
U-POWER電気需給約款 新旧対照表 

 

下線部分は、改定部分を示します。 

改定箇所 現行 改 定 後 

第37条第

１項 

１ お客さまは、引越し（転出）等の理由により電気需給契約を廃止しよう

とする場合は、あらかじめその廃止を希望する日（以下「廃止希望日」

といいます。）を定めて、当社所定の方法で当社に申し出るものとしま

す。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者に対して、

廃止希望日に電気需給契約を廃止するために必要な手続きを行います。

なお、以下の場合を除き、電気需給契約はお客さまが申し出た廃止希望

日に消滅いたします。 

イ  当社がお客さまの廃止の申し出を、実際に使用を廃止した日以降

に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日（当社が

定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の

日となります。）に消滅するものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（災害等不可抗力による場合を除きま

す。）により電気需給契約を廃止するために必要な処置ができな

い場合は、電気需給契約は廃止するための処置が可能となった日

に消滅するものといたします。 

１ お客さまは、引越し（転出）その他のお客さまの都合により電気需給契

約を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止を希望する日（以下

「廃止希望日」といいます。）を定めて、当社所定の方法で当社に申し

出るものとします。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事

業者に対して、廃止希望日に電気需給契約を廃止するために必要な手続

きを行います。なお、以下の場合を除き、電気需給契約はお客さまが申

し出た廃止希望日に消滅いたします。 

イ  当社がお客さまの廃止の申し出を、実際に使用を廃止した日以降

に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日（当社が

定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の

日となります。）に消滅するものといたします。 

ロ お客さまの廃止の申し出が当社に到達した日から廃止希望日まで

の期間が１か月未満であることまたは当社の責めに帰することが

できない理由（災害等不可抗力による場合を除きます。）により

電気需給契約を廃止するために必要な処置ができない場合は、電

気需給契約は廃止するための処置が可能となった日に消滅するも

のといたします。 

第50条 本約款は2022年5月1日より施行するものとします。 本約款は2023年4月1日より施行するものとします。 

別表１ 本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第2条第1項内8

号イに定める離島は除きます。 

（１）北海道電力送配電地域 

北海道 

（２）東北電力送配電地域 

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

（３）東京電力送配電地域 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山

梨県、静岡県の一部（富士川以東） 

（４）中部電力送配電地域 

愛知県、岐阜県（不破郡関ケ原町の一部を除く）、三重県（熊野

市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町を除く）、静岡県の一部（富

士川以西）、長野県 

本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第2条第1項内8

号イに定める離島は除きます。 

（１）北海道電力ネットワーク株式会社送配電地域 

北海道 

（２）東北電力ネットワーク株式会社送配電地域 

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

（３）東京電力パワーグリッド株式会社送配電地域 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山

梨県、静岡県の一部（富士川以東） 

（４）中部電力パワーグリッド株式会社送配電地域 

愛知県、岐阜県（不破郡関ケ原町の一部を除く）、三重県（熊野

市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町を除く）、静岡県の一部（富

士川以西）、長野県 



（５）北陸電力送配電地域 

富山県、石川県、福井県（一部を除く）、岐阜県の一部 

（６）関西電力送配電地域 

京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県（赤穂市福浦を除く）、奈良県、

和歌山県、福井県（三方郡美浜町以西）、三重県（熊野市、南牟婁

郡紀宝町、南牟婁郡御浜町）、岐阜県（不破郡関ケ原町の一部） 

（７）中国電力送配電地域 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県

の一部、愛媛県の一部 

（８）四国電力送配電地域 

徳島県、高知県、香川県（一部を除く）、愛媛県（一部を除く） 

（９）九州電力送配電地域 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

（５）北陸電力送配電株式会社送配電地域 

富山県、石川県、福井県（一部を除く）、岐阜県の一部 

（６）関西電力送配電株式会社送配電地域 

京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県（赤穂市福浦を除く）、奈良県、

和歌山県、福井県（三方郡美浜町以西）、三重県（熊野市、南牟婁

郡紀宝町、南牟婁郡御浜町）、岐阜県（不破郡関ケ原町の一部） 

（７）中国電力ネットワーク株式会社送配電地域 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県

の一部、愛媛県の一部 

（８）四国電力送配電株式会社送配電地域 

徳島県、高知県、香川県（一部を除く）、愛媛県（一部を除く） 

（９）九州電力送配電株式会社送配電地域 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

別表３．

電源調達

調整費

（１） 

（１）燃料費調整額は、別表１．に定める各送配電地域別に、以下の小売電

気事業者の各プランに対して毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に、

当該月のお客さまの使用電力量（キロワット時）を乗じた金額を適用いたし

ます。 

 

 

送配電地域 小売電気事業者 プラン名 書面名 

北海道 北海道電力株式

会社 

エネとくＬプラン 需給契約要綱 

 

東北 東北電力株式会

社 

よりそうB季節別

電灯 

低圧電気供給実施要綱 

東京 東京電力エナジ

ーパートナー株

式会社 

スタンダートＳプ

ラン 

電気供給約款 

中部 中部電力ミライ

ズ株式会社 

ビジとくプラン 個別要綱 

北陸 北陸電力株式会

社 

従量電灯ネクスト 低圧特別約款（基本契約

要綱） 

関西 関西電力株式会

社 

なっトクでんき なっトクでんき（主契約

料金表） 

 

中国 中国電力株式会 ぐっとずっと。プ ぐっとずっと。プラン ス

（１）燃料費調整額は、別表１．に定める各送配電地域別に、以下の小売電

気事業者の各プランに対して毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価（送

配電地域が北海道、東北、中国、九州の場合は、次表に定めるその送配電地

域の小売電気事業者所定の離島ユニバーサルサービス調整単価を加算または

減算した単価とします。）に、当該月のお客さまの使用電力量（キロワット

時）を乗じた金額を適用いたします。 

送配電地域 小売電気事業者 プラン名 書面名 

北海道 北海道電力株式

会社 

エネとくＬプラン 需給契約要綱 

電気標準約款［低圧］ 

東北 東北電力株式会

社 

よりそうB季節別電

灯 

低圧電気供給実施要綱 

低圧電気標準約款 

東京 東京電力エナジ

ーパートナー株

式会社 

スタンダートＳプ

ラン 

電気需給約款［低圧］ 

中部 中部電力ミライ

ズ株式会社 

ビジとくプラン 個別要綱 

北陸 北陸電力株式会

社 

従量電灯ネクスト 低圧特別約款（基本契約

要綱） 

関西 関西電力株式会

社 

なっトクでんき なっトクでんき（主契約

料金表） 

電気供給条件（低圧） 

中国 中国電力株式会 ぐっとずっと。プ ぐっとずっと。プラン 



社 ラン スマートコ

ース 

 

マートコース（料金表） 

四国 四国電力株式会

社 

ビジネススタンダ

ートプラン 

ビジネススタンダートプ

ラン（主契約料金条件） 

 

九州 九州電力株式会

社 

スマートビジネス

プラン 

スマートビジネスプラン

（需給契約条件） 

  

社 ラン スマートコ

ース 

スマートコース（料金

表） 

電気サービス約款 

四国 四国電力株式会

社 

ビジネススタンダ

ートプラン 

ビジネススタンダートプ

ラン（主契約料金条件） 

電気需給条件［低圧］ 

九州 九州電力株式会

社 

スマートビジネス

プラン 

スマートビジネスプラン

（需給契約条件） 

電気供給条件［低圧］  

別表５．

プラン別

料金表 

（１）電灯プラン 

①基本料金制 

電力送配

電地域 

料金 

種類 区分 単 価

(税込) 

北海道 基本料金 契約電流10Aにつき 306.9 

契約容量1kVAにつき 306.9 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23.97 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 30.26 

300kWhをこえる1kWhにつき 33.98 

東北 基本料金 契約電流10Aにつき 297 

契約容量1kVAにつき 297 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 18.58 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 25.33 

300kWhをこえる1kWhにつき 29.28 

東京 基本料金 契約電流10Aにつき 257.4 

契約容量1kVAにつき 257.4 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 19.88 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 26.48 

300kWhをこえる1kWhにつき 30.57 

（１）電灯プラン 

①基本料金制 

電力送配

電地域 

料金 

種類 区分 単 価

(税込) 

北海道 基本料金 契約電流10Aにつき 339.90 

契約容量1kVAにつき 339.90 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 24.37 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 30.66 

300kWhをこえる1kWhにつき 34.38 

東北 基本料金 契約電流10Aにつき 336.60 

契約容量1kVAにつき 336.60 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 31.48 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 38.23 

300kWhをこえる1kWhにつき 42.18 

東京 基本料金 契約電流10Aにつき 266.64 

契約容量1kVAにつき 266.64 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 19.91 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 26.51 

300kWhをこえる1kWhにつき 30.60 



中部 基本料金 契約電流10Aにつき 257.4 

契約容量1kVAにつき 257.4 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 21.04 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 25.51 

300kWhをこえる1kWhにつき 28.46 

北陸 基本料金 契約電流10Aにつき 217.8 

契約容量1kVAにつき 217.8 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 17.84 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 21.73 

300kWhをこえる1kWhにつき 23.44 

関西 基本料金 契約容量1kVAにつき※対象は6kVA以上 356.4 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 17.91 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 21.12 

300kWhをこえる1kWhにつき 23.63 

中国 基本料金 契約容量1kVAにつき※対象は6kVA以上 366.3 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 18.07 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 24.16 

300kWhをこえる1kWhにつき 26.03 

四国 基本料金 契約容量1kVAにつき※対象は6kVA以上 336.6 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 16.97 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 22.5 

300kWhをこえる1kWhにつき 25.42 

九州 基本料金 契約電流10Aにつき 267.3 

契約容量1kVAにつき 267.3 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 17.46 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 23.06 

中部 基本料金 契約電流10Aにつき 268.40 

契約容量1kVAにつき 268.40 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 21.33 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 25.80 

300kWhをこえる1kWhにつき 28.75 

北陸 基本料金 契約電流10Aにつき 278.30 

契約容量1kVAにつき 278.30 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 27.86 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 31.75 

300kWhをこえる1kWhにつき 33.46 

関西 基本料金 契約容量1kVAにつき※対象は6kVA以上 377.34 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 17.91 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 21.12 

300kWhをこえる1kWhにつき 23.63 

中国 基本料金 契約容量1kVAにつき※対象は6kVA以上 391.20 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 33.13 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 39.22 

300kWhをこえる1kWhにつき 41.09 

四国 基本料金 契約容量1kVAにつき※対象は6kVA以上 364.10 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 17.43 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 22.96 

300kWhをこえる1kWhにつき 25.88 

九州 基本料金 契約電流10Aにつき 286.54 

契約容量1kVAにつき 286.54 

電力量料金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 18.28 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 23.88 



300kWhをこえる1kWhにつき 26.06 

※全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。 

※上記に関わらず、異なる条件が別途個別の申込書等に記載されている場合

には、個別の申込書等が優先するものといたします。 

 

②最低料金制 

電力送配

電地域 

料金 

種類 区分 単 価

(税込) 

関西 最低料金 1契約につき最初の15kWhまで 306.91 

電力量料金 15kWhをこえ120kWhまでの1kWhにつき 20.31 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつ

き 

25.71 

300kWhをこえる1kWhにつき 28.7 

中国 最低料金 1契約につき最初の15kWhまで 303.18 

電力量料金 15kWhをこえ120kWhまでの1kWhにつき 20.76 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつ

き 

27.44 

300kWhをこえる1kWhにつき 29.56 

四国 最低料金 1契約につき最初の15kWhまで 370.26 

電力量料金 15kWhをこえ120kWhまでの1kWhにつき 20.37 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつ

き 

26.99 

300kWhをこえる1kWhにつき 30.5 

※最低料金制は、使用する最大容量が原則6kVA未満である場合に適用いたし

ます。 

※上記に関わらず、異なる条件が別途個別の申込書等に記載されている場合

には、個別の申込書等が優先するものといたします。 

 

（２）動力プラン 

各電力送

配電地域 

料金 

種類 区分 単価(税込) 

300kWhをこえる1kWhにつき 26.88 

※全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。 

※上記に関わらず、異なる条件が別途個別の申込書等に記載されている場合

には、個別の申込書等が優先するものといたします。 

 

②最低料金制 

電力送配

電地域 

料金 

種類 区分 単 価

(税込) 

関西 最低料金 1契約につき最初の15kWhまで 399.31 

電力量料金 15kWhをこえ120kWhまでの1kWhにつき 20.31 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつ

き 

25.71 

300kWhをこえる1kWhにつき 28.70 

中国 最低料金 1契約につき最初の15kWhまで 723.78 

電力量料金 15kWhをこえ120kWhまでの1kWhにつき 35.82 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつ

き 

42.50 

300kWhをこえる1kWhにつき 44.62 

四国 最低料金 1契約につき最初の15kWhまで 523.82 

電力量料金 15kWhをこえ120kWhまでの1kWhにつき 20.83 

120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつ

き 

27.45 

300kWhをこえる1kWhにつき 30.96 

※最低料金制は、使用する最大容量が原則6kVA未満である場合に適用いたし

ます。 

※上記に関わらず、異なる条件が別途個別の申込書等に記載されている場合

には、個別の申込書等が優先するものといたします。 

 

（２）動力プラン 

各電力送

配電地域 

料金 

種類 区分 単価(税込) 



北海道 基本料金 契約容量1kWにつき 1184.04 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.67 

その他季の1kWhにつき 17.67 

東北 基本料金 契約容量1kWにつき 1163.8 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 15.95 

その他季の1kWhにつき 14.5 

東京 基本料金 契約容量1kWにつき 1032.24 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.37 

その他季の1kWhにつき 15.8 

中部 基本料金 契約容量1kWにつき 1052.48 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.01 

その他季の1kWhにつき 15.46 

北陸 基本料金 契約容量1kWにつき 1072.72 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 12.15 

その他季の1kWhにつき 11.09 

関西 基本料金 契約容量1kWにつき 991.76 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 14.43 

その他季の1kWhにつき 12.95 

中国 基本料金 契約容量1kWにつき 1022.12 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 15.01 

その他季の1kWhにつき 13.72 

四国 基本料金 契約容量1kWにつき 1027.18 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 15.8 

その他季の1kWhにつき 14.36 

九州 基本料金 契約容量1kWにつき 931.04 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.12 

北海道 基本料金 契約容量1kWにつき 1229.14 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.87 

その他季の1kWhにつき 17.87 

東北 基本料金 契約容量1kWにつき 1197.90 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 28.99 

その他季の1kWhにつき 27.54 

東京 基本料金 契約容量1kWにつき 1048.70 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.40 

その他季の1kWhにつき 15.83 

中部 基本料金 契約容量1kWにつき 1087.22 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.09 

その他季の1kWhにつき 15.54 

北陸 基本料金 契約容量1kWにつき 1133.22 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 22.12 

その他季の1kWhにつき 21.06 

関西 基本料金 契約容量1kWにつき 1014.60 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 14.43 

その他季の1kWhにつき 12.95 

中国 基本料金 契約容量1kWにつき 1114.52 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 29.97 

その他季の1kWhにつき 28.68 

四国 基本料金 契約容量1kWにつき 1107.48 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 16.15 

その他季の1kWhにつき 14.71 

九州 基本料金 契約容量1kWにつき 942.27 

電力量料金 夏季の1kWhにつき 17.27 



その他季の1kWhにつき 15.43 

※全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。 

※上記に関わらず、異なる条件が別途個別の申込書等に記載されている場合

には、個別の申込書等が優先するものといたします。 

その他季の1kWhにつき 15.58 

※全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。 

※上記に関わらず、異なる条件が別途個別の申込書等に記載されている場合

には、個別の申込書等が優先するものといたします。 

 


