au でんき需給約款 新旧対照表（平成 31 年 2 月 21 日実施）

改定後（新）

改定前（旧）

6 需給契約の申込み

6 需給契約の申込み

(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は，あらかじめ本約款およ

(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は，あらかじめ本約款を承

びお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般

認のうえ，当社所定の様式によって申込みをしていただきます。

送配電事業者」といいます。）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。）を遵守することを承認のうえ，当社所
定の様式によって申込みをしていただきます。
なお，本約款によって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，お

なお，本約款によって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，お

客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には，お客さまの

客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には，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

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。

す。

(2) 略

(2) 略

8 需要場所

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

(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，(2)および(3)によります。ただし，当社は，当該一般送配電事

がたい場合には，(2)および(3)によります。ただし，当社は，一般送配電事業者

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。

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

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

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。

をいいます。

(2)・(3) 略

(2)・(3) 略

10 供給の開始

10 供給の開始

(1) 当該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

(1) 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

開始されません。

されません。
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(2)・(3) 略

(2)・(3) 略

12 契約種別

12 契約種別

(1)

(1)

契約種別は，次のとおりといたします。なお，提供エリアは，別表 7（提供エリ

ア）によります。

需要区分
電灯需要

契約種別は，次のとおりといたします。なお，提供エリアは，別表 7（提供エリ

ア）によります。

提供エリア
北海道電力エリア

契約種別

需要区分

でんきＭプラン（北海道）

電灯需要

提供エリア
北海道電力エリア

でんきＬプラン（北海道）
東北電力エリア

でんきＭプラン（東北）

東北電力エリア

でんきＭプラン（東京）

東京電力エリア

でんきＭプラン（中部）

中部電力エリア

でんきＭプラン（北陸）

北陸電力エリア

でんきＭプラン（北陸）
でんきＬプラン（北陸）

でんきＭプラン（四国）

四国電力エリア

でんきＬプラン（四国）
九州電力エリア

でんきＭプラン（中部）
でんきＬプラン（中部）

でんきＬプラン（北陸）
四国電力エリア

でんきＭプラン（東京）
でんきＬプラン（東京）

でんきＬプラン（中部）
北陸電力エリア

でんきＭプラン（東北）
でんきＬプラン（東北）

でんきＬプラン（東京）
中部電力エリア

でんきＭプラン（北海道）
でんきＬプラン（北海道）

でんきＬプラン（東北）
東京電力エリア

契約種別

でんきＭプラン（四国）
でんきＬプラン（四国）

でんきＭプラン（九州）

九州電力エリア

でんきＬプラン（九州）

でんきＭプラン（九州）
でんきＬプラン（九州）

(2) でんき M プラン（北陸）およびでんきＬプラン（北陸）については，平成 29 年

(2) でんき M プラン（北陸）およびでんきＬプラン（北陸）については，平成 29 年

11 月 7 日をもって，当社が適当と認めたときを除き，個人のお客さま（法人に準ず

11 月 7 日をもって，当社が適当と認めたときを除き，個人のお客さま（法人に準ず

るものと当社が認めるお客さまを除きます。）からの新たな需給契約の申込み（需

るものと当社が認めるお客さまを除きます。）からの新たな需給契約の申込み（需

給契約の変更の申込みを除きます。）の受付を終了いたします。

給契約の変更の申込みを除きます。）の受付を終了いたします。

(3) でんき M プラン（中部）およびでんきＬプラン（中部）については，平成 30 年

(3) でんき M プラン（中部）およびでんきＬプラン（中部）については，平成 30 年
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9 月 2 日をもって，当社が適当と認めたときを除き，個人のお客さま（法人に準ず

9 月 2 日をもって，当社が適当と認めたときを除き，個人のお客さま（法人に準ず

るものと当社が認めるお客さまを除きます。）からの新たな需給契約の申込み（需

るものと当社が認めるお客さまを除きます。）からの新たな需給契約の申込み（需

給契約の変更の申込みを除きます。）の受付を終了いたします。

給契約の変更の申込みを除きます。）の受付を終了いたします。

(4) でんき M プラン（東京）およびでんきＬプラン（東京）については，平成 31
年 2 月 20 日をもって，当社が適当と認めたときを除き，個人のお客さま（法人
に準ずるものと当社が認めるお客さまを除きます。）からの新たな需給契約の申
込み（需給契約の変更の申込みを除きます。）の受付を終了いたします。
13 でんき M プラン

13 でんき M プラン

(1) 略

(1) 略

(2) 供給電気方式，供給電圧および周波数

(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

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

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，供給地点

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，供給地点ご

ごとに当該一般送配電事業者の供給条件により，標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘ

とに一般送配電事業者の供給条件により，標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツと

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

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

ない場合には，交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準

場合には，交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧

電圧 200 ボルトとすることがあります。

200 ボルトとすることがあります。

(3) 契約電流または最大需要容量

(3) 契約電流または最大需要容量

北海道，東北，東

イ 契約電流は，10 アンペア，15

北海道，東北，東

イ 契約電流は，10 アンペア，15

京，中部，北陸，

アンペア，20 アンペア，30 アンペ

京，中部，北陸，

アンペア，20 アンペア，30 アンペ

九州

ア，40 アンペア，50 アンペアまた

九州

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

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。

客さまの申出によって定めます。

ロ 当該一般送配電事業者は，契

ロ 一般送配電事業者は，契約電

約電流に応じて，電流制限器そ

流に応じて，電流制限器その他

の他の適当な装置(以下｢電流

の適当な装置(以下｢電流制限

制限器等」といいます。）または

器等」といいます。）または電流を

電流を制限する計量器を取り付

制限する計量器を取り付けます。

けます。ただし，お客さまにおいて

ただし，お客さまにおいて使用す
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四国

使用する最大電流が制限される

る最大電流が制限される装置が

装置が取り付けられている場合等

取り付けられている場合等使用

使用する最大電流が契約電流を

する最大電流が契約電流をこえ

こえるおそれがないと認められる場

るおそれがないと認められる場合

合には，当該一般送配電事業

には，一般送配電事業者は，

者は，電流制限器等または電

電流制限器等または電流を制限

流を制限する計量器を取り付け

する計量器を取り付けないことが

ないことがあります。

あります。

ハ 最大需要容量が 6 キロボルトアン

四国

ハ 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

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

荷の実情に応じてお客さまと当社

または当該一般送配電事業者と

または一般送配電事業者との協

の協議によって定めます。

議によって定めます。

14 でんき L プラン

14 でんき L プラン

(1) 略

(1) 略

(2) 供給電気方式，供給電圧および周波数

(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

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，供給地点ごとに当該一般送配電事業者の供給条件に

200 ボルトとし，周波数は，供給地点ごとに一般送配電事業者の供給条件により，

より，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

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

び供給電圧については，技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合で

給電圧については，技術上または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえ

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

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

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 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

(3) 契約容量

(3) 契約容量

契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき算定された値といたします。この

契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき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。

場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

ただし，他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は，原則として，

ただし，他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は，原則として，

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものといたします。

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものといたします。

なお，当社または当該一般送配電事業者は，契約主開閉器が制限できる電流

なお，当社または一般送配電事業者は，契約主開閉器が制限できる電流を，必
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を，必要に応じて確認いたします。

要に応じて確認いたします。

(4) 略

(4) 略

16 検針

16 検針

検針は，お客さまごとに，原則として，各月ごとに当該一般送配電事業者が行い

検針は，お客さまごとに，原則として，各月ごとに一般送配電事業者が行ないま

ます。

す。

18 使用電力量の計量

18 使用電力量の計量

(1) 当社は，当該一般送配電事業者による検針によって計量された使用電力量に

(1) 当社は，一般送配電事業者による検針によって計量された使用電力量により，

より，17（料金の算定期間）に規定する算定期間における使用電力量を算定

17（料金の算定期間）に規定する算定期間における使用電力量を算定いたし

いたします。当社は，算定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。

ます。当社は，算定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。

(2) 略

(2) 略

26 需要場所への立入りによる業務の実施

26 需要場所への立入りによる業務の実施

当社または当該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

当社または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

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。この場合には， 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。この場合には，正当
正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきま な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
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。

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当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需

(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

要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計，施工（取付けおよ

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

び取外しを含みます。），改修または検査

含みます。），改修または検査

(2)～(5) 略

(2)～(5) 略

(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

(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

たは当社または当該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

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

必要な業務

業務

27 電気の使用にともなうお客さまの協力

27 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，次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し，も

(1) お客さまの電気の使用が，次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し，も
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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

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

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います。）には，お客

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

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

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

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

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

施設して，これにより電気を使用していただきます。

を施設して，これにより電気を使用していただきます。

イ～ホ 略

イ～ホ 略

(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続し

(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

て使用される場合は，(1)に準ずるものといたします。また，この場合は，法令で

用される場合は，(1)に準ずるものといたします。また，この場合は，法令で定める

定める技術基準（以下「技術基準」といいます。），その他の法令等に従い，当

技術基準（以下「技術基準」といいます。），その他の法令等に従い，一般送

該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる

配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっ

方法によって接続していただきます。

て接続していただきます。

29 供給の中止または使用の制限もしくは中止

29 供給の中止または使用の制限もしくは中止

(1) 当社または当該一般送配電事業者は，次の場合には，供給時間中に電気の

(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

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

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

とがあります。

あります。

イ 略

イ 略

ロ 当該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

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

れがある場合

がある場合

ハ 当該一般送配電事業者の電気工作物の修繕，変更その他の工事上やむをえ

ハ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕，変更その他の工事上やむをえない

ない場合

場合

ニ・ホ 略

ニ・ホ 略

(2) (1)の場合には，当社または当該一般送配電事業者は，あらかじめその旨を広

(2) (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

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

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

は，この限りではありません。

限りではありません。

(3) 略

(3) 略

31 設備の賠償

31 設備の賠償
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お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当社または当該一般送配

お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当社または一般送配電事

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

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，そ

は，その設備について次の金額を賠償していただきます。

の設備について次の金額を賠償していただきます。

34 需給契約の廃止

34 需給契約の廃止

(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

(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。

定めて，当社に通知していただきます。

当社は，原則として，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

当社は，原則として，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

の適当な処置を行います。

の適当な処置を行ないます。

(2) 略

(2) 略

35 需給開始後の需給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

35 需給開始後の需給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

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

(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 年に満たないで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

降 1 年に満たないで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，当社が託送約款等に基づき当該一般送配

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，その精算金をお客さまに支払ってい

電事業者から料金の精算を求められた場合は，その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

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。

ではありません。

(2) お客さまが，電気の使用を開始され，その後，契約電流，契約容量の変更を

(2) お客さまが，電気の使用を開始され，その後，契約電流，契約容量の変更を

行い，または需給契約を終了する場合に，当社が託送約款等に基づき当該一般

行い，または需給契約を終了する場合に，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，その精算金をお客さまに支

送配電事業者から工事費の精算を求められた場合は，その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

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。

の限りではありません。

36 解約等

36 解約等

(1) 当社は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，需給契約を解約するこ

(1) 当社は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，需給契約を解約するこ

とがあります。

とがあります。

イ～ハ 略

イ～ハ 略
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ニ お客さまが次のいずれかに該当し，またはそのおそれがあると判明した場合

ニ お客さまが次のいずれかに該当し，またはそのおそれがあると判明した場合

(ｲ) 略

(ｲ) 略

(ﾛ) 需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し，また

(ﾛ) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し，または亡

は亡失して，当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合

失して，一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合

(ﾊ) 当該一般送配電事業者に無断で当該一般送配電事業者の供給設備とお

(ﾊ) 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電

客さまの電気設備との接続を行った場合

気設備との接続を行った場合

(ﾆ) 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使

(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，

用，または電気を使用された場合

または電気を使用された場合

(ﾎ)・(ﾍ) 略

(ﾎ)・(ﾍ) 略

(ﾄ) 26（需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当該一般送配電

(ﾄ) 26（需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，一般送配電事業

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した場合

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した場合

(ﾁ) 略

(ﾁ) 略

(2)・(3) 略

(2)・(3) 略

(4) お客さまが，34（需給契約の廃止）(1)による通知をされないで，その需要場

(4) お客さまが，34（需給契約の廃止）(1)による通知をされないで，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

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需給契約は消滅するものといたします。

を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。

38 供給設備等の施設

38 供給設備等の施設

(1) 需給地点（電気の需給が行われる地点をいいます。）に至るまでの供給設

(1) 需給地点（電気の需給が行われる地点をいいます。）に至るまでの供給設

備，引込口配線（需給地点からお客さまの引込開閉器に至るまでの配線をいいま

備，引込口配線（需給地点からお客さまの引込開閉器に至るまでの配線をいいま

す。），計量器等の施設については，託送約款等に基づき，当該一般送配電

す。），計量器等の施設については，託送供給等約款に基づき，一般送配電

事業者の責任で施設いたします。この場合，お客さまには，託送約款等に基づき

事業者の責任で施設いたします。この場合，お客さまには，託送供給等約款に基

当該施設に協力していただくとともに，当該一般送配電事業者から当社が当該施

づき当該施設に協力していただくとともに，一般送配電事業者から当社が当該施

設に係る工事費等の支払いを求められる場合は，当社が負担した工事費等につい

設に係る工事費等の支払いを求められる場合は，当社が負担した工事費等につい

て，お客さまから申し受けることがあります。

て，お客さまから申し受けることがあります。

(2) 付帯設備（お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し，または

(2) 付帯設備（お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し，または

収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいま

収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいま

す。）は，原則として，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきま

す。）は，原則として，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきま

す。この場合には，託送約款等に基づき当該一般送配電事業者が付帯設備を無

す。この場合には，託送供給等約款に基づき一般送配電事業者が付帯設備を無
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償で使用できるものといたします。

償で使用できるものといたします。

(3) お客さまの希望によって引込線の位置変更工事や，計量器および計量に必要

(3) お客さまの希望によって引込線の位置変更工事や，計量器および計量に必要

な付属装置等の取付位置を変更する場合，託送約款等に基づき実費相当額を

な付属装置等の取付位置を変更する場合，託送供給等約款に基づき実費相当

お客さまから申し受けることがあります。

額をお客さまから申し受けることがあります。

39 工事費負担金

39 工事費負担金

お客さまが新たに電気を使用し，もしくは契約容量等を増加され，これにともない新

お客さまが新たに電気を使用し，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 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，お客さまの希望により供給設備を変更する場合で，当社が託送 加をともなわないで，お客さまの希望により供給設備を変更する場合で，当社が託送
約款等に基づいて，当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合 供給等約款に基づいて，一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合
は，当社はそ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。

は，当社はそ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。

40 工事費負担金の申受けおよび精算

40 工事費負担金の申受けおよび精算

39（工事費負担金）により，当社がお客さまに工事費負担金の負担を求める場

39（工事費負担金）により，当社がお客さまに工事費負担金の負担を求める場

合は，工事費負担金を工事着手前に申し受ける場合があります。なお，工事完成 合は，工事費負担金を工事着手前に申し受ける場合があります。なお，工事完成後
後に託送約款等に基づき精算する場合には，当社はお客さまとすみやかに精算するも に託送供給等約款に基づき精算する場合には，当社はお客さまとすみやかに精算する
のといたします。

ものといたします。

41 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

41 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

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って需給開始に至ら

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って需給開始に至ら

ないで需給契約を廃止または変更される場合は，当社は，託送約款等に基づいて当 ないで需給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
該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 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。

ます。

なお，実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても，測量監督等に費用

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

を要したときは，その実費を申し受ける場合があります。

用を要したときは，その実費を申し受ける場合があります。

42 調査に対するお客さまの協力

42 調査に対するお客さまの協力

当該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

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

技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。この場合，お客さまには，調査に 基準に適合しているかどうかを調査いたします。この場合，お客さまには，調査に対して
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対して次のとおり協力いただきます。

次のとおり協力いただきます。

(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には，その工事が完成したと

(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

き，すみやかにその旨を当該一般送配電事業者の登録調査機関に通知していただ

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

きます。

ます。

(2) 当該一般送配電事業者は，調査を行うにあたり，必要があるときは，お客さま

(2) 一般送配電事業者は，調査を行うにあたり，必要があるときは，お客さまの承

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。

諾をえて電気工作物の配線を提示していただきます。

43 保安に対するお客さまの協力

43 保安に対するお客さまの協力

当該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

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

要場所内の当該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

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。この場

す。この場合，お客さまには，保安に対して次のとおり協力いただきます。

合，お客さまには，保安に対して次のとおり協力いただきます。

(1) 次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に通知

(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

していただきます。この場合には，当該一般送配電事業者は，ただちに適当な処

いただきます。この場合には，一般送配電事業者は，ただちに適当な処置をいたし

置をいたします。

ます。

イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者

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

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

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

があると認めた場合

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

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，それが当該一般送配電事業者の供給設備に影

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

響を及ぼすおそれがあると認めた場合

及ぼすおそれがあると認めた場合

(2) お客さまが当該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

(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

（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

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

じめその内容を当該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

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

置，変更または修繕工事をされた後，その物件が当該一般送配電事業者の供給

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

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当該一般送

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

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

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

るときには，当該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

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

ことがあります。

す。
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別表

別表

3 再生可能エネルギー発電促進賦課金

3 再生可能エネルギー発電促進賦課金

(1) 略

(1) 略

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

(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

(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 4 月の検針

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 4 月の検針

日から翌年の 4 月の検針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。

日から翌年の 4 月の検針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。

なお，検針日とは，原則として当該一般送配電事業者が検針を行った日といたしま

なお，検針日とは，原則として一般送配電事業者が検針を行った日といたします。

す。
(3) 略

(3) 略

附則

附則

１ 本約款の実施期日

１ 本約款の実施期日

本約款は、平成 31 年 2 月 21 日から実施します。

本約款は、平成 30 年 9 月 3 日から実施します。
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