン(北陸エリア) 

北陸MP/AP従量電灯B … 北陸電力の従量電灯Ｂに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー。 

基本料金 
（税込） 

30アンペア 

1契約 

712円80銭 

40アンペア 950円40銭 

50アンペア 1,188円00銭 

60アンペア 1,425円60銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

17円52銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 20円80銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 21円00銭  

電気料金の例 

40アンペア契約で月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

6,797円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

北陸MP/AP従量電灯C … 北陸電力の従量電灯Cに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多い 
お客さまにおススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 237円60銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

17円52銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 21円00銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 21円10銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

18,571円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



料金プラン(北陸エリア) 

北陸MP/AP低圧電力 … 北陸電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されている 
お客さま向けのメニュー。契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 1,086円00銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

11円93銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 10円89銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で157,776円※（月間13,148円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×788]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくこと
はできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社から
ご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の
結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 



近畿MP/AP従量電灯A … 関西電力の従量電灯Aに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー。 

ご利用期間 2018年6月30日まで 2018年7月1日以降 

基本料金 
（税込） 

1契約(初めの15kWhは含まれる) 327円65銭 334円82銭 

電力量料金 
（税込） 

16kWhから120kWhまで 
(第1段階料金) 

1kWh 

19円76銭  19円95銭 

120kWhをこえ300kWhまで 
(第2段階料金) 

25円42銭  24円07銭 

300kWhをこえたもの 
(第3段階料金) 

25円94銭  26円49銭 

電気料金の例 

1契約、月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 
6,762円※（税込）（2018年7月1日以降の単価で計算）となります。 

※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法（1
ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(近畿エリア) 

近畿MP/AP従量電灯B … 関西電力の従量電灯Bに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多い 
お客さまにおススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

ご利用期間 2018年6月30日まで 2018年7月1日以降 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 365円47銭 365円47銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで 
(第1段階料金) 

1kWh 

17円35銭  17円35銭  

120kWhをこえ300kWhまで 
(第2段階料金) 

18円41銭  18円41銭  

300kWhをこえたもの 
(第3段階料金) 

21円42銭  21円42銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

19,395円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法（1
ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



近畿MP/AP低圧電力 … 関西電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

ご利用期間 2018年6月30日まで 2018年7月1日以降 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 899円64銭 899円64銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

14円70銭  14円35銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 13円32銭  12円90銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 
1年間で150,024円※（月間12,502円※）（2018年7月1日以降の単価で計算）となりま

す。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法（1ペー
ジ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×1138]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくことはでき
ません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社からご解約を要請
する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場
合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

近畿MP/AP低圧電力S … 関西電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

ご利用期間 2018年6月30日まで 2018年7月1日以降 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 899円64銭 899円64銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

15円37銭  15円37銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 13円86銭  13円86銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で154,704円※(月間12,892円※)となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法（1ペー
ジ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、 
みなし小売電気事業者（例、関西電力㈱など）の「低圧電力」プランのものと比べて割高となる可能
性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半
額とさせていただきます。 

料金プラン(近畿エリア) 



中国MP/AP従量電灯A … 中国電力の従量電灯Aに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー。 

基本料金 
（税込） 

1契約(初めの15kWhは含まれる) 330円26銭 

電力量料金 
（税込） 

15kWhをこえ120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

20円34銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 26円63銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 25円63銭 

電気料金の例 

1契約、月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

7,234円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(中国エリア) 

中国MP/AP従量電灯B … 中国電力の従量電灯Bに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多い 
お客さまにおススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 383円62銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

17円70銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 22円97銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 23円22銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

21,321円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



中国MP/AP低圧電力 … 中国電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 981円72銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

14円69銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 13円43銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で160,224円※（月間13,352円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×876]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくこと
はできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社から
ご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の
結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

中国MP/AP低圧電力S … 中国電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 981円72銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

15円27銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 13円96銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で162,828円※（月間13,569円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、 
みなし小売電気事業者（例、中国電力㈱など）の「低圧電力」プランのものと比べて割高となる
可能性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料
金を半額とさせていただきます。 

料金プラン(中国エリア) 



四国MP/AP従量電灯A … 四国電力の従量電灯Aに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー。 

基本料金 
（税込） 

1契約(初めの11kWhは含まれる) 400円00銭 

電力量料金 
（税込） 

11kWhから120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

20円00銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 25円60銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 27円30銭  

電気料金の例 

1契約、月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

7,188円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(四国エリア) 

四国MP/AP従量電灯B … 四国電力の従量電灯Bに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多い 
お客さまにおススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 350円00銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

16円00銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 22円00銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 22円70銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

20,380円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



四国MP/AP低圧電力 … 四国電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 999円00銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

15円51銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 14円09銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で165,240円※（月間13,770円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×876]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくこと
はできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社から
ご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の
結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

四国MP/AP低圧電力S … 四国電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 999円00銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

15円87銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 14円42銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 
1年間で166,860円※（月間13,905円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、 
みなし小売電気事業者（例、四国電力㈱など）の「低圧電力」プランのものと比べて割高となる
可能性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料
金を半額とさせていただきます。 

料金プラン(四国エリア) 



九州MP/AP従量電灯B … 九州電力の従量電灯Ｂに相当 

ファミリー世帯、電気のご使用量が多いお客さまにおススメのスタンダードなメニュー。 

基本料金 
（税込） 

30アンペア 

1契約 

870円42銭 

40アンペア 1,160円56銭 

50アンペア 1,450円70銭 

60アンペア 1,740円84銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

17円13銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 22円11銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 23円01銭  

電気料金の例 

40アンペア契約で月間使用量が300kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

7,195円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

料金プラン(九州エリア) 

九州MP/AP従量電灯C … 九州電力の従量電灯Cに相当 

電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店、事務所などでご使用量の多い 
お客さまにおススメなメニュー。原則6kVA～50kVA未満の場合のご契約です。 

基本料金 
（税込） 

1kVAあたり 290円14銭 

電力量料金 
（税込） 

最初の120kWhまで(第1段階料金) 

1kWh 

17円13銭  

120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) 22円11銭  

300kWhをこえたもの(第3段階料金) 22円58銭  

電気料金の例 

9kVA契約で月間使用量が800kWhの場合、1ヶ月の電気料金は、 

19,937円※（税込）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 



九州MP/AP低圧電力 … 九州電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 894円24銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

16円79銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 15円14銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で160,500円※（月間13,375円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまはご契約できない可能性がございます。 
1年間の推定使用量が[契約電力×1051]kWh以上の場合、本料金プランをご契約いただくこ
とはできません。さらに、ご契約後、使用電力量が上記の基準を上回る状態が続く場合、弊社か
らご解約を要請する場合がございます。また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入
の結果、0kWhとなる場合は、基本料金を半額とさせていただきます。 

九州MP/AP低圧電力S … 九州電力の低圧電力に相当 

商店や工場などでモーター等の動力を標準電圧200V（三相3線式）で使用されているお客さま向けのメニュー。 
契約電力は原則50kW未満のご契約になります。 

基本料金 
（税込） 

1kWあたり 894円24銭 

電力量料金 
（税込） 

夏季（毎年7月1日から9月30日） 

1kWh 

17円13銭  

他季（毎年10月1日から翌年の6月30日） 15円45銭  

電気料金の例 

8kW契約で年間使用量が4800kWh（月間400kWh）の場合、電気料金（税込）は 

1年間で162,024円※（月間13,502円※）となります。 
※燃料費調整額、再エネ賦課金は加算していませんが、供給開始後は電気料金の計算方法
（1ページ）に基づき算定した料金をご請求をいたします。 

注意事項 

使用電力量の多いお客さまは料金が割高となる可能性があります。 
契約電力(kW)に対して使用電力量が多い場合、電気料金が、 
みなし小売電気事業者（例、九州電力㈱など）の「低圧電力」プランのものと比べて割高となる
可能性があります。 
また、使用電力量が、約款記載の方法での四捨五入の結果、0kWhとなる場合は、基本料
金を半額とさせていただきます。 

料金プラン(九州エリア) 


