電気供給サービス提供条件書

申込み前に必ずお読みください。
平成30年5月1日

提供条件

お申込み方法

（１）電気供給サービス提供者
・電気供給サービス提供者：おまかせ電 力株式 会社
（２）電気供給サービス対象者
以下、すべての条件を満たすお客 さま が対象 となり ます。
・契約電力50kW未満の低圧契約であるこ と
・東京電力管内での電気供給エ リア 内ですでに 電力供 給を 受けてい ること
・おまかせ電力電気需給約款に承諾い ただけること
（３）電気料金
電気契約者が契約に基づき支払う料金 は、基本 料金（お まかせライト、
おまかせプラス、おまかせ低圧）、電力量料金、燃料調 整額およ び
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。

・おまかせ電力の電気供給サービスにお 申込 みされる場 合は、電 気供 給約款に 承諾の
うえ、当社インターネットまたは所 定のお申 込み用 紙に必 要事項 をご 記入 しお申 込みく だ
さい。郵送でのお申込みの場合はお まか せ電力 株式会 社（〒362-0811 埼玉県北足立
郡伊奈町西小針6-108）宛にご郵送ください。
・お申込みの際に、お客さまが契約され ている 小売 電気事 業者 への解 約手続 きは、当 社
にて代行いたします。旧小売電 気事業 者が 解約を 承諾するこ とによ り、当 社との契約
手続きを進めることが可能となり ます。

供給開始時期

【電気料金】
・おまかせライト

（円，税込）

区分

基本料金

単位
30A

842.40 円

40A

1,123.20 円

1契約

50A
60A

電力量料金

最初の120kWhまで

第1段階

120kWh超過300kWhまで

第2段階

300kWh超過分

第3段階

19.43 円
1kWh

24.81 円
25.99 円
（円，税込）

区分

単位

料金単価

基本料金

1kVA

280.80 円

最初の120kWhまで

第1段階

120kWh超過300kWhまで

第2段階

300kWh超過分

第3段階

19.43 円
1kWh

24.81 円
25.99 円
（円，税込）

・ おまかせ低圧

電力量料金

1,404.00 円
1,684.80 円

・おまかせプラス

電力量料金

料金単価

区分

単位

料金単価

基本料金

1kW

1,068.50 円

夏季

1kWh

その他季

17.06 円
15.51 円

※実際の請求額には東京電力にて毎月 単価が 変動す る燃料 費調 整額および
経済産業省資源エネルギー庁にて発表 される 毎年 単価が 変更 となる再 生可
能エネルギー発電促進賦課金が含まれ ます。
（円，税込）

【事務手数料】
電気料金とご使用量のお知らせ（W EB）
電気料金とご使用量のお知らせ

無料
216円

※郵送での請求書発行手数料 は、毎月 の電気 料金に 合算 して請求い たします。
（４）契約期間
・契約期間は原則として1年（供給開 始日から 起算）とい たします。ま た契 約期 間満了
後は原則1年ごとに同一条件にて需給 契約を 自動更 新するも のとい たしま す。
（５）解約金
・最低利用期間は通常供給開始日から1年 とし、最低 利用期 間内 での 変更 ま たは解
（円，税込）
約に対し、解約金が発生します。
解約金

2,000 円

※上記解約金は、残余期間に関わらず一律の 料金 といたします。

個人情報の利用目的について
・お客様の個人情報は、当社プライバシーポ リシーに 従い取 り扱わ せてい ただき ます。
・契約手続き、 電力供 給サー ビスに 必要 な範 囲で送配 電事業 者、広域 的運 用推進 機関、
他小売電気事業者との間で共同 利用い たしま す。

・お客さまから当社へのお申込み完了 後、送配 電事業 者による スマートメー ター設 置な
どの必要手続きが完了します。 その 後、供給 開始 日が確 定し、 その 供給 開始日 をもって
当社の電気の供給が開始いたしま す。送配 電事業 者の 工事進 捗状況に より、お 申込み
の際にご記入いただいた供給 開始 予定日 のご 希望に は添 えないこ とが ござい ます ので
予めご了承ください。

電気料金の算定
（１）電気料金の算定期間
・一般送配電事業者の定める前月検 針日から 当月検 針日 前日 までの期 間とい たしま
す。（契約開始月または廃止月を除く）
・契約開始月の算定期間は、供給開始 日から次 回計 量日 といたします。
・契約廃止月の算定期間は、当該月計 量日から 供給 廃止日 とい たします。
・送配電事業者からの検針値の通知が 遅延す る等によ り料 金請求に 遅れ が生 じる可
能性がある場合、算定期間が変更となるこ とが ござい ます ので予め ご了承 く ださい。
（２）使用電力量の算定
・使用電力量の計量は、一般電気事業 者によ り設置 され た計量器に より 行います。
・計量器の故障等により月間の使用量 を把 握できなかった場合、 計量が でき なかっ
た期間については、過去使用電力量平均 値をも とに算 定いたします。

お支払い
（１）支払方法
お支払い方法は、ご契約者さま名 義の口 座振 替に限らせ てい ただき ます。
（２）お支払い期日
電気料金の支払義務は、原則電気 料金の 請求 が可能 となっ た日に発 生するも のとし、
支払方法、支払期日および支払日は原 則として当 社の指 定する 日とい たしま す。
なお、支払期日、支払日が金融機関 の非取 引営業 日の 場合は、 翌営業 日に延 伸いたし
ます。
（３）請求額のインターネットでの確認
毎月の電気料金と使用量は当 社イン ターネット上 のマイページ でご確認い ただけ ます。
（４）請求書発行手数料
請求書の郵送をご希望のお客さまは「 請求書 発行手 数料216円（税込）」が別 途必 要とな
ります。
（５）翌月請求分への合算
送配電事業者からの検診値の通知 が遅 延する等に より 料金請 求に遅 れが生 じる 可
能性がある場合、当該月の料金の一 部ま たは 全部 を、翌月 の料金 請求 時に合算 してご
請求させていただくことがご ざいます の で予め ご了 承く ださい。
（６）延滞利息の請求
契約者が料金その他債務について、 支払 期日を 経過 しても なお支 払わ ない場 合には、
支払期日の翌日から支払日の前日 ま での日 数につい て、年10％の割 合を 乗じて算 定し
た金額といたします。ま た延 滞通知 手数 料（324円(税込)）を合 算 して請求 させ てい ただく
ことがございます。
（８）解約
お客さまが次のいずれかに該当する場 合には、 解約の15日前 を目 安に通知 し、電 気需
給契約を解除することがあります。
・お客さまが料金の支払期日を過 ぎてもなおお 支払い され ない場 合
・この条件書によって支払を要することとなっ た料 金以外 の債 務（延滞利 息、延滞 通知
手数料等、その他この約款から生ずる金 銭債務）を 支払 わない 場合
電気需給契約を解除した日 が、最低 利用 期間に満 たない場 合は解 約金 が発生 します。

解約・変更手続き
（１）解約・変更の受付
お客さまが解約・変更を希望され る場 合は、当 社ホームペー ジま たはお 電話 からお知ら
せください。
（２）変更内容のお知らせ
変更事項等を書面、電子メール、インターネット上 での 開示等 当社が 適当 と判 断する 方
法によりお知らせいたします。

その他
・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ボルトもしくは200ボルトとし、周波数は、標準周波 数50ヘルツ といた
します。
・電気供給サービスに必要な設備の 設置 や電気 品質 維持に関 して必 要な協力、 その 他
託送供給等約款における遵守すべき事項について承諾 していただきます。
・旧小売電気事業者との契約解除に 際し、ポイ ント失効 や解約 金発 生等、お客 様の不 利
益が発生する可能性があります。
・送配電事業者、当社、その他業務委 託先 等が必 要と判断 した場合 は、お客 様の電 気
使用場所に立ち入らせていただく 場合が ござい ます。この 際、事前に 承諾 を得 ますが、
正当な理由がない限り、立ち入るこ とを承 諾してい ただき ます。

※上記記載価格は、消費税8%に基づく金額 です。 消費税 の変更に伴い 上記金 額が変 更となる場合 がご ざい ます。
※記載内容は平成30年5月1日時点のも のであ り、 当社ホームペー ジへの 掲示 をもっ て変更 のお知らせとさせ ていただくことがご ざいます 。
上記の事項は「電気事業法（平成26年6 月18日 改正）」に 基づいて提示し ております。 同法にて定められている契約締結前後の 書面交 付については、本 書面及び 当社ホームペー ジへの 電気需 給約款 の掲載
にて提供いたします。ご利用にあたり重要な事 項です ので、十分 ご理 解いただきます ようお願いいたし ます。
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