
新旧対照表 〔2022年 12月 1日実施〕 

 

 

■ でんき契約約款 料金表（いいだのでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款 料金表（BIGLOBE でんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款 料金表（じぶんでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款 料金表 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(4)  お客さまからのお申し出を当社または KDDI が承諾した場合には，当社または KDDI

が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱

い，その支払いに係る払込取扱票の発行およびその他必要な取り扱いを行います。お客

さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発行等

手数料（取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

5 料金等の支払方法 

（略） 

(4)  お客さまからのお申し出を当社または KDDI が承諾した場合には，当社または KDDI

が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱

い，その支払いに係る払込取扱票の発行およびその他必要な取り扱いを行います。お客

さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発行等

手数料（取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数料）の支

払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（北海道電力・auEL） 料金表（いいだのでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（北海道電力・auEL） 料金表（BIGLOBE でんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（北海道電力・auEL） 料金表（UQ でんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（北海道電力・auEL） 料金表（じぶんでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（北海道電力・auEL） 料金表 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（東京電力・auEL） 料金表（いいだのでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（東京電力・auEL） 料金表（BIGLOBE でんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（東京電力・auEL） 料金表（じぶんでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（東京電力・auEL） 料金表 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(4) お客さまからのお申し出を auEL または KDDI が承諾した場合には，auEL または

KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な

取り扱い，その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。

お客さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(4) お客さまからのお申し出を auEL または KDDI が承諾した場合には，auEL または

KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な

取り扱い，その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。

お客さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中部電力ミライズ・auEL） 料金表（いいだのでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中部電力ミライズ・auEL） 料金表（BIGLOBE でんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中部電力ミライズ・auEL） 料金表（じぶんでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中部電力ミライズ・auEL） 料金表 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(4)  お客さまからのお申し出を auEL が承諾した場合には，auEL が指定するサービス取扱

所または金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い，その支払いに係る払

込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。お客さまは，本項の申し出を行

いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発行等手数料（払込取扱票発

行手数料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払い 

（略） 

(4)  お客さまからのお申し出を auEL が承諾した場合には，auEL が指定するサービス取扱

所または金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い，その支払いに係る払

込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。お客さまは，本項の申し出を行

いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発行等手数料（払込取扱票発

行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（北陸電力・auEL） 料金表 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払義務，支払期日および支払方法 

(1) auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負担

金その他を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものと

し，お客さま，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）まで

に，次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事

情があり，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な

手続きが完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式

によって，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料

金等を払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

 なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）を申し受けます。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払義務，支払期日および支払方法 

(1) auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負担

金その他を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものと

し，お客さま，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）まで

に，次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事

情があり，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な

手続きが完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式

によって，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料

金等を払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

 なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口

取扱手数料）を申し受けます。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（関西電力・auEL） 料金表（いいだのでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（関西電力・auEL） 料金表（BIGLOBE でんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（関西電力・auEL） 料金表（じぶんでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は，以下に定める払込取扱票発行

等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（関西電力・auEL） 料金表 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(4)  お客さまからのお申し出を auEL または KDDI が承諾した場合には，auEL または

KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な

取り扱い，その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。

お客さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

8 料金等の支払い 

（略） 

(4)  お客さまからのお申し出を auEL または KDDI が承諾した場合には，auEL または

KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な

取り扱い，その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。

お客さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中国電力・auEL） 料金表（いいだのでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

(1)   auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負

担金を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものとし，お

客さまは，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）までに，

次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事情があ

り，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続き

が完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式によっ

て，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を

払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）を申し受けます。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

(1)   auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負

担金を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものとし，お

客さまは，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）までに，

次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事情があ

り，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続き

が完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式によっ

て，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を

払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口

取扱手数料）を申し受けます。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中国電力・auEL） 料金表（BIGLOBE でんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

(1)   auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負

担金を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものとし，お

客さまは，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）までに，

次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事情があ

り，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続き

が完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式によっ

て，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を

払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）を申し受けます。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

(1)   auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負

担金を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものとし，お

客さまは，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）までに，

次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事情があ

り，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続き

が完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式によっ

て，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を

払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口

取扱手数料）を申し受けます。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中国電力・auEL） 料金表（じぶんでんき） 

 

  

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

(1)   auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負

担金を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものとし，お

客さまは，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）までに，

次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事情があ

り，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続き

が完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式によっ

て，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を

払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）を申し受けます。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

(1)   auEL は，料金その他のでんき約款および料金表に基づく債権（ただし，工事費負

担金を除きます。以下「料金等」といいます。）について，KDDI に譲渡するものとし，お

客さまは，auEL または KDDI が定める期日（以下「支払期日」といいます。）までに，

次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし，お客さまにやむをえない事情があ

り，イまたはロによりがたい場合（イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続き

が完了していない場合を含みます。）には，auEL または KDDI が指定した様式によっ

て，auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を

払い込み（以下「振込払い」といいます。）により支払っていただきます。 

なお，振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が

請求書等を書面により発行する場合には，auEL または KDDI は，下表に定める払込

取扱票発行等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口

取扱手数料）を申し受けます。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 



 

■ でんき契約約款（中国電力・auEL） 料金表 

 

改定前（旧） 改定後（新） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

（略） 

(5) お客さまからのお申し出を auEL または KDDI が承諾した場合には，auEL または

KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な

取り扱い，その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。

お客さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。 

 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

 

 

（略） 

7 料金等の支払義務および支払期日 

（略） 

(5) お客さまからのお申し出を auEL または KDDI が承諾した場合には，auEL または

KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な

取り扱い，その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。

お客さまは，本項の申し出を行いその承諾を受けた場合，以下に定める払込取扱票発

行等手数料（払込取扱票発行手数料）または窓口取扱等手数料（窓口取扱手数

料）の支払いを要します。 

区分 単位 手数料額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごとに 税抜額 100 円 

（税込額 110 円） 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び 

書面請求書の発行１回ごとに 

税抜額 300 円 

（税込額 330 円） 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 


