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 Ⅰ総 則 

1適用 

(1) ハウステンボス HOME太陽光でんき約款（以下，「本約款」といいます。）は，一般送配電事業者の定

める託送供給等約款に則り，当社が取次契約を締結する小売電気事業者である HTBエナジー株式

会社（以下，「小売電気事業者」といいます。）から低圧にて供給される電気を，お客さまに販売すると

きの電気料⾦その他の供給条件を定めたものです。 

(2) 本約款は，次の地域を除いた日本全国に適用いたします。 

北陸電力管内, 沖縄県県，および離島（離島供給約款の適用地域をいいます。） 

 

2約款の変更 

(1) 当社は，社会通念上お客さまの利益に適合する場合のほか，一般送配電事業者の託送供給等約款

の改定，その他供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いにつ

いて変更が必要な場合，法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合，消費

税および地方消費税の税率が変更された場合，その他当社が必要と判断した場合には，本約款を変

更することがあります。料金にかかわる変更については，原則として変更の直後の検針日の翌日から，

変更後の本約款が適用されます。その他料金にかかわらない供給条件等については，変更を行った

日から，変更後の本約款を適用いたします。 

(2) 本条(1)に基づき本約款を変更する場合，電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件

の説明については，説明を要する事項のうち，本約款の変更内容，電気の需給契約の成立日，供給

地点特定番号ならびに当社の名称および所在地のみを説明し記載すれば足りるものといたします。 

(3) 本条(1)に基づき本約款を変更する場合，当社は，本約款の変更内容を，電子メールの送信または当

社ｗｅｂサイトへの公示等によりお客さまにお知らせいたします。 

(4) 需給契約の変更の内容が需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合，当社ｗｅｂサイト等への

変更後の約款の公示をもって，お客さまへの通知といたします。 

 

3定義 

次の言葉は，本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

(1) 低圧 

標準電圧 100ボルトまたは 200ボルトをいいます。 

(2) 電灯 

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）をいいます。 

(3) 小型機器 

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低圧の電気機器をいいます。

ただし，急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあ

り，電灯と併用できないものは除きます。 

(4) 動力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

(5) 契約負荷設備 

お客さまが使用できる負荷設備をいいます。 

(6) 契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し，お客さまにお

いて使用する最大電流を制限するものをいいます。 

(7) 契約電流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトに換算した値と

いたします。 

(8) 契約容量 
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契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。 

(9) 契約電力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。 

(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下，「再生可能エネルギ

ー特別措置法」といいます。）第 16条第 1項に定める賦課金をいいます。 

(11) 貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

(12) 平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし，毎年

1月 1日から 3月 31日までの期間，2月 1日から 4月 30日までの期間，3月 1日から 5月 31日ま

での期間，4月 1日から 6月 30日までの期間，5月 1日から 7月 31日までの期間，6月 1日から 8

月 31日までの期間，7月 1日から 9月 30日までの期間，8月 1日から 10月 31日までの期間，9

月 1日から 11月 30日までの期間，10月 1日から 12月 31日までの期間，11月 1日から翌年の 1

月 31日までの期間または 12月 1日から翌年の 2月 28日までの期間（翌年が閏年となる場合は，

翌年の 2月 29日までの期間といたします。）をいいます。 

(13) 一般送配電事業者 

電気事業法第 2条第 1項第 9号に定める事業者で，お客さまの供給区域において託送供給等を行

う事業者をいいます。 

(14) 小売電気事業者 

電気事業法第 2条第 1項第 3号に定める事業者をいいます。 

(15) 託送供給等約款 

電気事業法第 18条に規定され，一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。 

(16) 離島供給約款 

電気事業法第 21条に規定され，一般送配電事業者が定める離島供給約款をいいます。 

(17) 再エネ特措法 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23年法律第 108号，

その後の改正も含む。）をいいます。 

(18) 太陽光発電システム 

太陽電池モジュール，接続箱，パワーコンディショナ，分電盤，センサー，買電・売電計，その他太陽

光発電に関する機器等の総称をいいます。 

(19) 当社 

ハウステンボス株式会社をいいます。 

(20) 本件契約 

6（契約の内容および申込み）に基づいて成立する，お客さまと当社との契約をいいます。 

(21) 本件太陽光発電システム 

17（太陽光発電システムの設置等）に基づいて当社が設置する太陽光発電システムをいいます。 

(22) 本件建物 

本件契約に基づき，当社が本件太陽光発電システムを設置する建物をいいます。 

(23) 本件電力 

本件太陽光発電システムを用いて発電された電力をいいます。 

(24) 本件電力会社 

一般送配電事業者又は旧一般電気事業者をいいます。 

(25) 本件売電契約 

13（太陽光発電システムの利用）に定める契約をいいます。 

(26) 自家消費 

本件太陽光発電システムによって発電した電力を，本件建物で消費することをいいます。 
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4単位および端数処理 

本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は，次のとおりといたします。 

(1) 契約容量の単位は 1キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたしま

す。 

(2) 契約電力の単位は 1キロワットとし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(3) 使用電力量の単位は 1キロワット時とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(4) 力率の単位は 1パーセントとし，その端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は切り捨てます。 

 

5実施細目 

本約款に定めのない特別な事項については，本件契約の趣旨に則り，その都度お客さまと当社との協議に

よって定めます。 
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Ⅱ契約の申込み 

6契約の内容および申込み 

(1) ハウステンボス HOME太陽光でんきの契約（以下，「本件契約」という。）とは，当社が提供する太陽光

発電システムを設置し，発電した電力をお客さまが自家消費する時に不足した電力を一般送配電事業

者の定める託送供給等約款に則り，小売電気事業者が電力供給する契約をいいます。 

(2) お客さまが,新たに本件契約の締結を希望される場合は，あらかじめ本約款等を承認のうえ，当社所

定の書面等によって申込みをしていただきます。 

(3) 当社が必要と判断する場合，契約負荷設備，契約電流，契約容量および契約電力について，1年間

を通じての最大の負荷を基準として，お客さまに契約内容を決めていただくことがあります。この場

合，1年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて使用開始希望日以降 10年間の電

気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。 

 

7契約成立の始期，及び終期，並びに契約期間 

(1) 本件契約は,前条に基づきなされた本件契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 

(2) 入居前から当社が設置した太陽光発電システムが稼働していた場合,本件契約期間は，次によります。 

イ 契約期間は，本件契約が成立した日から料金適用開始日までの期間および，当社が定める太陽光

発電システムの稼働日（以下，「システム稼働開始日」という。）から 10年後の応当日までのうち，シ

ステム稼働開始日からお客さまが入居する前日までの日数を除く期間といたします。なお，日数の計

算は，日割別表 3(日割計算の基本算式)を適用いたします。 

ロ 契約期間満了の 1か月前までに，お客さまから契約変更等の申出がない場合は，電力需給契約は

契約満了後も 1年ごとに当社と継続し,料金プランは契約満了時点で当社が定める料金プランに変更

するものといたします。なお,料金プラン変更手数料はかからないものとし,太陽光発電システムをお客

さまへ譲渡した後は、自家消費分の料金は発生しないものとします。 

ハ 最低利用期間は 24（電気料金の適用開始の時期）で定める,料金の適用開始日から 10年後の応当

日から，システム稼働開始日からお客さまが入居し料金適用を開始する前日までの日数を除く期間ま

でといたします。最低利用期間内に，本件契約が消滅した場合，当社が定める期日までに解約違約

金として 48（解約違約金）で定める額を支払っていただきます。 

(3) 入居後に当社の太陽光発電システムを設置した場合の本件契約期間は，次によります。 

イ 契約期間は，本件契約が成立した日から料金適用開始日までの期間および，料金適用開始日以降

10年後の応当日までといたします。 

ロ 契約期間満了の 1か月前までに，お客さまから契約変更等の申出がない場合は，電力需給契約は契

約満了後も 1年ごとに当社と継続し,料金プランは契約満了時点で当社が定める料金プランに変更す

るものといたします。なお,料金プラン変更手数料はかからないものとし,太陽光発電システムをお客さ

まへ譲渡した後は、自家消費分の料金は発生しないものとします。 

ハ 最低利用期間は 24（電気料金の適用開始の時期）で定める料金の適用開始日から 10年後の応当日

までといたします。最低利用期間内に，本件契約が消滅した場合，当社が定める期日までに解約違約

金として 48（解約違約金）で定める額を支払っていただきます。 

 

8需要場所 

(1) 当社は，原則として，1構内をなすものは 1構内を 1需要場所とし，これによりがたい場合には，本条

(2)および(3)にて定めます。ただし，当社は，一般送配電事業者の決定に従い，1需要場所を決定す

ることがあります。なお，1構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自由に出入りで

きない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 

(2) 当社は建物をなすものは 1建物を 1需要場所とし，これによりがたい場合には，本条(3)により定めま

す。なお，1建物をなすものとは，独立した 1建物をいいます。ただし，複数の建物であっても，それぞ

れが地上または地下において連結され，かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物と
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しての一体性を有していると認められる場合は，1建物をなすものとみなします。また，看板灯，庭園

灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の需要場所といたします。 

(3) 構内または建物の特殊な場合には，次によります。 

イ 居住用の建物の場合 

１建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当するときは，各部分をそれぞれ 1

需要場所とすることができます。この場合には，共用する部分を原則として 1需要場所といたします。 

(ｲ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 

(ﾛ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 

(ﾊ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること。 

ロ 居住用以外の建物の場合 

1建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されかつ共

用する部分がないとき，または各部分の所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ 1需要場所とするこ

とができます。この場合には，共用する部分を原則として 1需要場所といたします。 

ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

１建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，本条(3)ロに準ずるものといたします。ただし，

アパートと店舗からなる建物等で，居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区

分されている建物の場合は，居住用部分に限り本条(3)イに準ずるものといたします。 

ニ その他 

構内に属さず，かつ，建物から独立して施設される街路灯等の場合は，施設場所を 1 

需要場所とすることができます。 

 

9契約の単位 

当社は， 1需要場所について 1契約種別を適用して，1需給契約を結びます。ただし，やむをえない場合等

特別の事情がある場合は協議することといたします。 

 

10供給の開始 

(1) 他の小売電気事業者から当社の本件契約に切り替える場合，お客さまにお申し込みをいただいた後，

一般送配電事業者が切替手続を完了した後に供給の開始となります。なお，一般送配電事業者所定

の手続きが完了しない場合には，電気の供給は開始されません。 

(2) 当社は本件契約の申込みを承諾したときには，必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め，

供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみやかに電気を供給いたします。原則として,需要場所に

当社が設置した太陽光発電システムの事業認定日を起点として,一般送配電事業者の切り替え手続き

が可能な日を供給開始日といたします。 

(3) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって，あらかじめ定めた供

給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には，その理由をすみやかにお知らせし，

あらためてお客さまと協議のうえ，供給開始日を定めて電気を供給いたします。 

 

11供給の単位 

当社は，次の場合を除き，1需給契約につき，1供給電気方式，1引込みおよび 1計量をもって電気を供給

いたします。 

ニ 共同引込線（2以上の需給契約に対して 1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。）

による引込みで電気を供給する場合。 

ホ その他，技術上または経済上やむを得ない場合。 
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12承諾の限界 

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況，その他の理由によりやむをえない場

合には，本件契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。お客さまへは、当該お断りの理

由をお知らせいたします。 
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Ⅲ太陽光発電システム 

13太陽光発電システムの利用 

当社は，本件電力を本件電力会社に供給及び販売するため，小売電気事業者に，当社が認める内容で，本

件電力会社と再エネ特措法第 4条第 1項に定める特定契約（以下，「本件売電契約」といいます。）その他

必要な契約を締結させるものとします。 

 

14屋根等の利用 

(1) お客さまは，本件売電契約に基づき本件電力の本件電力会社に対する供給及び販売が開始された

日（以下，「売電開始日」といいます。）から起算して 120月経過後，最初に本件売電契約に基づく検

針が行われる日の前日までの期間（以下，「売電期間」といいます。）中，当社に対し，当社による本件

太陽光発電システムの設置および利用を目的として，本件建物のうち本件太陽光発電システムの設

置及び利用に必要な屋根その他の部分（以下，「屋根等」といいます。）の利用を承諾するものとしま

す。但し，入居前から当社の設置した太陽光発電システムが稼働していた場合は，当社が定める売電

開始日から入居日までの日数を日割し，120月から差し引いた期間を有効期間といたします。日数の

計算は，日割別表 3（日割計算の基本算式）を適用いたします。なお，お客さまは，売電開始日より前

に，当社が 17（太陽光発電システムの設置等）(1)に基づき締結する契約にて定める，本件太陽光発

電システムを本件建物に設置する工事を行うために，無償で本件建物及びその敷地を利用することに

つき，異議なく承諾するものとします。 

(2) お客さまは，本件契約期間中，当社に対し，17（太陽光発電システムの設置等）(1)に基づき当社が本

件建物に本件太陽光発電システムを設置することにつき，異議なく承諾するものとします。なお，本件

太陽光発電システム及び本件電力の所有権は，当社に帰属し，電気の売電先は当社が決定できるも

のとします。 

(3) お客さまは，本条(1)に定める屋根等の利用につき，法令の施行又は改正等により第三者に対する対

抗要件制度が導入され，その具備が可能となった場合，当社が直ちに当該対抗要件を具備すること

ができるよう，申請等の手続きを行うものとします。 

 

15停電時の非常用電力としての利用 

お客さまは，本件契約中，停電により本件建物に対する電気の供給が停止した場合に，本件建物に設置さ

れ，且つ本件太陽光発電システムに接続されたコンセント１箇所を利用して，当社所定の条件に基づき，本

件電力を本件建物において，自ら無償で利用することができるものとします。ただし，本件電力会社又は本

件建物に電力を供給している電力会社の求めにより，本件太陽光発電システムに接続されたコンセントの利

用の停止を求められた場合は，この限りではありません。 

 

16太陽光発電システムの管理義務 

(1) お客さまは，本件契約期間中，本件太陽光発電システムを，自己の財産に対するのと同等の注意を

もって管理するものとします。 

(2) お客さまは，本件太陽光発電システムの全部又は一部に，故障，不具合その他の異常を発見した場

合には，速やかに当社に通知するものとします。 

(3) お客さまは，リフォーム，改築その他本件建物に関して本件太陽光発電システムに影響を及ぼしうる

工事を行う場合には，当社に対して 1か月前までに連絡し，当社の書面による承諾を得るものとしま

す。当該承諾を拒む場合，当社は合理的な理由を示すものとします。 

(4) お客さまは，本件電力会社又は本件建物に電力を供給している電力会社（本件電力会社又は本件建

物に電力を供給している電力会社から委託を受けて，本件売電契約に基づく受給電力量の検針を実

施する者を含みます。）が，検針を行うため，又は電力量計の設置，修理，交換もしくは検査のため必

要があるときには，本件建物が所在する土地及び本件建物に立ち入ることがあることにつき，異議な

く承諾するものとします。 
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(5) お客さまは，本件電力会社又は本件建物に電力を供給している電力会社が，本件太陽光発電システ

ムにつき，合理的な範囲内で調査することがあること，及び，必要な場合に，本件電力会社又は本件

建物に電力を供給している電力会社（本件電力会社又は本件建物に電力を供給している電力会社か

ら委託を受けて保安業務を実施する者を含みます。），設置担当者（17（太陽光発電システムの設置

等）(1)に定義します。）及び本件太陽光発電システムの販売会社（以下，総称して「本件電力会社等」

といいます。）が，本件建物が所在する土地及び本件建物に立ち入ることがあることにつき，異議なく

承諾するものとします。この場合，当社は，本件電力会社等からかかる立ち入りについての通知を受

け次第，速やかにお客さまにその旨を通知しますが，緊急の場合にはかかる通知が行われない場合

があります。 

17太陽光発電システムの設置等 

(1) 当社は，本件太陽光発電システムの設置工事に関する請負契約（以下，「本件請負契約」といいま

す。）を請負人（以下，「設置担当者」といいます。）との間で締結することにより，設置担当者をして，

本件太陽光発電システムを本件建物の所定の場所に設置させるものとします。 

(2) お客さまは，当社又は当社の指定する第三者（設置担当者を含みます。）に対して，本条(1)による設

置を含む本件太陽光発電システムの設置，保守，運用，取替え等に際して，必要な協力を行うものと

します。 

(3) お客さまは，本件太陽光発電システムを設置するにあたって，本件建物の屋根材，壁材その他の構

成部分の交換や加工等が行われる場合があることにつき，予め承諾するものとします。 

18設置費用 

当社は，設置担当者との契約に従い，本件太陽光発電システムの設置に係る費用を負担します。但し，既

築物件での設置にかかる足場代，実測費用等は，お客さまに事前に通知の上，お客さまにご負担いただき

ます。 

 

19太陽光発電システムの譲渡等 

(1) 当社は，本件契約が有効期間満了により終了した場合，当該終了時点をもって本件太陽光発電シス

テムをお客さまに譲渡するものとし，これにより，本件太陽光発電システム及び本件太陽光発電シス

テムで発電した電気の所有権は，何らの手続きを要することなく当然にお客さまに移転するものとしま

す。 

(2) 本条(1)の譲渡は，本件契約終了時点での本件太陽光発電システムの現状有姿にて行うものとし，当

社はお客さまに対し，本件太陽光発電システムの経年による劣化，性能低下及び不具合について，

一切責任を負わないものとします。 

(3) 本件建物の所有権を第三者に譲渡する場合は，当該第三者をして本件契約におけるお客さまの契約

上の地位を承継させなければならないものとします。当該第三者が本件契約におけるお客さまの契

約上の地位の承継に同意しない場合，当社は，本件契約を解除し，お客さまに対し，当該解除に起因

して当社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。 

 

20修理等措置 

(1) 当社は，本件契約期間中に，本件太陽光発電システムに故障又は不具合を認識した場合には，速や

かに修理，交換，その他当社が適切と考える措置（以下，「修理等措置」といいます。）を行い，本件太

陽光発電システムを良好な状態に保つものとします。ただし，当該修理等措置の遅延等により生じた

損害について，当社は一切責任を負わないものとします。 

(2) お客さまは，当社又は当社の指定する第三者に対して，修理等措置に際して必要な協力を行うものと

します。 
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(3) 修理等措置に要する費用は，当社が負担します。ただし，当該費用負担は，本件太陽光発電システ

ムの設置後 10年以内に修理等措置がなされた場合に限り，お客さまの故意又は過失により発生し

た修理等措置は除きます。 

21不可抗力 

当社またはお客さまは，自らの合理的なコントロールの範囲外であり，かつ，合理的な努力により克服不可

能な事由又は状況（以下，「不可抗力事由」といいます。）の結果として，本件契約上要求される履行に関し

て履行遅延又は履行不能となった場合には，当該履行遅延または履行不能について責任を負わず，当該

履行遅延又は履行不能を理由として本件契約に違反することにはならないものとします。不可抗力事由には，

地震，津波もしくは噴火又はこれらに起因する火災等の天災地変，戦争，内乱，輸送機関の停止，ストライ

キ，本件電力会社または本件建物に電力を供給している電力会社の行為，本件電力会社又は本件建物に

電力を供給している電力会社が管理する機器等の不具合もしくは故障等，法令の新設・改廃，政府の方針

の変更等が含まれるものとします。ただし，不可抗力事由は本条に記載された事由に限定されないものとし

ます。 

22免責 

(1) 当社は，本約款の各条項において特に定める場合を除いては，本件太陽光発電システムのトラブル，

本件建物に生じた雨漏り等（本件太陽光発電システムの設置に係る工事もしくは修理等措置又は本

件太陽光発電システムの故障もしくは不具合を直接の原因とする場合を除く。）,本件電力の本件電力

会社への供給の停止，休止又は中止によりお客さまが被った損害，その他如何なる損害についても，

原因の如何を問わず，一切責任を負わないものとします。このことをお客さまは十分に理解し，予め

異議なく承諾するものとします。 

(2) 当社は，本件太陽光発電システムによる発電量を一切保証しないものとします。 

(3) 本約款のうち，当社の損害賠償責任の全部又は一部を免除する規定が，消費者契約法その他の法

令の強行規定に基づき無効又は適用されない場合には，当該無効又は適用されないとされた規定に

かかわらず，当社は，当該お客さまに生じた損害のうち，直接かつ現実に生じた通常損害に限り，賠

償する責任を負うものとします。 
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Ⅳ契約種別および料金 

23契約種別および電気料金 

(1) 契約種別および電気料金に関する詳細事項等は，「ハウステンボス HOME太陽光でんき料金表」に

て定めます。 

(2) 「ハウステンボス HOME太陽光でんき料金表」では，適用条件，供給電気方式，供給電圧および周波

数，契約電力等，電気料金メニューの適用期間等を定めます。 

(3) 一般送配電事業者が定める「託送供給等約款」や市場価格の変動等により「ハウステンボス HOME

太陽光でんき料金表」の料金単価が変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

Ⅴ電気料金の算定および支払い 

24電気料金の適用開始の時期 

電気料金は，7（契約成立の始期，及び終期，並びに契約期間）で定めた契約期間において，当社の太陽光

発電システムを利用し，電気の供給を開始する日を電気料金の適用開始日とします。 

 

25検針日 

検針は，一般送配電事業者が予定した日に，原則として実施されます。なお，一般送配電事業者においては，

お客さまの属する検針区域に応じて，検針日として予定します。本契約における検針日は，実際に検針を行

った日または検針を行ったものとされる日といたします。 

 

26料金の算定期間 

電気料金の算定期間は，前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下，「検針期間」といいま

す。）といたします。ただし，本件契約開始の際の料金の算定期間は，開始日から直後の検針日の前日まで

の期間とし，本件契約消滅の際の料金の算定期間は，直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたし

ます。 

 

27使用電力量の計量 

使用電力量の計量は，一般送配電事業者により託送供給等約款に従い行われるものといたします。計量

された使用電力量はお客さまにお知らせいたします。 

 

28料金の算定 

(1) 料金は，お客さまの使用電力量にもとづき，需給契約ごとに契約種別の料金を適用して算定いたしま

す。 

(2) 料金は，次の場合を除き，26（料金の算定期間）にて定める算定期間を「1月」として算定いたします。 

イ 本件契約が開始,または消滅した場合 

ロ 契約種別，契約電流，契約容量，契約電力等を変更したことにより，料金に変更があった場合 

 

29日割計算 

(1) 当社は，28（料金の算定）(2)イまたはロの場合は，次により料金を算定いたします。 

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金，または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進

賦課金は，別表 6（日割計算の基本算式）(1)により日割計算をいたします。 
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ロ 従量料金は，日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 3（日割計算の基本算式）

(3)により算定いたします。ただし，電力量区分については，別表 3（日割計算の基本算式）(2)により日

割計算をいたします。 

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金

を除きます。）は，日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 3（日割計算の基本算

式）(4)により算定いたします。 

ニ 本条イ，ロおよびハによりがたい場合は，これに準じて算定いたします。 

(2) 本条(1)により日割計算をするときは，日割計算対象日数には開始日を含み，消滅日を除きます。 

 

30料金の支払義務および支払期日 

(1) お客さまの料金の支払義務は，次の日に発生いたします。 

イ 原則として，検針日といたします。 

ロ 検針日に，一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合

は，当社が受領した日といたします。 

ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社

が料金の算定ができなかった場合は，当社が料金算定を行った日といたします。 

ニ 需給契約が消滅した場合は，消滅日といたします。ただし，特別の事情があって需給契約の消滅日

以降に計量値の確認を行った場合は，その日といたします。 

(2) お客さまの料金は，お客さまが指定された支払方法に応じて，当社が定める支払期日までに支払っ

ていただきます。支払方法および支払期日は，以下のとおりとします。 

イ 口座振替払い 

口座振替の開始までは,1〜2 ヵ月程度かかることがあります。手続きが完了するまでは,現在のお支

払い方法（クレジットカードもしくはコンビニエンスストア払い）でのお支払いとなります。ただし初回の

支払いより指定のない場合は「コンビニエンスストア払い（200円/通（税別））」とさせていただきます。

支払期日は,毎月 27日といたします。ただし，27日が土日祝祭日の場合は，翌営業日といたします。 

ロ クレジットカード払い 

手数料無料でお客さまのクレジットカードよりお引き落としいたします。支払期日は,請求書発行日から，

3歴日目とし，お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 

ハ コンビニエンスストア払い 

「コンビニエンスストア払い請求書発行手数料」として 200円/通（税別）」を料金等とは別にお支払い

いただきます。お控えは領収書を兼ねておりますので大切に保管ください。当社からお客さまに払い

込み用紙を発行後，郵送いたします。支払期日は，発行日から 30日以内といたします。 

(3) 支払期日から 10歴日の間は，32(遅延損害金)に定める，遅延損害金は発生しないものとします。 

 

31料金その他の支払方法 

(1) 料金については毎月，工事費負担金他については都度，当社が指定する方法からお客さまが選択し

た支払方法にてお支払をいただきます。但し，支払方法の選択については，当社が指定した様式によ

りお客さまより予め当社に申し出ていただきます。 

(2) 料金は，支払義務の発生した順序でお支払いをいただきます。 

(3) 本約款によりお支払いを要することとなった料金その他の債務について，当社の定める期日を経過し

たのち相応の期間が過ぎても，お客さまからのお支払いがない場合には，お客さまの氏名，住所，支

払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。 

 

32遅延損害金 

お客さまから，支払期日を経過しても料金その他の債務（遅延損害金および再生可能エネルギー発電促進

賦課金を除きます｡）についてお支払がない場合は，遅延損害金を当社が指定する期日までにお支払をいた

だきます。遅延損害金が発生する起算日は，お客さまが選択された支払方法に応じて，当社が定める支払

期日の翌日といたします。遅延損害金は，起算日からお支払いがなされた日までの日数に応じて，年率
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14.6％の割合で算定し，遅延損害金が発生した月の翌月の料金と合算して請求いたします。なお，閏年の日

を含む期間についても，年あたりの割合は 365日あたりの割合といたします｡また,支払期日から 10暦日の

間は,遅延損害金は発生しないものといたします。 

 

33期限の利益の喪失 

(1) お客さまに次の各号の事由が生じた場合，当社はお客さまに対し何ら催告を要することなく，本件契

約を解除できるものとし，お客さまは当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し

直ちにその一切の債務の弁済するものといたします。なお，当社は解除日を予めお客さまに通知しな

ければならないものといたします。 

イ 支払の停止，又は破産の申立，会社更生手続開始，民事再生開始，任意整理若しくは特別清算開始

の申立があったとき。 

ロ 後見開始決定を受けたとき。 

ハ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

ニ 仮差押え，保全差押，若しくは差押命令，通知が発送されたとき 

ホ 住所変更の届出を怠る等，お客さまに帰責事由がある場合において，お客さまの所在が不明となっ

たとき。 

(2) お客さまに次の各号の事由が生じた場合，当社はお客さまに対し何ら催告を要することなく，本件契

約を解除できるものとし，お客さまは当社の請求によって当社に対する一切の債務の期限の利益を

喪失し直ちにその一切の債務の弁済をするものといたします。なお，当社は解除日を予めお客さまに

通知しなければならないものといたします。 

イ 本件契約者が債務の一部でも遅滞したとき。 

ロ 本件契約の定めに違反したとき。 

ハ 前各号の他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

ニ 担保の目的物に関し差押，又は競売手続の開始があったとき。 

 

34合意管轄 

本件契約に関して生じた一切の紛争については，東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。 
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Ⅵ使用および供給 

35適正契約の保持 

当社において，お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比して不適当であると認められた場合には，す

みやかに適正な契約への変更をしていただきます。 

 

36力率の保持 

需要場所の負荷の力率は，原則として，90パーセント以上に保持していただきます。 

 

37需要場所への立入りによる業務の実施 

当社および一般送配電事業者は，次の業務を実施するため，お客さまの承諾をえてお客さまの土地または

建物に立ち入らせていただくことがあります。お客さまは，当該立ち入りおよび当該業務の実施につき，正当

な理由を示すことなく拒むことはできないものといたします。なお，お客さまのお求めに応じ，係員は所定の

証明書を提示いたします。 

(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事

業者の電気工作物の設計，施工（取付けおよび取外しを含みます。），改修または検査 

(2) 63（保安に対するお客さまの協力）に定める，お客さまの電気工作物の検査等の業務 

(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験，契約負荷設備，契約主開

閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認 

(4) 計量器の検針または計量値の確認 

(5) 45（契約の廃止）(1)，47（契約の解約等）により必要な処置 

(6) その他本約款によって，需給契約の成立，変更もしくは終了等に必要な業務または当社または一般

送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

 

38電気の使用にともなうお客さまの協力 

(1) お客さまの電気の使用が，次の各号にあたり，他のお客さまの電気の使用を妨害もしくは妨害するお

それがある場合，または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を

及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で

行ないます。）には，お客さまの負担で，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していた

だくものとし，とくに必要がある場合には，供給設備を変更し，または専用供給設備を施設して，これ

により電気を使用していただきます。 

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。 

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。 

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合。 

(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は，(1)に

準ずるものといたします。 

 

39違約金 

(1) お客さまが，47(契約の解約等)(1)のニに該当した場合は，本条(2)に定める違約金を，当社へ支払う

ものとします。 

(2) 本条(1)における違約金は，本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と，不正な使

用方法により算定された金額との差額に対し，その 10倍した金額といたします。 

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は，当社にて当該期間を決定いたします。 
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40供給の中止または使用の制限もしくは中止 

(1) 当社または一般送配電事業者は，次の場合には，供給時間中に電気の供給を中止し，またはお客さ

まに電気の使用を制限し，もしくは中止していただくことがあります。 

イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合。 

ロ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場合。 

ハ 非常変災の場合。 

ニ その他保安上必要がある場合。 

(2) 本条(1)の場合には，当社または一般送配電事業者は，あらかじめその旨を広告その他によってお客

さまにお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りではありません。 

(3) 本条(1)の場合には，当社は，料金の減額等は行いません。 

(4) 当社は，次のイ乃至ニのいずれかに該当する場合には，15（停電時の非常用電力としての利用）に

定めるお客さまによる本件電力の利用のための電力供給（以下，「本件非常用電力供給」といいま

す。）を停止することができるものとします。 

イ 本件太陽光発電システムの保守上又は工事上必要な場合。 

ロ 47（契約の解約等）(1)に定める解除事由が発生したと当社が判断した場合。 

ハ 21（不可抗力）に定める不可抗力事由，その他当社の責に帰すべからざる事由により，本件非常用電

力供給が困難になった場合。 

ニ 法令又は行政機関からの命令，勧告等に基づいて本件非常用電力供給を停止する必要がある場合。 

(5) 当社は，本条(4)の規定により本件非常用電力供給を停止しようとするときは，あらかじめその旨をお客

さまに通知します。ただし，緊急やむを得ない場合は，本件非常用電力供給を停止した後，速やかにお

客さまに通知するものとします。 

(6) 当社は，本条(4)及び(5)に基づく本件非常用電力供給の停止によりお客さまが被った損害について，一

切の責任を負わないものとします。 

 

41損害賠償の免責 

(1) 40（供給の中止または使用の制限もしくは中止）(1)によって電気の供給を中止し，または電気の使用

を制限もしくは中止した場合で，当社の責に帰すべからざる理由によるものである場合には，当社は，

お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(2) 47（契約の解約等）により，本件契約を解約した場合もしくは本件契約が消滅した場合には，当社は，

お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 漏電その他の事故が生じた場合で，当社の責に帰すべからざる理由によるものである場合には，当

社は，お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 

 

42設備の賠償 

お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の本件太陽光発電システム，当社または一般送配電

事業者の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合は，当該設備について次の金

額を賠償していただきます。 

イ 修理可能な場合は，当該修理費用。 

ロ 亡失または修理不可能な場は，本件太陽光発電システムの時価に，取替費用もしくは撤去費用を合

計した費用。 
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Ⅶ契約の変更および終了 

43契約の変更 

お客さまが本件契約の変更（お客さまの本件契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みま

す。）を希望される場合は，原則として，当社所定の手続きによって，お客さまよりお申込みをしていただき

ます。 

 

44名義の変更 

相続その他の原因によって，新たなお客さまが，それまで本件契約を締結していたお客さまの当社に対する

本件契約のすべての権利義務を受け継ぎ，引き続き本件契約の継続を希望される場合は，名義変更の手

続きによることができます。名義変更の手続きは，原則として書面により申し出ていただきます。 

 

45契約の廃止 

(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知

していただきます。原則として，当社はお客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための

適当な処置を行ないます。 

(2) 本件契約は，47（契約の解約等）にあたる場合および次の場合を除き，お客さまが当社に通知された

廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は，通知を受けた日に本件契約が

消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により需給を終了させるための処置がで

きない場合は，本件契約は需給を終了させ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。 

 

46需給開始後の契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) お客さまが，契約電流または契約容量を新たに設定し，または増加された日以降 1年に満たない期

間中に，電気の使用を廃止しようとし，または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合に

おいて，当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合は，

当該精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。ただし，非常変災等のやむをえない理由

による場合はこの限りではありません。 

(2) お客さまが，電気の使用を開始された後，契約電流もしくは契約容量の変更を行う場合または本件契

約を終了する場合において，当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算

を求められた場合は，当該精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。ただし，非常変災

等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。 

 

47契約の解約等 

(1) お客さまが次のいずれかに該当し，当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない

場合には，当社は，本件契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。 

イ お客さまが当社に提出した申込書もしくは変更通知又は本件報告等に虚偽又は不正確な記載があっ

た場合，または重要な記載がなかった場合。 

ロ 他人になりすまして各種サービスを利用した場合。 

ハ 他人の権利を侵害し，公序良俗もしくは法令に反し，または他人の利益を害する態様で電気を使用し

た場合。 

ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し，または電気を使用される

場合。 

ホ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合。 

ヘ 37（需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社および一般送配電事業者の係員の立入

りによる業務の実施を，正当な理由なく拒否された場合。 
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ト 38（電気の使用にともなうお客さまの協力）によって必要となる措置を講じられない場合。 

チ 当社のサービスまたは運営を妨げる行為を行う場合。 

リ お客さま又は本件建物が，当社所定の条件を満たさなくなった場合。 

ヌ お客さまが自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合，その他支払停止になった場合。 

ル お客さまが差押，仮差押，仮処分の申立，もしくは滞納処分を受けた場合，破産手続開始，民事再生

手続開始の申立を受けた場合，もしくはこれらの申立を自らした場合。 

ヲ お客さまの信用状態が著しく悪化したと認められる場合。 

ワ お客さまが本件建物を建て替える場合。 

カ お客さまが本規約等に違反し，是正の通知送付後 7日以内にその違反が是正されない場合。 

ヨ お客さまが，「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成 3年法律第 77号，その後

の改正を含む。）第 2条第 6号に定める暴力団員又はこれに類する者に該当すると当社が判断した

場合。 

タ お客さまが死亡し又は制限行為能力者となった場合。 

レ 本件契約締結後，当社又は当社が指定する第三者が本件建物を調査した結果，本件建物に本件契

約で定める太陽光発電システムを設置することができない又は設置が困難であることが判明した場

合。 

ソ 本件契約成立後，本件売電契約が締結されなかった場合。 

ツ 法令もしくはガイドラインの変更，行政指導その他の制度変更又はその他の事情により，本件契約の

継続が困難であると当社が判断した場合。 

ネ 地震・津波・噴火もしくはそれらに起因する火災又は 21（不可抗力）に定める不可抗力事由（ただし，

台風及び落雷を除きます。）により，本件太陽光発電システムに故障又は不具合が生じた場合。 

ナ 前イ乃至ヨに掲げる事項のほか，33（期限の利益の喪失）の要件に一つでも該当した場合，もしくは本

件契約の継続が，当社の業務の遂行に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあること等を理由として当

社が本件契約を継続しないことを決定した場合。 

(2) お客さまは，本条(1)イ乃至ヲの事象が生じた場合又は生じるおそれが発生した場合には，直ちに当社

に通知するものとします。また，お客さまは，本条(1)ワに該当することとなる場合には，その 1か月前ま

でに当社にその旨通知するものとします。 

(3) 当社による本条(1)に基づく解約は，お客さまに対する損害賠償請求権を行使することを妨げません。 

(4) お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，本件契約を解約することがあります。なお，こ

の場合には，原則として解約の 15日前までに書面にてお知らせいたします。当該書面の発行につい

ては，1通あたり手数料 200円を，お客様にお支払いいただきます。お客さまが支払を要する額は，発

行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。 

イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20日経過してなお支払われない場合。 

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金につき，支払期日をさらに 20

日経過してなお支払われない場合。 

ハ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（遅延損害金，違約金，工事費負担金そ

の他この約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合。 

二その他お客さまがこの約款に違反した場合。 

(5) お客さまが，45（契約の廃止）(1)に定めた通知をされないで，その需要場所から移転され，電気を使用

されていないことが明らかな場合には，当社が需給を終了させるための処置を行った日に本件契約は

消滅するものといたします。 

(6) お客さまは，本件契約を解約しようとする場合は，解約しようとする日の 1か月前までに書面によりそ

の旨を当社に通知し，本件契約を解約することができるものとします。 

 

48解約違約金 

(1) 7（契約成立の始期，及び終期，並びに契約期間）にて定める最低利用期間内に，本件契約が消滅した

場合には，当社が定める支払期日までに以下の①と②から算定された額をあわせた解約違約金をお

支払いいただきます。ただし，自然災害等の不可抗力により，当社からお客さまに電気を供給できない

状態になり，解約にいたった場合は除きます。解約違約金について支払を要する額は，解約違約金に
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消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。なお，当該支払期日までにお支払いがな

い場合，支払期限の翌日からお支払いになるまで年 14.6％の割合による遅延損害金が発生します。ま

た，当社は，解約違約金の回収を当社の指定する第三者に委託する場合があります。 

 

 

(2) 供給開始前にキャンセルした場合は，クーリングオフ対象期間を除き，本件契約成立日から当社がキ

ャンセル受付時に指定した日を本件契約期間とします。 

(3) 本件建物の所有権を第三者に譲渡する場合は，解約違約金は適用されないものとします。ただし，本

件建物の所有権を第三者に譲渡する場合，当該第三者をして本件契約におけるお客さまの契約上の

地位を承継させなければならないものとします。当該第三者が本件契約におけるお客さまの契約上の

地位の承継に同意しない場合，当社は，本件契約を解除し，お客さまに対し，当該解除に起因して当

社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。 

 

49解除及び解約の効力 

理由の如何を問わず，本約款等に定める解除及び解約は，当該解除又は解約の日から将来に向かって本

件契約を終了するものとし，支払済みの本利用対価には何らの影響も与えないものとします。 

 

手数料名 本件契約期間 
金額（税抜） 

① ①解約違約金 

 

本件太陽光システムの 

太陽電池容量１kWあたり 

本件契約成立から 

料金適用開始日の前日まで 

  300,000 

料金適用開始日から１年未満 
  300,000 

料金適用開始日から２年未満 
  270,000 

料金適用開始日から３年未満 
  240,000 

料金適用開始日から４年未満 
  210,000 

料金適用開始日から５年未満 
  180,000 

料金適用開始日から６年未満 
  150,000 

料金適用開始日から７年未満 
  120,000 

料金適用開始日から８年未満 
   90,000 

料金適用開始日から９年未満 
   60,000 

料金適用開始日から１０年未満 
   30,000 

② 本件太陽光システムの撤去費用 
   実費 
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50太陽光発電システムの撤去，原状復旧等 

(1) 本件太陽光発電システムが屋根等に設置された後において，本件契約が有効期間満了前に，解除又

は解約により終了した場合，当社は，本件太陽光発電システムを撤去するものとします。 

(2) 当社は，本条(1)に基づく本件太陽光発電システムの撤去義務のみを負い，本件建物を原状に復する

義務を負わないものとします。お客さまは，太陽光発電システムの撤去に際し，本件建物の屋根材，壁

材その他の構成部分の交換や加工等による工事痕が原状に復旧されるわけではないことを理解し，予

め異議なく承諾するものとします。 

(3) 本条(1)に基づく本件太陽光発電システムの撤去にかかる費用は，お客さまが負担するものとします。 

(4) お客さまが撤去を希望されない場合は,原則として解除・解約日の 1か月前までに,お客さまから書面に

より申し出ていただきます。 

 

51禁止される行為等 

(1) 本件契約の有効期間中，お客さまは，以下に定める行為を行ってはならないものとします。 

イ 本条(3)に定める場合を除き，本件契約における契約上の地位，もしくは本件契約に基づく権利の全

部もしくは一部を第三者に譲渡し，又はこれに質権，譲渡担保その他の担保権を設定し，又は本件契

約に基づく義務を第三者に引き受けさせること 

ロ 本件太陽光発電システムに当社の事前の同意なく抵当権，質権，譲渡担保その他の担保権を設定

すること 

ハ 本件太陽光発電システム設置後，本件建物の屋根等に本件太陽光発電システムへの太陽光の照射

を妨げる設備を設置すること 

ニ 本件電力を第三者に譲渡又は供給すること 

ホ 本件太陽光発電システムに対して，改造その他の変更を加えること 

ヘ 14（屋根等の利用）(1)により当社が利用する本件建物の屋根等の部分を，第三者に賃貸すること 

(2) お客さまが本条(1)で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合，当社は 47

（契約の解約等）(1)タに基づき本件契約を解除することができます。 

(3) お客さまは，本件建物の所有権を第三者に譲渡する場合，当該第三者をして本件契約におけるお客さ

まの契約上の地位を承継させなければならないものとします。当該第三者が本件契約におけるお客さ

まの契約上の地位の承継に同意しない場合，当社は，本件契約を解除し，お客さまに対し，これに起因

して当社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。 

(4) お客さまは，本件建物（14（屋根等の利用）(1)により当社が利用する本件建物の屋根等の部分を除く。）

を第三者に賃貸する場合，当該第三者に対し本件契約の存在及び内容を十分説明すると共に，当該

第三者をして当社の本件契約に基づく本件建物の利用に協力させなければならないものとします。当

該第三者が当社の本件契約に基づく本件建物の利用を不当に妨害した場合，当社は，本件契約を解

除し，お客さまに対し，当該解除に起因して当社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。 

 

52事故処理 

お客さまは，お客さまの故意又は過失により，第三者から本件契約に起因し，苦情もしくは相談を受け，又は

紛議が生じた場合には，お客さまの費用と責任をもってこれらに対処し，その解決にあたるものとし，当社は一

切責任を負わないものとします。 

 

53契約消滅後の債権債務関係 

本件契約期間中の料金その他の債権債務は，需給契約の消滅によっては消滅いたしません。 
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Ⅷ供給方法および工事 

54需給地点および施設 

(1) 電気の需給地点（電気の需給が行なわれる地点をいいます。）は，託送供給等約款における供給地点

といたします 

(2) 需給地点に至るまでの供給設備，付帯設備（供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。）

およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。 

 

55計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置は，原則として一般送配電事業者の所有とし，一般

送配電事業者の負担で取り付けます。ただし，とくに多額の費用を要する場合は，お客さまの所有とし，

お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 

(2) 計量器およびその付属装置の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，検針検査ならびに取付けおよび

取外し工事が容易な場所とし，お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。 

(3) 計量器およびその付属装置の取付場所は，お客さまから無償で提供していただきます。また，本条(1)によ

りお客さまが施設するものについては，一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 

(4) 一般送配電事業者は，記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気

工作物を使用することがあります。この場合には，一般送配電事業者が無償で使用できるものといたし

ます。 

(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事を

する場合には，当社は，実費をお客さまから申し受けます。 

 

56電流制限器等の取付け 

(1) 需要場所の電流制限器等は，一般送配電事業者の所有とし，一般送配電事業者の負担で取り付けま

す。 

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所はお客さまから無償で提供していただ

きます。 

(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，

当社は，実費相当額をお客さまから申し受けます。 

  



20 

 

Ⅸ工事費の負担 

57工事費負担金 

お客さまが，新たに電気を使用もしくは契約容量等を増加され，これにともない新たに供給設備を施設する場合,

または，新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで，お客さまの希望で供給設備を変更する

場合,または,本件契約による本件太陽光システム設置に係る供給設備を変更する場合において，当社が託送供

給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の負担を求められた際，当社は当該工事費の実費を工事費負

担金としてお客さまから申し受ける場合があります。 

 

58工事費負担金の申受けおよび精算 

当社が託送供給等約款に基づき 57（工事費負担金）の工事費負担金を求められる場合は，工事費負担金を

工事着手前に，お客さまより申し受ける場合があります。なお，工事完成後に託送供給等約款に基づき精算さ

れたのち，当社はすみやかにお客さまより申し受けた額につき精算を行うものとします。 

 

59需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 

本件太陽光発電システム又は供給設備の一部または全部を施設した後，お客さまの都合により需給開始に

至らずに本件契約を廃止または変更される場合は，当社は，託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者

から請求された費用の実費をお客さまから申し受ける場合があります。なお，実際に供給設備の工事を行な

わなかった場合であっても，測量監督等に費用を要した場合は，その実費を申し受ける場合があります。  
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Ⅹ調査および保安に対するお客さまの協力 

60保安の責任 

一般送配電事業者は，需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の

電気工作物について，保安の責任を負います。 

 

61調査 

一般送配電事業者は，法令で定めるところにより，お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうか

を調査いたします。 

 

62調査に対するお客さまの協力 

(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完成したとき，すみやかにその

旨を一般送配電事業者の登録調査機関に通知していただきます。 

(2) 一般送配電事業者は，61（調査）を行うにあたり，必要があるときは，お客さまの承諾をえて電気工作

物の配線を提示していただきます。 

 

63保安に対するお客さまの協力 

(1) 次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。一般

送配電事業者は，通知受領後ただちに適当な処置をいたします。 

イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故

障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ お客さまが，お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそ

れがあり，それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) お客さまが，一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件（発電設備を含みます。）

の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知してい

ただきます。また，物件の設置，変更または修繕工事をされた後，その物件が一般送配電事業者の供

給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知し

ていただきます。これらの場合において，保安上とくに必要があるときには，一般送配電事業者は，お

客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。 
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Ⅺその他 

64手数料等 

(1) 当社は，お客さまからの申出があった場合は，お客さまに係る請求書（クレジットカードによるお支払い

の方は利用明細書），領収書（口座振替によるお支払いの方のみ）および期間を通じての支払証明書

（最大 10年）を書面にて発行いたします。 

(2) 本条(1)の書面を発行する場合は，次の発行手数料をお支払いただきます。発行手数料について支払

を要する額は，発行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65反社会的勢力の排除 

(1) お客さまには，本件契約の締結時点および将来にわたって，次のいずれにも該当しないことを表明

し保証していただきます。 

イ 暴力団員（暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む）が集団的にまたは常

習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体）の構成員） 

ロ 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって，暴力団の威力を背景に暴力

的不法行為等を行うおそれがある者，または暴力団もしくは暴力団員に対し資金，武器等の供給を

行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し，もしくは関与する者） 

ハ 暴力団関係企業の構成員（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業，準構成員もしくは元

暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは

関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協

力している企業の構成員） 

ニ 総会屋等（総会屋，会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれ

があり，市民生活の安全に脅威を与える者 

ホ 社会運動等標榜ゴロ（社会運動もしくは政治活動を仮装し，または標榜して，不正な利益を求めて暴

力的不法行為等を行うおそれがあり，市民社会の安全に脅威を与える者） 

ヘ 特殊知能暴力集団等（イからホに掲げる者以外の，暴力団との関係を背景に，その威力を用い，また

は暴力団との資金的なつながりを有し，構造的な不正の中核となっている者） 

ト その他前各号に準ずる者 

(2) 当社は，お客さまが(1)に違反していることが判明した場合，またはお客さまが(1)に違反している疑いが

あると当社が認めた場合には，ただちに本件契約を解約いたします。 

 

 

  

手数料名 金額（税抜） 

発行手数料 

請求書，利用明細書，領収書 1通につき 200円 

支払い証明書 1通につき 1，000円 
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附則 

1本約款の実施期日 

(1) 本約款は,平成 29年 12月 27日から実施した約款を改正したものであり,2（約款の変更）に基づき,北

海道エリア,東北エリア,中国エリア,四国エリア,九州エリアへの供給開始に伴い,本約款の該当する条

項を変更および追加し,平成 30年 11月 1日より適用いたします。 

(2) 本約款は, 平成 29年 12月 27日から実施した約款を改正したものであり,2（約款の変更）に基づき,

九州エリアの燃料費調整額の算定方法の変更に伴い,本約款の該当する条項を変更および追加し,平

成 31年 4月 1日より適用いたします。 

(3) 本約款は, 平成 29年 12月 27日から実施した約款を改正したものであり,2（約款の変更）に基づき,

東京エリアと中部エリアの最低月額料金の変更に伴い, 「ハウステンボス HOME太陽光でんき料金表  

6.料金（2）」を変更および追加し,平成 31年 4月 1日より適用いたします。 

 

 

 

別表 

1再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措置法第 16条第 2項に定

める納付金単価に相当する金額とし，電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法第 12条第 2項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下，「納付金単価を定める告

示」といいます。）および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお，当社は，再生可能

エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，当該再生可能エネルギー発電促進賦課金

単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5月の起算日から翌年の 5月の起算日の前日

までの期間に使用される電気に適用いたします。 

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー

発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 

なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数

は，切り捨てます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で，

お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は，お客さ

まからの申出の直後の 5月の起算日から翌年の 5月の起算日（お客さまの事業所が再生可能エネルギ

ー特別措置法第 17条第 5項または第 6項の規定により認定を取り消された場合は，その直後の起算

日といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促

進賦課金は，イにかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額か

ら，当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17条第 3項に規定する政令で定める割合として電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた

金額（以下，「減免額」といいます。）を差し引いたものといたします。なお，減免額の単位は，1円とし，そ

の端数は，切り捨てます。 
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2燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値にも

とづき，次の算式によって算定された値といたします。なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100

円未満の端数は，10円の位で四捨五入いたします。 

 

平均燃料価格＝Ａ×α ＋Ｂ×β ＋Ｃ×γ  

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

 

α ，β ，および γ は，料金種別ごとに以下の通りといたします。 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 北海道エリア α ＝0.4699 β ＝0.7879 - 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 東北エリア α ＝0.1152 β ＝0.2714 γ ＝0.7386 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 東京エリア α ＝0.1970 β ＝0.4435 γ ＝0.2512 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 中部エリア α ＝0.0275 β ＝0.4792 γ ＝0.4275 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 関西エリア α ＝0.0140 β ＝0.3483 γ ＝0.7227 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 中国エリア α ＝0.1543 β ＝0.1322 γ ＝0.9761 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 四国エリア α ＝0.2104 β ＝0.0541 γ ＝1.0588 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 九州エリア α ＝0.1490 β ＝0.2575 γ ＝0.7179 

 

なお，各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格，1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は，1円とし，その端数は，小数点以

下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価は，契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお，燃料費調整単価の単位は，1銭とし，その端数は，小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が(ﾊ)基準燃料価格を下回る場合 

 

（2）の基準単価 

燃料費調整単価＝（基準燃料価格－平均燃料価格） ×  

1，000 

(ﾛ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が(ﾊ)基準燃料価格を上回る場合 

（2）の基準単価 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－基準燃料価格） ×  

1，000 
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(ﾊ) 基準燃料価格は以下の通りといたします。 

 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 北海道エリア 37，200円 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 東北エリア 31，400円 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 東京エリア 44，200円 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 中部エリア 45，900円 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 関西エリア 27，100円 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 中国エリア 26，000円 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 四国エリア 26，000円 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 九州エリア 27，400円 

 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は，その平均燃料価

格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

(ｲ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，次のとおりといたします。 

 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間 6月ご使用分 

毎年 2月 1日から 4月 30日までの期間 7月ご使用分 

毎年 3月 1日から 5月 31日までの期間 8月ご使用分 

毎年 4月 1日から 6月 30日までの期間 9月ご使用分 

毎年 5月 1日から 7月 31日までの期間 10月ご使用分 

毎年 6月 1日から 8月 31日までの期間 11月ご使用分 

毎年 7月 1日から 9月 30日までの期間 12月ご使用分 

毎年 8月 1日から 10月 31日までの期間 翌年 1月ご使用分 

毎年 9月 1日から 11月 30日までの期間 翌年 2月ご使用分 

毎年 10月 1日から 12月 31日までの期間 翌年 3月ご使用分 

毎年 11月 1日から翌年の 1月 31日まで

の期間 

翌年 4月ご使用分 
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ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は，その 1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。  

毎年 12月 1日から翌年の 2月 28日まで

の期間 

（翌年が閏年となる場合は，翌年の 2月 29

日までの期間） 

翌年 5月ご使用分 
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(1) 基準単価 

基準単価は，平均燃料価格が 1，000円変動した場合の値といたします。 

 

イ ハウステンボス HOME太陽光でんき 関西エリア、中国エリア、四国エリア 

 

 

ロ イ以外 

 

 

 

 

   税抜額 

ハウステンボス HOME太陽光 

でんき 関西エリア 従量電灯 A 

最低料金 
1契約につき最初の 

15キロワット時まで 
2円 47銭 5厘 

従量料金 
上記をこえる 

１キロワット時について 
16銭 5厘 

ハウステンボス HOME太陽光 

でんき 中国エリア 従量電灯 A 

最低料金 
1契約につき最初の 

15キロワット時まで 
3円 68銭 0厘 

従量料金 
上記をこえる 

１キロワット時について 
24銭 5厘 

ハウステンボス HOME太陽光 

でんき 四国エリア 従量電灯 A 

最低料金 
1契約につき最初の 

11キロワット時まで 
2円 15銭 4厘 

従量料金 
上記をこえる 

１キロワット時について 
19銭 6厘 

  税抜額 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 北海道エリア 

従量電灯 B 
1キロワット時につき 19銭 7厘 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 東北エリア 

従量電灯 B 
1キロワット時につき 22銭 1厘 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 東京エリア 

従量電灯 B,従量電灯 C 
1キロワット時につき 23銭 2厘 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 中部エリア 

従量電灯 B,従量電灯 C 
1キロワット時につき 23銭 3厘 

ハウステンボス HOME太陽光でんき 九州エリア 

従量電灯 B 
1キロワット時につき 13銭 6厘 
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(2) 燃料費調整単価等の掲示 

当社は，(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格，1 トン当たりの平

均液化天然ガス価格，1 トン当たりの平均石炭価格および本条(1)ロによって算定された燃料費調整単価を

当社の指定するホームページで公開いたします。 

 

3日割計算の基本算式 

日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

(1) 基本料金，最低月額料金を日割りする場合 

 

 

 

(2) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 

28（料金の算定）の場合は，料金種別ごとに算定期間の使用電力量により算定いたします。 

 

(3) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金に適用される再生可能エネルギー

発電促進賦課金を除きます。）を算定する場合は，料金の算定期間の使用電力量により算定いたしま

す。 

 

4提供エリア 

 

提供エリア 都道府県名 

北海道電力エリア 北海道 

東北電力エリア 青森県，秋田県，山形県，岩手県，宮城県，福島県，新潟県 

東京電力エリア 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 

中部電力エリア 愛知県，長野県，静岡県（一部を除く），岐阜県（一部を除く），三重県（一

部を除く） 

関西電力エリア 滋賀県，京都府，大阪府，奈良県，和歌山県，兵庫県（一部を 

除く），福井県の一部，三重県の一部 

中国電力エリア 鳥取県，島根県（一部を除く），岡山県，広島県，山口県（一部 

を除く），兵庫県の一部，香川県の一部，愛媛県の一部 

四国電力エリア 徳島県，高知県，香川県（一部を除く），愛媛県（一部を除く） 

九州電力エリア 福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県 

 

但し離島を除くものとする。 

 

 

 

 

日割計算対象日数 

検針期間の日数 
１月の該当料金 × 
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ハウステンボス HOME太陽光でんき料金表 
 

本約款における，電気料金およびその請求等の条件についてはこの料金表において，当社が定めます。 

 

1契約種別 

契約種別は，次のとおりといたします。 

需要区分 契 約 種 別 

電 

灯 

需 

要 

北海道エリア 従量電灯 B 

東北エリア 従量電灯 B  

東京エリア 従量電灯 B , C 

中部エリア 従量電灯 B , C 

関西エリア 従量電灯 A  

中国エリア 従量電灯 A  

四国エリア 従量電灯 A  

九州エリア 従量電灯 B  

 

2適用条件・範囲 

(1) 供給地 

供給地は以下の通りであること。 

北海道エリア 北海道電力管内 

東北エリア 東北電力管内 

東京エリア 東京電力管内 

中部エリア 中部電力管内 

関西エリア 関西電力管内 

中国エリア 中国電力管内 

四国エリア 四国電力管内 

九州エリア 九州電力管内 

 

(2) 契約電流・容量 

電灯または小型機器を使用する需要で，以下に該当するものに適用いたします。 

 

北海道エリア 

東北エリア 

東京エリア 

中部エリア 

九州エリア 

従量電灯 B 
契約電流が 30 アンペア以上であり，かつ，60 アンペア

以下であること。 

東京エリア 

中部エリア 
従量電灯 C 

契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり，かつ，原

則として 50 キロボルトアンペア未満 であること。 

関西エリア 

中国エリア 

四国エリア 

従量電灯 A 

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。 

 

 

3北海道エリア,東北エリア,東京エリア，中部エリア,九州エリア 従量電灯 B 

(1) 契約電流・契約容量・最⼤需要容量 
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イ 契約電流は， 30アンペア，40アンペア，50アンペアまたは 60アンペアのいずれかとし，お客さまの

申出によって定めます。 

ロ 当社は，契約電流に応じて，電流制限器その他の適当な装置(以下，｢電流制限器等」といいます。）

または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし，お客さまにおいて使用する最⼤電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最⼤電流が契約電流をこえるおそれがないと認めら

れる場合には，当社は，電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

(2) 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 50ヘルツまたは 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 100ボルトもしくは 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。 

 

4 関西エリア,中国エリア,四国エリア 従量電灯 A 

(1)  契約電流・契約容量・最⼤需要容量 

イ 使用する最大容量（以下,「最大需要容量」といいます。）が１キロボルトアンペア未満であること。 

ロ 最大需要容量が 6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社

との協議によって行ないます。 

(2) 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 50ヘルツまたは 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 100ボルトもしくは 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。 

 

5 東京エリア,中部エリア 従量電灯 C 

(1)  契約電流・契約容量・最⼤需要容量 

契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として 50 キロボルトアンペア未満 であること。 

(2) 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 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 ヘルツまたは 50 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，技術上または当社の供給設備 の都合でやむをえない場合には，交流

単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 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。  

(3) 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。  

(4) 契約容量 

イ 契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている 場合等は，

各契約負荷設備ごとに〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといた します。）に次の係
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数を乗じてえた値といたします。ただし，差込口の数と電気機器の数が異 なる場合等特別の事情が

ある場合は（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を 定めます。 

 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には，契約容量は， (ｲ)にか

かわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき（契約容量および契約電力の算定 方法）により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していた だきます。 なお，当社は，

契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認いたします。 

 

6料金 

料⾦は，基本料金，従量料金および別表 1（再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦）(3)によって算定された再

⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の合計といたします。ただし，従量料⾦は，別表 2（燃料費調整）(1)イに

よって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）(1)ロ(ﾊ)を下回る場合は，別表 2（燃料費調整）(1)ニ

によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均

燃料価格が別表 2（燃料費調整）(1)ロ(ﾊ)を上回る場合は，別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃

料費調整額を加えたものといたします。 

 

(1) 基本料金単価および従量料金単価 

  基本料金単価 従量料金単価 

北海道エリア 従量電灯 B 
契約電流 10アンペア

につき 
00円 00銭 

１キロワット時

につき 
33円 07銭 

東北エリア 従量電灯 B 
契約電流 10アンペア

につき 
00円 00銭 

１キロワット時

につき 
27円 84銭 

東京エリア 

従量電灯 B 
契約電流 10アンペア

につき 
00円 00銭 

１キロワット時

につき 
26円 48銭 

従量電灯 C 
契約容量 1 キロボルト

アンペアにつき 
00円 00銭 

１キロワット時

につき 
29円 34銭 

中部エリア 

従量電灯 B 
契約電流 10アンペ

アにつき 
00円 00銭 

１キロワット時

につき 
26円 48銭 

従量電灯 C 
契約容量 1 キロボルト

アンペアにつき 
00円 00銭 

１キロワット時

につき 
28円 52銭 

関西エリア 従量電灯Ａ １契約につき 00円 00銭 
１キロワット時

につき 
22円 41銭 

中国エリア 従量電灯Ａ １契約につき 00円 00銭 
１キロワット時

につき 
25円 53銭 

四国エリア 従量電灯Ａ １契約につき 00円 00銭 
１キロワット時

につき 
25円 82銭 

九州エリア 従量電灯 B 
契約電流 10アンペ

アにつき 
00円 00銭 

１キロワット時

につき 
25円 37銭 
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(2) 最低月額料金 

本項(1)によって算定された基本料金と従量料金と燃料費調整額の合計と,「ハウステンボス HOME太

陽光でんき「自家消費サービス」利用規約」によって算定された基本料金と従量料金との合計が次の最

低月額料金を下回る場合は，その 1月の料金は，次の最低月額料金，燃料費調整額，および別表 1

（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された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。なお, 自家消費分の使用量については,燃料費調整額と再生可能エネルギー発電

促進賦課金は課金対象外といたします。 

 

 

 

  

  最低月額料金 

北海道エリア 従量電灯 B １契約につき 250円 80銭 

東北エリア 従量電灯 B １契約につき 261円 80銭 

東京エリア 
従量電灯 B １契約につき 235円 84銭 

従量電灯 C 契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 203円 71銭 

中部エリア 
従量電灯 B １契約につき 258円 50銭 

従量電灯 C 契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 203円 71銭 

関西エリア 従量電灯 A １契約につき 417円 59銭 

中国エリア 従量電灯 A １契約につき 346円 29銭 

四国エリア 従量電灯 A １契約につき 412円 50銭 

九州エリア 従量電灯 B １契約につき 314円 60銭 


