
 

 

 

低圧_市場連動プラン 

料金単価表 
  



料金単価表 

 

エリア毎の消費税込みの料金単価は、以下のとおりとします。 

但し、電力供給価格には別途別表に基づいて算定される再生可能エネルギー発電促進賦課

金を含むものとします。 

なお、この料金単価表において、「債権管理対象額」とは、電力供給価格、「利用者規

約」に基づき算定される会費、基金及び同規約に基づきお客さまが拠出される支援金（会

費、基金、支援金は料金の算定期間内に支払われたものに限ります。）の合計額をいいま

す。 

また、「決済手数料対象額」とは、電力供給価格、債権管理手数料、「利用者規約」に基

づき算定される会費、基金及び同規約に基づきお客さまが拠出される支援金（会費、基

金、支援金は料金の算定期間内に支払われたものに限ります。）の合計額をいいます。 

 

(1) 従量電灯 

 

北海道エリア 

内訳 単位 単価 

電力供給価格 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 

（実量契約） 
231.00円 

契約電流１０アンペアもしくは、契

約容量１キロボルトアンペアにつき

（電流制限器/主開閉器契約） 

184.80円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 
7.99円 

電力調達費 

その１月の使用電力量を(1-損失率

7.6%)で除した値につき 

60円（税別）を

上限とした３０分

毎の電力卸市場の

北海道エリアの前

日スポット市場価

格（税込）＋一般

社団法人日本卸電

力取引所における

取引手数料 

＋30分毎の電力

卸市場の北海道エ

リアの前日スポッ



ト市場価格の上限

額設定手数料 0.5

円（税別）（注

1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.43円 

事業運営費 債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%または 1件あたり 100円（注

2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

東北エリア 

内訳 単位 単価 

電力供給価格 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 

（実量契約） 
176.00円 

契約電流１０アンペアもしくは、契

約容量１キロボルトアンペアにつき

（電流制限器/主開閉器契約） 

126.50円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 
8.91円 

電力調達費 

その１月の使用電力量を(1-損失率

8.2%)で除した値につき 

60円（税別）を

上限とした３０分

毎の電力卸市場の

東北エリアの前日

スポット市場価格

（税込） 

＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 



＋30分毎の電力

卸市場の東北エリ

アの前日スポット

市場価格の上限額

設定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.43円 

事業運営費 債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注

2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

東京エリア 

内訳 単位 単価 

電力供給価格 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 

（実量契約） 
214.50円 

契約電流１０アンペアもしくは、契

約容量１キロボルトアンペアにつき

（電流制限器/主開閉器契約） 

143.0円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 
7.48円 

電力調達費 

その１月の使用電力量を(1-損失率

6.9%)で除した値につき 

60円（税別）を

上限とした３０分

毎の電力卸市場の

東京エリアの前日

スポット市場価格

（税込） 



＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 

＋30分毎の電力

卸市場の東京エリ

アの前日スポット

市場価格の上限額

設定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.43円 

事業運営費 債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注

2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

中部エリア 

内訳 単位 単価 

電力供給価格 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 

（実量契約） 
198.00円 

契約電流１０アンペアもしくは、契

約容量１キロボルトアンペアにつき

（電流制限器/主開閉器契約） 

126.50円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 
8.12円 

電力調達費 

その１月の使用電力量を(1-損失率

6.7%)で除した値につき 

60円（税別）を

上限とした３０分

毎の電力卸市場の

中部エリアの前日



スポット市場価格

（税込） 

＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 

＋30分毎の電力

卸市場の中部エリ

アの前日スポット

市場価格の上限額

設定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.43円 

事業運営費 債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注

2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

北陸エリア 

内訳 単位 単価 

電力供給価格 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 

（実量契約） 
170.50円 

契約電流１０アンペアもしくは、契

約容量１キロボルトアンペアにつき

（電流制限器/主開閉器契約） 

132.00円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 
7.02円 

電力調達費 

その１月の使用電力量を(1-損失率

7.9%)で除した値につき 

60円（税別）を

上限とした３０分

毎の電力卸市場の



北陸エリアの前日

スポット市場価格

（税込） 

＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 

＋30分毎の電力

卸市場の北陸エリ

アの前日スポット

市場価格の上限額

設定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.43円 

事業運営費 債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注

2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

関西エリア 

内訳   単位 単価 

電力供給

価格 

託送料金 基本料金 実量契約 1送電サービスにつき（最初の

6キロワットまで） 
198.00円 

6キロワットをこえる 1キロワ

ットにつき 
66.00円 

主開閉器契約 1送電サービスにつき（最初の

6キロボルトアンペアまで） 
165.00円 

6キロボルトアンペアをこえる

1キロボルトアンペアにつき 
55.00円 



従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 
8.09円 

電力調達費 その１月の使用電力量を(1-損失率 7.8%)で除

した値につき 

60円（税別）を上

限とした３０分毎

の電力卸市場の関

西エリアの前日ス

ポット市場価格

（税込） 

＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 

＋30分毎の電力卸

市場の関西エリア

の前日スポット市

場価格の上限額設

定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 1.43円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

中国エリア 

内訳   単位 単価 

電力供給

価格 

託送料金 基本料金 実量契約 1送電サービスにつき（最初の

6キロワットまで） 
132.00円 

6キロワットをこえる 1キロワ

ットにつき 
44.00円 



主開閉器契約 1送電サービスにつき（最初の

6キロボルトアンペアまで） 
104.50円 

6キロボルトアンペアをこえる

1キロボルトアンペアにつき 
33.00円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 
8.78円 

電力調達費 その１月の使用電力量を(1-損失率 8.0%)で除

した値につき 

60円（税別）を上

限とした３０分毎

の電力卸市場の中

国エリアの前日ス

ポット市場価格

（税込） 

＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 

＋30分毎の電力卸

市場の中国エリア

の前日スポット市

場価格の上限額設

定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 1.43円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

四国エリア 

内訳   単位 単価 



電力供給

価格 

託送料金 基本料金 実量契約 1送電サービスにつき（最初の

6キロワットまで） 
214.50円 

6キロワットをこえる 1キロワ

ットにつき 
71.50円 

主開閉器契約 1送電サービスにつき（最初の

6キロボルトアンペアまで） 
176.00円 

6キロボルトアンペアをこえる

1キロボルトアンペアにつき 
60.50円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 
8.92円 

電力調達費 その１月の使用電力量を(1-損失率 8.3%)で除

した値につき 

60円（税別）を上

限とした３０分毎

の電力卸市場の四

国エリアの前日ス

ポット市場価格

（税込） 

＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 

＋30分毎の電力卸

市場の四国エリア

の前日スポット市

場価格の上限額設

定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワットアワーに

つき 1.43円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 



 

九州エリア 

内訳 単位 単価 

電力供給価格 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 

（実量契約） 
203.50円 

契約電流１０アンペアもしくは、契

約容量１キロボルトアンペアにつき

（電流制限器/主開閉器契約） 

143.00円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 
7.44円 

電力調達費 

その１月の使用電力量を(1-損失率

8.2%)で除した値につき 

60円（税別）を

上限とした３０分

毎の電力卸市場の

九州エリアの前日

スポット市場価格

（税込） 

＋一般社団法人日

本卸電力取引所に

おける取引手数料 

＋30分毎の電力

卸市場の九州エリ

アの前日スポット

市場価格の上限額

設定手数料 0.5円

（税別）（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.31円 

非化石証書費 その１月の使用電力量 1キロワット

アワーにつき 1.43円 

事業運営費 債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注

2） 

 

（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 



（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

（２） 低圧電力 

 

北海道エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 533.50円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

4.64円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の北海道エ

リアの前日スポット市場

価格（税込）に 1.09を乗

じた金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.09を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

北海道エリアの前日スポ

ット市場価格の上限額設

定手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10303円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

東北エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 583円円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

8.99円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の東北エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.10を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.10を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

東北エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10270円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

東京エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 704円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

5.20円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の東京エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.08を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.08を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

東京エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10336円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

中部エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 506円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

6.63円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の中部エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.08を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.08を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

中部エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10303円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

北陸エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 462円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

5.25円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の北陸エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.10を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.10を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

北陸エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10303円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

関西エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 429円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

5.15円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の関西エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.10を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.10を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

関西エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10270円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

中国エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 462円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

5.96円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の中国エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.10を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.10を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

中国エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10303円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

四国エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 456.5円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

6.46円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の四国エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.10を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.10を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

四国エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10270円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 

 

九州エリア 

内訳 単位 単価 

電気料金 託送料金 基本料金 契約電力１キロワットにつき 555.5円 

従量料金 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

6.00円 

電力調達費 その１月の使用電力量につき 60円（税別）を上限とし

た３０分毎の使用電力量

（kWh）につき ３０分毎

の電力卸市場の九州エリ

アの前日スポット市場価

格（税込）に 1.10を乗じ

た金額 

＋一般社団法人日本卸電

力取引所における取引手

数料 0.033円に 1.10を乗

じた金額 

＋30分毎の電力卸市場の

九州エリアの前日スポッ

ト市場価格の上限額設定

手数料 0.5円（税別）

（注 1） 

需給管理費 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.10270円 

非化石証書 その１月の使用電力量 1キロワットアワ

ーにつき 

1.441円 

事業運営

費 

債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8％ 

決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1件あたり 100円（注 2） 

 



（注 1）30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 60 円（税別）を上回

る場合に、60 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 

（注 2）お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済

手数料は決済件数 1 件あたり 100 円（税込）となります。 


