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本　　　則

１　適　　　用
　この料金表は，東京電力パワーグリッド株式
会社が定める託送供給等約款およびその他の供
給条件等（以下「託送約款等」といいます。）
にもとづき，東京電力パワーグリッド株式会社
が接続供給を行なう地域（電気事業法第２条第
１項第８号イに定める離島を除きます。）に適
用いたします。

２　契 約 種 別
　この料金表の契約種別は，「ぐっとずっと。
プラン シンプルコース〔東京電力エリア〕（以
下『シンプルコース』といいます。）」といたし
ます。

３　料金表の変更
（１）　当社は，この料金表を変更することがあり

ます。この場合には，あらかじめお客さまに
変更後の内容をお知らせし，お客さまから異
議の申出がないときは，契約期間満了前で
あっても，電気料金その他の供給条件は，変
更後の料金表によります。

（２）　消費税および地方消費税の税率が変更され
た場合には，当社は，変更された税率にもと
づき，この料金表を変更いたします。この場
合，契約期間満了前であっても，電気料金そ
の他の供給条件は，変更後の料金表によりま
す。

（３）　東京電力パワーグリッド株式会社が定める
託送約款等の変更または法令の制定もしくは
改廃により，この料金表を変更する必要が生
じた場合，当社は，変更後の託送約款等また
は法令をふまえ，この料金表を変更すること
があります。この場合，契約期間満了前であっ
ても，電気料金その他の供給条件は，変更後
の料金表によります。

（４）　当社は，この料金表を変更する場合，変更
前は，変更しようとする内容を，変更後は，
変更した内容，需給契約が成立した日，供給
地点特定番号ならびに当社の名称および所在
地を，電磁的方法等によりお客さまにお知ら
せいたします。この場合，お客さまが希望さ
れるときを除き，当該変更の内容以外のお知

らせについては省略することがあります。

４　適 用 範 囲
　電気サービス約款〔中国電力エリア以外〕（以
下「サービス約款」といいます。）の電灯需要 

（最大需要容量６キロボルトアンペア未満）の
適用範囲に該当し，契約電流が60アンペア以下
である需要で，お客さまが１年を通じてこのシ
ンプルコースの適用を受けることを希望される
場合に適用いたします。

５　料　　　金
　料金は，電力量料金およびサービス約款別表
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，電力量
料金は，別表１（燃料費調整）（１）イによっ
て算定された平均燃料価格が44,200円を下回る
場合は，別表１（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１（燃料費調整）（１）イによって算
定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合
は，別表１（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）　電力量料金
　　　電力量料金は，その１月の使用電力量に

よって算定いたします。

１キロワット時につき 26円09銭

（２）　最低月額料金
　　　（１）によって算定された電力量料金が次

の最低月額料金を下回る場合は，その１月の
料金は，次の最低月額料金およびサービス約
款別表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。

１契約につき 3,300円00銭

　　　ただし，次の期間の料金は，電力量料金お
よびサービス約款別表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。
イ　電気の供給を開始した場合の開始日から
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直後の託送約款等に定める検針日（以下「検
針日」といいます。）の前日までの期間

ロ　需給契約が消滅した場合の直前の検針日
から消滅日の前日までの期間

ハ　契約種別を変更した場合の変更日を含む
料金の算定期間

　　　なお，記録型計量器により計量する場合で，
東京電力パワーグリッド株式会社があらかじ
め当社に託送約款等に定める計量日（以下「計
量日」といいます。）を通知したときは，イ
およびロにいう検針日は，計量日といたしま
す。

６　払込票発行手数料
　お客さまが振込払いで料金を支払われる場合
の払込票発行手数料は，次のとおりといたしま
す。

１契約１料金算定期間につき 55円00銭

７　そ の 他
　この料金表に定めのない規定については，
サービス約款の電灯需要（最大需要容量６キロ
ボルトアンペア未満）にかかわる規定によりま
す。
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（２）別表１（燃料費調整）の基準単価については，
別表１（燃料費調整）（２）にかかわらず，
次の通りといたします。

１キロワット時につき 22銭8厘

附　　　則

１　実 施 期 日
　この料金表は，2019年10月１日から実施いた
します。

２　この料金表の実施にともなう切替措置
　2019年９月30日以前から需給契約が継続し，
2019年10月１日から2019年10月31日までの間に
当社が支払いを受ける権利が確定する本則６

（払込票発行手数料）の手数料については，本
則６（払込票発行手数料）にかかわらず，次の
とおりといたします。

１契約１料金算定期間につき 54円00銭

３　消費税法の改正にともなう経過措置
　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜
本的な改革を行うための消費税法の一部を改正
する等の法律等の一部を改正する法律（平成28
年11月28日法律第85号）第１条の規定により読
み替えて適用される消費税法附則（平成24年８
月22日法律第68号）第５条第２項の適用を受け
る，2019年９月30日以前から需給契約が継続し，
2019年10月１日から2019年10月31日までの間に
当社が支払いを受ける権利が確定する料金

（2019年10月１日以降初めて当社が支払いを受
ける権利が確定する日が2019年11月１日以降で
ある料金については，当該確定した料金のうち，
消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部
を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358
号〕第１条の規定により読み替えて適用される
消費税法施行令附則〔平成26年９月30日政令第
317号〕第４条第３項で定める部分に限ります。）
の算定における料金率および基準単価について
は，次のとおりといたします。

（１）　本則５（料金）の料金率については，本則
５（料金）にかかわらず，次のとおりといた
します。
イ　電力量料金

１キロワット時につき 25円62銭

ロ　最低月額料金

１契約につき 3,240円00銭
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（ロ）　１キロリットル当たりの平均燃料価格
が44,200円を上回る場合

　　　　燃料費調整単価
　　　　＝（平均燃料価格－44,200円）

×
（２）の基準単価

1,000
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，（ロ）の場合
を除き，次のとおりといたします。

別　　　表

１　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＝0.1970
　　　　β＝0.4435
　　　　γ＝0.2512
　　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
　　燃料費調整単価は，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44,200円を下回る場合

　　　　燃料費調整単価
　　　　＝（44,200円－平均燃料価格）

×
（２）の基準単価

1,000
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いう検針日は，計量日といたします。
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。

（２）　基準単価
　　　基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動

した場合の値とし，次のとおりといたします。

１キロワット時につき 23銭2厘

（３）　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（１）ロ
によって算定された燃料費調整単価を当社の
ホームページにてお知らせいたします。

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

その年の５月の検針
日から６月の検針日
の前日までの期間

毎年２月１日から
４月30日までの期間

その年の６月の検針
日から７月の検針日
の前日までの期間

毎年３月１日から
５月31日までの期間

その年の７月の検針
日から８月の検針日
の前日までの期間

毎年４月１日から
６月30日までの期間

その年の８月の検針
日から９月の検針日
の前日までの期間

毎年５月１日から
７月31日までの期間

その年の９月の検針
日から10月の検針日
の前日までの期間

毎年６月１日から
８月31日までの期間

その年の10月の検針
日から11月の検針日
の前日までの期間

毎年７月１日から
９月30日までの期間

その年の11月の検針
日から12月の検針日
の前日までの期間

毎年８月１日から
10月31日までの期間

その年の12月の検針
日から翌年の１月の
検針日の前日までの
期間

毎年９月１日から
11月30日までの期間

翌年の１月の検針日
から２月の検針日の
前日までの期間

毎 年10月 １ 日 か ら
12月31日までの期間

翌年の２月の検針日
から３月の検針日の
前日までの期間

毎年11月１日から翌
年の１月31日までの
期間

翌年の３月の検針日
から４月の検針日の
前日までの期間

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）

翌年の４月の検針日
から５月の検針日の
前日までの期間

（ロ）　記録型計量器により計量する場合で，
東京電力パワーグリッド株式会社があら
かじめ当社に計量日を通知したときは，
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，（イ）に準ずる
ものといたします。この場合，（イ）に
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