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1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（東北電力エリア）（以下

「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約

款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を

供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（東北電力管内）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給する

ときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。

ただし、離島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが

維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産

業省令で定めるものに限ります）は除きます。 

 
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による
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ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約電流と契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の東

北電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

 
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数 

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使

用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 
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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 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)契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、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、お客さまの申し出によ

って定めます。 

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、

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとしま

す。 

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限

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、当該一般送配電事業者は、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。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃

供給電気方標準周波数 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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトとすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、電力量従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の

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

ー発電促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2
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料費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 15 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 20 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 30 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 40 アンペア 1,280 円 40 銭 

契約電流 50 アンペア 1,600 円 50 銭 

契約電流 60 アンペア 1,920 円 60 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 24 円 57 銭 

上記超過 26 円 94 銭 

 

（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合

は、別表の 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、または本定義書別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料 価

格が 31,400 円を上回る場合は、別表の 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 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 15 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 20 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 30 アンペア 960 円 30 銭 

契約電流 40 アンペア 1,280 円 40 銭 

契約電流 50 アンペア 1,600 円 50 銭 

契約電流 60 アンペア 1,920 円 60 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 24 円 57 銭 

上記超過 26 円 94 銭 
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5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約電流の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 
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（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

 
②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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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（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 ③燃料費調整単価の適用 

（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
ハ）燃料費調整単価の適用 
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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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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 22 銭 1 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

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。 

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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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 翌年の 21 銭 7 厘 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 
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前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替  

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 
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以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 

 

 

2020 年 11 月 1 日実施 
 

 

目次 
1.適用…………………………………………………………………………………….…1 

2.定義……………………………………………………………………………………….1 

3.適用条件……………………………………………………………………………….…1 

 (1)適用範囲……………………………………………………………………………...1 

 (2)供給電気方式、供給電圧および周波数…………………………………………...2 

 (3)契約容量……………………………………………………………………………...2 

 (4)契約容量の算定………………………………………………………………………2 

4.電気料金 

 (1)電気料金……………………………………………………………………………...2 

 (2)電力量料金…………………………………………………………………………...2 

5.契約電流の変更………………………………………………………………………….3 

6.本定義書の変更および廃止…………………………………………………….………3 

 
別表…………………………………………………………………………………………4 

1.再生可能エネルギー発電促進賦課金………………………………………………….5 

2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

（表紙２） 

 

 

 

 

 

目次 
1.実施期日…………………………..…………………………………….……….….……1 

2.定義……………………………………………………………………….………………1 

3.適用条件………………………………..………………………….….………………….1 

 ①適用範囲…………………………………………………......…….….………………1 

 ②供給電気方式、供給電圧および周波数…………………………….…….……...…1 

 ③契約容量…………………………………………………......…….………….………1 

 ④契約容量の算定…………………………………………......…….……….…………2 

4.電気料金 

 ①基本料金………………………………………………………...…….…….…...……2 

 ②電力量料金…………………………………………………….……….……………..2 

5.契約電流の変更………………………………………………….………...…………….2 

6.本定義書の変更および廃止…………………………………………………………….3 

 
別表…………………………………………………………………….............................4 

1.再生可能エネルギー発電促進賦課金………………………….…………..…….…….5 

2.燃料費調整………………………………………………………….………..….……….5 

 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東北電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

15 / 314 
 

3.使用電力量の協定…………………………………………………………………….…7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東北電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

3.使用電力量の協定…………………………………………………….………….…..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東北電力管内）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給すると

きの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。

ただし、離島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが

維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産

業省令で定めるものに限ります）は除きます。 

 
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 
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本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 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。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい

て当社の東北電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計

が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で契約容量が 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ものに適用いた

します。 
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(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。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。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、

お客さまと当社との協議によって契約容量を定めます。 

 

 
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 ボルトもしくは

200 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 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりが

たい場合は、契約容量をお客さまとの協議によって定めます。 
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4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 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、本定義書別表 2（燃料費調整）(1)④により算定

された燃料費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 313 円 50 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 24 円 57 銭 

上記超過 26 円 94 銭 

 
（略） 

 

4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料

費調整）(1)④によって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合は、別表

の 2（燃料費調整）(1)④によって算定された年要費調整額を差し引いたもの、また

は本定義書別表の 2（燃料費調整）(1)②によって算定された平均燃料価格が 31,400

円を上回る場合は、別表の 2（燃料費調整）(1)②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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 313 円 50 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 24 円 57 銭 

上記超過 26 円 94 銭 

 
（略） 
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6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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、

6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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
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その端数は、切り捨てます。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 
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燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 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。 

 
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
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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 円以上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 22 銭 1 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

価を適用して算定いたします。 

 
(2)基準単価 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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 翌年の 21 銭 7 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 
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(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東北電力エリア）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 

3.使用電力量の協定………………………………………………….……….………..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東北電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 
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3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア ファミリーまたは東京電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との

合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満で

あること。ただし、1 需要場所において当社の東北電力エリア ファミリーまた

は東北電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状

況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電

力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。 

③当社の東北電力エリア ファミリーまたは東北電力エリア ビジネスとあわせて

契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以

上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電

事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 
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(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 3 相 3 線式標準電圧 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。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議

によって契約電力を定めます。 

 
4.電気料金 

 
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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 

 
4.電気料金 
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料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,164 円 81 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 15 円 95 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 14 円 49 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,164 円 81 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 15 円 95 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 14 円 49 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の
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変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

 

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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。 
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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
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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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

 
④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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。 

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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
 (ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 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次のとお

りといたします。 

 
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。 
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(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 22 銭 1 厘 

 
4.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 
(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 翌年の 21 銭 7 厘（税込） 

 
4.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 
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後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（東北電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

3.使用電力量の協定…………………………………………………….……………...….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（東北電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。ただし、離

島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが維持し、及

び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で

定めるものに限ります）は除きます。 

 
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 
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本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約電流と契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の東

北電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使

用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
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(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 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)契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、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、お客さまの申し出によ

って定めます。 

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、

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとしま

す。 

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限

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、当該一般送配電事業者は、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。 

 
(4)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法人

②供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方標準周波数 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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトとすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ 

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリーンエ
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日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発電期

間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）を、

翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたします。 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,320 円 00 銭 

ネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、

発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたし

ます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、電力量従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の

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

ー発電促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2

（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合

は、別表の 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、または本定義書別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料 価

格が 31,400 円を上回る場合は、別表の 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 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 990 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,320 円 00 銭 
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契約電流 50 アンペア 1,650 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,980 円 00 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 25 円 33 銭 

上記超過 29 円 28 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約電流の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

契約電流 50 アンペア 1,650 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,980 円 00 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 25 円 33 銭 

上記超過 29 円 28 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 
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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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

 
②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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
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定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

り認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 
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(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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 22 銭 1 厘 

 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 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次のとおり

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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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 翌年の 21 銭 7 厘 
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3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替  

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 
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(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

3.使用電力量の協定…………………………………………………………………….…7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東北電力エリア）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 

2.燃料費調整……………………………………………………….…………..….……….5 

3.使用電力量の協定…………………………………………………….………….…..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東北電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。ただし、離

島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが維持し、及

び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で

定めるものに限ります）は除きます。 

 
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 
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2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 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。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい

て当社の東北電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計

が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設

2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で契約容量が 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ものに適用いた

します。 
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備を施設することがあります。 

 
(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 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。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。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、

お客さまと当社との協議によって契約容量を定めます。 

 

 
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 ボルトもしくは

200 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 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりが

たい場合は、契約容量をお客さまとの協議によって定めます。 
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(5)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたし

ます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 330 円 00 銭 

 
⑤グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリー

ンエネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電

力量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書を

いいます。）を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さ

まに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料

費調整）(1)④によって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合は、別表

の 2（燃料費調整）(1)④によって算定された年要費調整額を差し引いたもの、また

は本定義書別表の 2（燃料費調整）(1)②によって算定された平均燃料価格が 31,400

円を上回る場合は、別表の 2（燃料費調整）(1)②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 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 330 円 00 銭 
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(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 25 円 33 銭 

上記超過 29 円 28 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 25 円 33 銭 

上記超過 29 円 28 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二項の規定に基づき納付金単価
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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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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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（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 
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③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 円以上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 22 銭 1 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

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。 

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 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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 翌年の 21 銭 7 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東北電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

57 / 314 
 

といたします。 

 

 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 
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以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（東北電力エリア）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいま

す。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するとき

の料金、その他の条件を定めたものです。 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

2.燃料費調整…………………………………………………………………..………….5 

3.使用電力量の協定…………………………………………………………………..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（東北電力管内）（以下「本定義書」とい

います。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 
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3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア ファミリーまたは東京電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との

合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満で

あること。ただし、1 需要場所において当社の東北電力エリア ファミリーまた

は東北電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状

況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電

力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。 

③当社の東北電力エリア ファミリーまたは東北電力エリア ビジネスとあわせて

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ
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契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 
(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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波

数は、標準周波数 50 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協

議によって契約電力を定めます。 

 

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 
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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 
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(5)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,200 円 83 銭 

 
(2)電力量料金 

⑤グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリーンエ

ネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、

発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,200 円 83 銭 

 
②電力量料金 
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電力量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 16 円 97 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 51 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 

従量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 16 円 97 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 51 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 
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（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 

（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 
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2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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

2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 31,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
 (ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 47,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（47,100 円 ― 31,400 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
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る電気に適用いたします。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 22 銭 1 厘 

 
4.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

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。 

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 翌年の 21 銭 7 厘（税込） 

 
4.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 
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前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（東京電力エリア）（以下

「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約

款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を

供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（東京電力管内）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給する

ときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。

ただし、離島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが

維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産

業省令で定めるものに限ります）は除きます。 

 
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による
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ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

②1 需要場所において当社の東京電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約電流と契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の東

京電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

 
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数 

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使

用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 
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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 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)契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、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、お客さまの申し出によ

って定めます。 

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、

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとしま

す。 

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限

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、当該一般送配電事業者は、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。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

供給電気方式標準周波数 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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ

び 200 ボルトとすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

電促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃
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費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 15 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 20 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 30 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 40 アンペア 1,109 円 68 銭 

契約電流 50 アンペア 1,387 円 10 銭 

契約電流 60 アンペア 1,664 円 51 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 25 円 16 銭 

上記超過 28 円 12 銭 

 

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

表の 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、

または本定義書別表の 2（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、別表の 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 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 15 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 20 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 30 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 40 アンペア 1,109 円 68 銭 

契約電流 50 アンペア 1,387 円 10 銭 

契約電流 60 アンペア 1,664 円 51 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 25 円 16 銭 

上記超過 28 円 12 銭 
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5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約電流の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量

日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新た

な電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契

約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（東京電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

77 / 314 
 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 
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2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300

円以下の場合 

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)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合 

平均燃料価格は 66,300 円といたします。 

燃料費調整単価＝（66,300 円 ― 44,200 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 ③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

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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) 

 
(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
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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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

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。 

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)基準価格 

基準価格は、次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき 翌年の 22 銭 8 厘 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 
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 ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替  

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 

 

 

2020 年 11 月 1 日実施 
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3.使用電力量の協定…………………………………………………………………….…7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東京電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

3.使用電力量の協定……………………………………………………….…………...….7 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東京電力管内）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給すると

きの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。

ただし、離島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが

維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産

業省令で定めるものに限ります）は除きます。 

 
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 
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本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の東京電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい

て当社の東京電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計

が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で契約容量が 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ものに適用いた

します。 
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(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。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。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、

お客さまと当社との協議によって契約容量を定めます。 

 

 
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 ボルトもしくは

200 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 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流にも

とづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場

合は、契約容量をお客さまとの協議によって定めます。 
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4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 271 円 70 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 25 円 16 銭 

上記超過 28 円 12 銭 

 
（略） 

 

4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料

費調整）(1)④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

の 2（燃料費調整）(1)④によって算定された年要費調整額を差し引いたもの、また

は本定義書別表の 2（燃料費調整）(1)②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、別表の 2（燃料費調整）(1)②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 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 271 円 70 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 25 円 16 銭 

上記超過 28 円 12 銭 

 
（略） 
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6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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、

6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東京電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

88 / 314 
 

その端数は、切り捨てます。 

 
②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 
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②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300

円以下の場合 

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)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合 

平均燃料価格は 66,300 円といたします。 

燃料費調整単価＝（66,300 円 ― 44,200 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単

ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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) 

 
(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。 

①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。 

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
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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 円以上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.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

価を適用して算定いたします。 

 
(2)基準単価 

基準価格は、次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき 翌年の 22 銭 8 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 
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(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 

 

 

2020 年 11 月 1 日実施 
 

 

目次 
1.適用…………………………………………………………………………………….…1 

2.定義……………………………………………………………………………………….1 

3.適用条件……………………………………………………………………………….…1 

 (1)適用範囲……………………………………………………………………………...1 

 (2)供給電気方式、供給電圧および周波数…………………………………………...2 

 (3)契約電力……………………………………………………………………………...2 

 (4)契約電力の算定……………………………………………………………………...2 

4.電気料金 

 (1)基本料金……………………………………………………………………………...2 

 (2)電力量料金…………………………………………………………………………...2 

5.契約電力の変更………………………………………………………………………….2 

6.本定義書の変更および廃止…………………………………………………….………3 

 
別表…………………………………………………………………………………………4 

1.再生可能エネルギー発電促進賦課金………………………………………………….5 

2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

（表紙２） 

 

 

 

 

 

目次 
1.実施期日…………………………..………………………….…………….……….……1 

2.定義……………………………………………………………………….………………1 

3.適用条件………………………………..…………………………….………….……….1 

 ①適用範囲…………………………………………………......….………….…………1 

 ②供給電気方式、供給電圧および周波数………………………….………….…...…2 

 ③契約容量…………………………………………………......…….………….………2 

 ④契約容量の算定…………………………………………......…….………….………2 

4.電気料金 

 ①基本料金………………………………………………………...……………….……2 

 ②電力量料金…………………………………………………………….…….………..2 

5.契約電力の変更…………………………………………………………...……….…….3 

6.本定義書の変更および廃止………………………………………….…..……….…….3 

 
別表…………………………………………………………………….............................4 

1.再生可能エネルギー発電促進賦課金……………………………….……..…….…….5 

2.燃料費調整……………………………………………………………….…..…….…….5 

 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東京電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

94 / 314 
 

3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東京電力エリア）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 

3.使用電力量の協定………………………………………………….…………….…..….7 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東京電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東京電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

95 / 314 
 

3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の東京電力エリア ファミリーまたは東京電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との

合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満で

あること。ただし、1 需要場所において当社の東京電力エリア ファミリーまた

は東京電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、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「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況

等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電力

との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。

この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

供給設備を施設することがあります。 

③当社の東京電力エリア ファミリーまたは東京電力エリア ビジネスとあわせて

契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 
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(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 3 相 3 線式標準電圧 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。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議

によって契約電力を定めます。 

 
4.電気料金 

 
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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 

 
4.電気料金 
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料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,033 円 92 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 38 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 80 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（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、別表の

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、または

別表の 2（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、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,033 円 92 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 38 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 80 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の
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変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 1項の規定によ

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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
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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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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
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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
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300

円以下の場合 

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)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合 

平均燃料価格は 66,300 円といたします。 

燃料費調整単価＝（66,300 円 ― 44,200 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 

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) 

 
(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。 

①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。 

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 
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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 3 厘 

 
4.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

基準単価は、次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき 翌年の 22 銭 8 厘（税込） 

 
4.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 
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取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（東京電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

3.使用電力量の協定…………………………………………….………………….…..….7 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（東京電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。ただし、離

島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが維持し、及

び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で

定めるものに限ります）は除きます。 

 
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 
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本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

②1 需要場所において当社の東京電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約電流と契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の東

京電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使

用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
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(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 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)契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、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、お客さまの申し出によ

って定めます。 

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、

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとしま

す。 

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限

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、当該一般送配電事業者は、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。 

 
(4)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

②供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方標準周波数 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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトとすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリーンエ
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人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたし

ます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 

ネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、

発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたし

ます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、電力量従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の

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

ー発電促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2

（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、別表の 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、または本定義書別表の 2（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、別表の 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 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 
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契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 26 円 48 銭 

上記超過 30 円 58 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量

日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新た

な電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契

約電流の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワットをこえ、300 キロワット時まで 26 円 48 銭 

上記超過 30 円 58 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量

日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新た

な電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契

約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 
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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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）の前日までの期

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）の前日まで
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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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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) 

 
(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 
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円以下の場合 

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)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合 

平均燃料価格は 66,300 円といたします。 

燃料費調整単価＝（66,300 円 ― 44,200 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 ③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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.使用電力量の協定 

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。 

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。 

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)基準価格 

基準価格は、次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき 翌年の 22 銭 8 厘 

 
3.使用電力量の協定 
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計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替  

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 
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計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

3.使用電力量の協定…………………………………………………………………….…7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東京電力エリア）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 

2.燃料費調整…………………………………………………………………..….…….….5 

3.使用電力量の協定………………………………………………………….………...….7 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東京電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。ただし、離

島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが維持し、及

び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で

定めるものに限ります）は除きます。 

 
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における調整単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 
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2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の東京電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい

て当社の東京電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計

が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設

2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で契約容量が 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ものに適用いた

します。 
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備を施設することがあります。 

 
(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 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。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。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、

お客さまと当社との協議によって契約容量を定めます。 

 

 
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 ボルトもしくは

200 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 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりが

たい場合は、契約容量をお客さまとの協議によって定めます。 
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(5)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さま

に対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法人日

本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発電期間、

発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）を、翌月 5

日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたします。 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 

 
⑤グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリー

ンエネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電

力量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書を

いいます。）を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さ

まに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料

費調整）(1)④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

の 2（燃料費調整）(1)④によって算定された年要費調整額を差し引いたもの、また

は本定義書別表の 2（燃料費調整）(1)②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、別表の 2（燃料費調整）(1)②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 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 
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(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 48 銭 

上記超過 30 円 58 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 48 銭 

上記超過 30 円 58 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二項の規定に基づき納付金単価
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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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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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（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300

円以下の場合 

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)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合 

平均燃料価格は 66,300 円といたします。 

燃料費調整単価＝（66,300 円 ― 44,200 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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) 

 
(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) 
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③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 円以上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.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

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。 

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。 

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 

基準価格は、次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき 翌年の 22 銭 8 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東京電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

125 / 314 
 

といたします。 

 

 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 
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以上 
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（表紙） 

 

 

 

 

契約種別定義書 
【GREENa RE100 動力】 

（東京電力エリア） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
グリーナ株式会社 

 

 

 

 

 

（表紙） 

 

 

 

 

契約種別定義書 
【GREENa RE100 動力】 

（東京電力管内） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
グリーナ株式会社 

 

 

 

 

 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（東京電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

128 / 314 
 

（表紙２） 
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2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（東京電力エリア）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいま

す。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するとき

の料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

2.燃料費調整…………………………………………………………….……..….……….5 

3.使用電力量の協定………………………………………………………….…….…..….7 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（東京電力管内）（以下「本定義書」とい

います。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 
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3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の東京電力エリア ファミリーまたは東京電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との

合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満で

あること。ただし、1 需要場所において当社の東京電力エリア ファミリーまた

は東京電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状

況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電

力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。 

③当社の東京電力エリア ファミリーまたは東京電力エリア ビジネスとあわせて

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ
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契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 
(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 3 相 3 線式標準電圧 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。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議

によって契約電力を定めます。 

 

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 
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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 
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(5)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,065 円 90 銭 

 
(2)電力量料金 

 ⑤グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリー

ンエネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電

力量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書を

いいます。）を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（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、別表の

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、または

別表の 2（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、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,065 円 90 銭 

 
②電力量料金 
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電力量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 39 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 16 円 82 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 

従量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 39 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 16 円 82 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 
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（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 

（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 
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2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300

円以下の場合 

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)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合 

平均燃料価格は 66,300 円といたします。 

燃料費調整単価＝（66,300 円 ― 44,200 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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

2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 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) 

 
(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
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る電気に適用いたします。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 3 厘 

 
4.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

る電気に適用いたします。 

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。 

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、次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき 翌年の 22 銭 8 厘（税込） 

 
4.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 
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前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（中部電力エリア）（以下

「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約

款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を

供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重

県（一部を除きます。）、長野県、静岡県（富士川以西） 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（中部電力管内）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給する

ときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、
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本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約電流と契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の中

部電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

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

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 200 ボルトまたは交流 3 相 3

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使

用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気標準周波数 50 ヘルツとします。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 単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ

ルトとすることがあります。 
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線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

 
(3)契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、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、お客さまの申し出によ

って定めます。 

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、

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとしま

す。 

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限

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、当該一般送配電事業者は、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。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回

る場合は、別表の 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
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(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 15 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 20 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 30 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 40 アンペア 1,109 円 68 銭 

契約電流 50 アンペア 1,387 円 10 銭 

契約電流 60 アンペア 1,664 円 51 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 24 円 77 銭 

上記超過 27 円 06 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

ものといたします。 

 

①基本料金 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 15 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 20 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 30 アンペア 832 円 25 銭 

契約電流 40 アンペア 1,109 円 68 銭 

契約電流 50 アンペア 1,387 円 10 銭 

契約電流 60 アンペア 1,664 円 51 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 21 円 06 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 24 円 77 銭 

上記超過 27 円 06 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが
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新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約電流の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の変

更等）に準じます。 

 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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
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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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 
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②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 
（略） 
 
④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 

ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価÷1,000) 

 

 
（略） 

 
④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 
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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 3 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

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 翌年の 23 銭 9 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 
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取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中部電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重

県（一部を除きます。）、長野県、静岡県（富士川以西） 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

3.使用電力量の協定………………………………………….…………………….…..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中部電力管内）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給すると

きの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 
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当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 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。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい

て当社の中部電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計

が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

 
(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 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 ヘルツといたします。ただし，供給電気

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 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ものに適

用いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ボルトもしくは

200 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、
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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 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 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認いたします。 

 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトといたします。ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客

さまと当社との協議によって契約容量を定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃

周波数は，標準周波数 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、技術上やむをえない場合には、交流３相３線式標準電圧 100

ボルトもしくは 200 ボルトとすることがあります。 

 
(3)契約容量 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流にも

とづき、以下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。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

引き継ぐものとします。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、必要に応じて確認いたします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合

は、契約容量をお客さまとの協議によって定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中部電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

154 / 314 
 

料費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペア 271 円 70 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 24 円 77 銭 

上記超過 27 円 06 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペア 271 円 70 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 21 円 06 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 24 円 77 銭 

上記超過 27 円 06 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 
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（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ
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からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、（削除）再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2

号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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 
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燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 
（略） 
 
④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 3 厘 

 
3.使用電力量の協定 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価÷1,000) 

 

 
（略） 

 
④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 翌年の 23 銭 9 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 
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計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 
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計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（中部電力エリア）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重

県（一部を除きます。）、長野県、静岡県（富士川以西） 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

3.使用電力量の協定…………………………………………….……………………...….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（中部電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 
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当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア ファミリーまたは中部電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との

合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満で

あること。ただし、1 需要場所において当社の中部電力エリア ファミリーまた

は中部電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状

況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電

力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。 

③当社の中部電力エリア ファミリーまたは中部電力エリア ビジネスとあわせて

契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 
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(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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波

数は、標準周波数 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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議

によって契約電力を定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可能エネルギー発電促

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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 1（再
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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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,054 円 54 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 01 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 46 銭 

 
5.契約電力の変更 

①当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,054 円 54 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 04 銭 

1 キロワット時につき 他季料金 15 円 49 銭 

 
5.契約電力の変更 

①当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと
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づく契約電力の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を新たに設定もし

くは変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を

変更することはできません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

づく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を新たに設定もし

くは変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を

変更することはできません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 
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(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 
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①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 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。 
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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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 3 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

①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。 

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 翌年の 23 銭 9 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 
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前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（中部電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重

県（一部を除きます。）、長野県、静岡県（富士川以西） 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

3.使用電力量の協定…………………………………………………………………..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（中部電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 
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当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約電流と契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の中

部電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

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

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

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使

用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気標準周波数 50 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル
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上やむをえない場合には，交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3

線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

 
(3)契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、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。 

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電流の値を引き継ぐものとしま

す。 

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限

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、当該一般送配電事業者は、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。 

 
(4)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたし

ます。 

トとすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリー

ンエネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電

力量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書を

いいます。）を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さま

に交付いたします。 
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4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 

 
(2)電力量料金 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回

る場合は、別表の 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。 

 

基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 

 
①電力量料金 
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電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 25 円 51 銭 

上記超過 28 円 46 銭 

 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約電流の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 

 

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 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 21 円 06 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1

キロワット時まで 

25 円 54 銭 

上記超過 28 円 49 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 

 

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 
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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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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
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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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 
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平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 3 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

            平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価÷1,000) 

 
③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。 

④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 翌年の 22 銭 9 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容
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力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 
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イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 

 

 

2020 年 11 月 1 日実施 
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2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（中部電力エリア）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重

県（一部を除きます。）、長野県、静岡県（富士川以西） 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 

2.燃料費調整………………………………………………………….………..…….…….5 

3.使用電力量の協定……………………………………………….……………….…..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（中部電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 
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3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 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。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい

て当社の中部電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①および③に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力

との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。

この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

供給設備を施設することがあります。 

 
(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 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200

3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 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ものに適用いたし

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 ボルトもしくは
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ボルトとし、周波数は，標準周波数 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。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200

ボルトといたします。ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客

さまと当社との協議によって契約容量を定めます。 

 
(5)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さま

に対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法人日

200 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３相３線式標準電圧 100

ボルトもしくは 200 ボルトとすることがあります。 

 
③契約容量 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりが

たい場合は、契約容量をお客さまとの協議によって定めます。 

 
⑤グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリー
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本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発電期間、

発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）を、翌月

5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたします。 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃

料費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペア 286 円 00 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

ンエネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電

力量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書を

いいます。）を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さま

に交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペア 286 円 00 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 21 円 06 銭 
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120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 25 円 51 銭 

上記超過 28 円 46 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 25 円 54 銭 

上記超過 28 円 49 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 
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(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 
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①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 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。 
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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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 3 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

 

(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。 

④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 翌年の 23 銭 9 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（中部電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

193 / 314 
 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（中部電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

194 / 314 
 

（表紙） 
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（表紙） 
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（表紙２） 

 

 

2020 年 11 月 1 日実施 
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(1)契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（中部電力エリア）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいま

す。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するとき

の料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重

県（一部を除きます。）、長野県、静岡県（富士川以西） 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（中部電力管内）（以下「本定義書」とい

います。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 
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(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア ファミリーまたは中部電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との

合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満で

あること。ただし、1 需要場所において当社の中部電力エリア ファミリーまた

は中部電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状

況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電

力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器

等の供給設備を施設することがあります。 

③当社の中部電力エリア ファミリーまたは中部電力エリア ビジネスとあわせて

契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 
(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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波

数は、標準周波数 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

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 
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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし供給電気方式および供給電圧に
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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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議

によって契約電力を定めます。 

 
(5)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 

 
⑤グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリー

ンエネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電

力量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書を



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（中部電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

199 / 314 
 

を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,086 円 80 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 06 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 16 円 51 銭 

 
5.契約電力の変更 

いいます。）を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,086 銭 80 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 06 銭 

1 キロワット時につき 他季料金 16 円 51 銭 

 
5.契約電力の変更 
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①当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約電力の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 

①当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

づく契約電力の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 
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（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 

（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 
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2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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

2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 45,900 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 68,900 円といたします。 

燃料費調整単価＝（68,900 円 ― 45,900 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
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る電気に適用いたします。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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 3 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 

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。 

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 翌年の 22 銭 9 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 
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前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替 

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（関西電力エリア）（以下

「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約

款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を

供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山

県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（関西電力管内）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給する

ときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県、岐阜県、三重県（一

部を除きます。） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。
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ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の関西電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、最

大需要容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

③ただし、1 需要場所において当社の関西電力エリア 動力とあわせて契約する場

合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」と

いいます。）の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済

上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の最大需

要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用す

ることがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 
(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

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 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

 
ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50

キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせ

て契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、

当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流と契約電力

との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等

の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気標準周波数 60 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（関西電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

209 / 314 
 

式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

 
4.電気料金 

料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および本定義

書別表 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、料金は、本定義書別表 2（燃

料費調整）(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものと

します。 

 
(1) 1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、1 月に次のとおりとします。 

1 契約あたり最低料金（最初の 15kWh まで） 333 円 72 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 20 円 13 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 34 銭 

上記超過 27 円 44 銭 

 
（削除） 

 

 

 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金および燃料費調整額の合計とします。 

 

 

 
①1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、1 月に次のとおりとします。 

1 契約あたり最低料金（最初の 15kWh まで） 333 円 72 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 20 円 13 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 34 銭 

上記超過 27 円 44 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更後

の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日

より始まる仕様期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新たな



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（関西電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

210 / 314 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単

電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契約

容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を新たに設定もしく

は変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更

することはできません。 

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2条（電

気供給契約の変更等）に準じます。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二項の規定に基づき納付金単価
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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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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

 
2.燃料費調整 

 イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷

1,000) 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、

40,700 円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×((2)の基準単価 ÷

1,000) 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 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



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（関西電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

213 / 314 
 

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。 

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 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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。ただし、最低料金適用電力量までは、最低料金

に適用される燃料費調整単価といたします。なお、最低料金適用電力量とは、1

契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいま

す。 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

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 

④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。 

 

 

 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 
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前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（関西電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山

県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

3.使用電力量の協定………………………………………….……………….………..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（関西電力管内）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給すると

きの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県、岐阜県、三重県（一

部を除きます。） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 
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当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の関西電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の

状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当

該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。 

 
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数 

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

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 6 キロボルトアンペア以

上であり、かつ、原則として 50 キロアンペア未満であるものに適用いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 

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ボルトもしくは200

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 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
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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)契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。 

ただし、契約容量が前述の算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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、本定義書別表 2（燃料費調整）(1)④によっ

圧については、技術上やむをえない場合には、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契約容量 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。 

ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお

客さまとの協議によって定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

電促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃
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て算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 376円 20 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120キロワット時まで 17円 72銭 

120キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 20円 31銭 

上記超過 22円 87銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

料費調整(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別

表の 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、

または別表の 2（燃料費調整）(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,100

円を上回る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 376円 20 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

1 キロワット時をこえ 120キロワット時まで 17円 72銭 

120キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 20円 31銭 

上記超過 22円 87銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 
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（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ
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からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 
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燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値とし、次のとおりと

いたします。 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) × ((2)の基準単価÷1,000) 

 
③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。 

④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)基準価格 

基準価格は、次のとおりといたします。 
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1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

1 キロワット時につき 翌年の 16 銭 5 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計
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量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（関西電力エリア）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山

県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

3.使用電力量の協定…………………………………………………….………….…..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（関西電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県、岐阜県、三重県（一

部を除きます。） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 
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当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の関西電力エリア ファミリーまたは関西電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、最大需要容量または契約容量と契約電力

との合計（最大需要容量の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容

量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワ

ット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の関西電力エリア ファ

ミリーまたは関西電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが

希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供

給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量または契

約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用す

ることがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

③当社の関西電力エリア ファミリーまたは関西電力エリア ビジネスとあわせて

契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 動力」プランを適用します。ただ

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 
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(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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波

数は、標準周波数 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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト

とすることがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議

によって契約電力を定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 1（再生可能エネルギー発電

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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。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ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 1（再
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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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃

料費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 993 円 37 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 16 円 11 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 14 円 81 銭 

 
5.契約電力の変更 

①当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと

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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 993 円 37 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 夏季料金 16 円 11 銭 

1 キロワット時につき 他季料金 14 円 81 銭 

 
5.契約電力の変更 

①当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計

量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが

新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもと
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づく契約電力の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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

づく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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
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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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 
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②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単

ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 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次のとお

りといたします。 

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
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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 16 銭 5 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

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 16 銭 5 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 
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(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（関西電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山

県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（関西電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県、岐阜県、三重県（一

部を除きます。） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミリー」プランを適用します。ただ
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し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の関西電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、最

大需要容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所に

おいて当社の関西電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設

備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量と契約電力と

の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

 
(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

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 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線

し、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

 
ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50

キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせ

て契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、

当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流と契約電力

との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等

の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気標準周波数 60 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 
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式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

 
(3)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたし

ます。 

 
4.電気料金 

料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および本定義

書別表 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、料金は、本定義書別表 2（燃

料費調整）(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものと

します。 

 
(1) 1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、1 月に次のとおりとします。 

1 契約あたり最低料金（最初の 15kWh まで） 333 円 72 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

 

 
③グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリー

ンエネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電

力量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書を

いいます。）を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さま

に交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金および燃料費調整額の合計とします。 

 

 

 
①1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、1 月に次のとおりとします。 

1 契約あたり最低料金（最初の 15kWh まで） 333 円 72 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 
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15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 21 円 12 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 68 銭 

上記超過 30 円 49 銭 

 
（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 21 円 12 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 68 銭 

上記超過 30 円 49 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更後

の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日

より始まる仕様期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新たな

電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契約

容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を新たに設定もしく

は変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更

することはできません。 

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2条（電

気供給契約の変更等）に準じます。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 
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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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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
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定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
2.燃料費調整 

 ①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

り認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）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。 

 
2.燃料費調整 

 イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷

1,000) 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、

40,700 円以下の場合 
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燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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。ただし、最低料金適用電力量までは、最低料金

に適用される燃料費調整単価といたします。なお、最低料金適用電力量とは、1

契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいま

す。 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×((2)の基準単価 ÷

1,000) 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 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次のとお

りといたします 

④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。 

 

 

 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過
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議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電
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力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（関西電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

248 / 314 
 

（表紙） 

 

 

 

 

契約種別定義書 
【GREENa RE100 ビジネス】 

（関西電力エリア） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
グリーナ株式会社 

 

 

 

 

 

（表紙） 

 

 

 

 

契約種別定義書 
【GREENa RE100 ビジネス】 

（関西電力管内） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
グリーナ株式会社 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（関西電力エリア）（以下「本定義

書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給する

ときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山

県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

3.使用電力量の協定…………………………………………….…………….………..….8 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（関西電力管内）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県、岐阜県、三重県（一

部を除きます。） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、
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本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の関西電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の

状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当

該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。 

 
(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 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

本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネス」プランを適用します。ただし、

当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 6 キロボルトアンペア以

上であり、かつ、原則として 50 キロアンペア未満であるものに適用いたしま

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 ボルトもしくは

200 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 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、交流単相交流３相３線式標
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ルトとすることがあります。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。 

ただし、契約容量が前述の算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

 
(5)グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

 
③契約容量 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。 

ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお

客さまとの協議によって定めます。 

 
 ⑤グリーン電力証書の交付 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さま

に対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリーンエネル

ギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発電期

間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）を、
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を、翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたし

ます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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、本定義書別表 2（燃料費調整）(1)④によっ

て算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 396円 00 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120キロワット時まで 17円 72銭 

120キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22円 08銭 

上記超過 25円 41銭 

翌月 5 日までに、当初所定の方法によって、当社からお客さまに交付いたします。 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

電促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃

料費調整(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別

表の 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、

または別表の 2（燃料費調整）(1)(イ)によって算定された平均燃料価格が 27,100

円を上回る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 396円 00 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

1 キロワット時をこえ 120キロワット時まで 17円 72銭 

120キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22円 08銭 

上記超過 25円 41銭 
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（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 
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①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（関西電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

256 / 314 
 

（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

      燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) × ((2)の基準単価÷1,000) 

 

 
③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。 
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④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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)基準価格 

基準価格は、平均燃料価格が 1,000 円以上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 16 銭 5 厘 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

④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)基準価格 

基準価格は、次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき 16 銭 5 厘（税込） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 
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使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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2.燃料費調整……………………………………………………………………………….5 

3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（関西電力エリア）（以下「本定義書」

といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいま

す。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するとき

の料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山

県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 

2.燃料費調整………………………………………………………….………..…….…….5 

3.使用電力量の協定………………………………………………….…………….…..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（関西電力管内）（以下「本定義書」とい

います。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）

に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、

その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県、岐阜県、三重県（一

部を除きます。） 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 
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3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。 

①契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②1 需要場所において当社の関西電力エリア ファミリーまたは関西電力エリア 

ビジネスとあわせて契約する場合は、最大需要容量または契約容量と契約電力

との合計（最大需要容量の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容

量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワ

ット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の関西電力エリア ファ

ミリーまたは関西電力エリア ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さまが

希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供

給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量または契

約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用す

ることがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

③当社の関西電力エリア ファミリーまたは関西電力エリア ビジネスとあわせて

契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 

3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」プランを適用します。ただし、当

社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

 

 
イ）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

ロ）1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用の客さま向けメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペ

アを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未

満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器を

ご使用のお客さまけのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電

流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあり 

 

 

 
ハ）電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せ

ずに、電灯または小型機器を使用しないこと。 
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(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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波

数は、標準周波数 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ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトと

することがあります。 

 
(3)契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といた

します。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、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものと

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、

当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認

いたします。 

 
(4)契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力が前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議

によって契約電力を定めます。 

 
(5)グリーン電力証書の交付 

 
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 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周

波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。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 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとすることがあります。 

 
③契約電力 

契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の

定格電流にもとづき、以下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。 

 

 

 
④契約電力の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 × 
1

1000
 

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお

客さまと当社との協議によって定めます。 

 
 ⑤グリーン電力証書の交付 
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お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客さ

まに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（一般財団法

人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力について、その発電電力量、発

電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。）

を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃

料費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 

 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,024 円 10 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価は次のとおりとします。 

お客さまに本定義書にもとづく電気料金が適用される場合には、当社は、お客

さまに対し、お客さまの使用電力量(kWh)に応じたグリーン電力証書（グリーン

エネルギー認証センターの認証を受けたグリーン電力について、その発電電力

量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をい

います。）を、翌月 5 日までに、当社からお客さまに交付いたします。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金を加え、使用電力量に応じて燃料費調整額を本定義書別表の 2（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表の

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、または

別表の 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回

る場合は、別表の 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 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1,024 円 10 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価は次のとおりとします。 
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1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 13 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 83 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 13 銭 

1 キロワット時につき 他季料金 15 円 83 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 
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(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 
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①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ、40,700

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,100 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 40,700 円といたします。 

燃料費調整単価＝（40,700 円 ― 27,100 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。 
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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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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。 

 
（略） 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

(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。 

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。 

 
（略） 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計
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した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（中国電力エリア）（以下

「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約

款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を

供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。鳥取県、島根県（隠岐諸島〔島後、中ノ島、

西ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡山県、広島県、山口県（見島を除きます。）、

兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（中国電力管内）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給する

ときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
鳥取県、島根県（隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡

山県、広島県、山口県（見島を除きます。）、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県

の一部 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 
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当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の中国電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、最

大需要容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所に

おいて当社の中国電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設

備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量と契約電力と

の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

 
(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、供給電気標準

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

 
ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50

キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせ

て契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、

当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流と契約電力

との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等

の供給設備を施設することがあります。 

 

 

 
②供給電気方式、供給電圧および周波数 

標準周波数 60 ヘルツとします。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
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周波数 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 200 ボルトまたは交流 3

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

 
4.電気料金 

料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および本定義

書別表 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、料金は、本定義書別表 2（燃

料費調整）(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものと

します。 

 
(1) 1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、1 月に次のとおりとします。 

1 契約あたり最低料金（最初の 15kWh まで） 317 円 14 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 20 円 76 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 10 銭 

上記超過 27 円 22 銭 

 
（削除） 

 

は 200 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 ボルトとす

ることがあります。 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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

促進賦課金および燃料費調整額の合計とします。 

 

 

 
①1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、1 月に次のとおりとします。 

1 契約あたり最低料金（最初の 15kWh まで） 317 円 14 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで 20 円 79 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 26 円 10 銭 

上記超過 27 円 22 銭 

 
5.契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には、変更後
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5.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日

より始まる仕様期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新たな

電気供給契約の申込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契約

容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。 

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を新たに設定もしく

は変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更

することはできません。 

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2条（電

気供給契約の変更等）に準じます。 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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
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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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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」

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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
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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。 

 
2.燃料費調整 

 ①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り、かつ、39,000

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合 

平均燃料価格は 39,000 円といたします。 

燃料費調整単価＝（39,000 円 ― 26,000 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

「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。 

 
2.燃料費調整 

 イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（26,000 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷

1,000) 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り、かつ、

39,000 円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 26,000 円) ×((2)の基準単価 ÷

1,000) 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 39,000 円といたします。 

燃料費調整単価＝（39,000 円 ― 26,000 円) ×((2)の基準単価÷1,000) 
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（略） 
 
④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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。ただし、最低料金適用電力量までは、最低料金

に適用される燃料費調整単価といたします。なお、最低料金適用電力量とは、1

契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいま

す。 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

 
（略） 

 
④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。 

 

 

 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 
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(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.使用電力量の協定……………………………………………………………………….7 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中国電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。鳥取県、島根県（隠岐諸島〔島後、中ノ島、

西ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡山県、広島県、山口県（見島を除きます。）、

兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単価の金額はすべて

消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 

3.使用電力量の協定………………………………………….………………….……..….8 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中国電力管内）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給すると

きの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。 

 
鳥取県、島根県（隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡

山県、広島県、山口県（見島を除きます。）、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県

の一部 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 
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3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①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。 

②1 需要場所において当社の中国電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の

状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当

該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。 

 
(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 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 60 ヘルツといたします。ただし、供給

3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 6 キロボルトアンペア以

上であり、かつ、原則として 50 キロアンペア未満であるものに適用いたしま

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 ボルトもしくは

200 ボルトとし、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
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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。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。 

ただし、契約容量が前述の算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 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

とし、周波数は、標準周波数 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 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。 

ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお

客さまとの協議によって定めます。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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
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いたします。ただし、電力量料金は、本定義書別表 2（燃料費調整）(1)④によっ

て算定された燃料費調整額を差し引き、または加えたものとします。 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 362円 40 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120キロワット時まで 18円 03銭 

120キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22円 75銭 

上記超過 23円 45銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

電促進賦課金および燃料費調整額の合計とします。 

 

 
①基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額とします。。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 362円 40 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120キロワット時まで 18円 10銭 

120キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22円 75銭 

上記超過 23円 45銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中国電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

286 / 314 
 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）の前日までの期

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）の前日まで



2020 年 11 月 1 日 

グリーナ株式会社 

契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中国電力エリア） 
新旧対照表 

新定義書 旧定義書 
 

Copyright © 2020 GREENa Co., Ltd. All Rights Reserved 
 

287 / 314 
 

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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り、かつ、39,000

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

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 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（26,000 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り、かつ、39,000
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円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合 

平均燃料価格は 39,000 円といたします。 

燃料費調整単価＝（39,000 円 ― 26,000 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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。 

 
3.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 26,000 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 39,000 円といたします。 

燃料費調整単価＝（39,000 円 ― 26,000 円) × ((2)の基準単価÷1,000) 

 
③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。 

④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。 

 
3.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約
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は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 

前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 
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ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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4.使用電力量の協定……………………………………………………………..………10 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（九州電力エリア）（以下

「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約

款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を

供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、

宮崎県、鹿児島県（削除） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバーサルサービス調整に

おける調整単価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

4.離島ユニバーサルサービス調整…………………………….…….………………….10 

 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（九州電力管内）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」と

いいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給する

ときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。

ただし、離島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが

維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産

業省令で定めるものに限ります）は除きます。 

 
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県（一部地域を除きま

す。） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整、離島ユニバーサルサービス調整に

おける基準単価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 
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本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

②1 需要場所において当社の九州電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約電流と契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の九

州電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設するこ

とがあります。 

 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ファミリー」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

イ）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 

ロ）1 需要場所において低圧動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使

用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、イ）に該当し、かつ、ロ）の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 
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(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

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 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)契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、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、お客さまの申し出によ

って定めます。 

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、

他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとしま

す。 

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限

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、当該一般送配電事業者は、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。 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 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

②供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気標準周波数 60 ヘルツとします。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 単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ

ルトとすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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
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たします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃

料費調整額および別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)④により算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 820 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 820 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 820 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 820 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,100 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,350 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,580 円 00 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22 円 60 銭 

上記超過 23 円 98 銭 

 
（略） 

促進賦課金、燃料費調整額および離島ユニバーサル調整額の合計といたします。な

お、燃料費調整額は、別表２（燃料費調整）により算定された燃料費調整額とし、

離島ユニバーサル調整額は、別表３（離島ユニバーサル調整）により算定された離

島ユニバーサルサービス調整額とします。 

 

①基本料金 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約電流 10 アンペア 860 円 00 銭 

契約電流 15 アンペア 860 円 00 銭 

契約電流 20 アンペア 860 円 00 銭 

契約電流 30 アンペア 860 円 00 銭 

契約電流 40 アンペア 1,134 円 50 銭 

契約電流 50 アンペア 1,387 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,639 円 40 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22 円 60 銭 

上記超過 23 円 98 銭 

 
（略） 
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6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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
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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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 
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②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回り、かつ、41,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 41,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（41,100 円 ― 27,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単

ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回り、かつ、41,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 41,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（41,100 円 ― 27,400 円) ×((2)の基準単価÷1,000) 

 
③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。 

④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
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価を適用して算定いたします。 

 
（略） 

 
3.離島ユニバーサルサービス調整 

(1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

 ①離島平均燃料価格 

（略） 

 ②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といた

します。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、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離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) 

×
(2)の離島基準単価

1,000
   

(ロ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ

78,800 円以下の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (離島平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  

(2)の離島基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が、78,800 円を上回る場合 

価を適用して算定いたします。 

 
（略） 

 
3.離島ユニバーサルサービス調整 

(1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

 イ）離島平均燃料価格 

（略） 

 ロ）離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値とい

たします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、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離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (52,500円 ― 離島平均燃料価格) 

×((2)の離島基準単価 ÷1,000) 

(ロ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ

78,800 円以下の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (離島平均燃料価格 ― 52,500円) 

×((2)の離島基準単価 ÷1,000) 

 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が、78,800 円を上回る場合 
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離島平均燃料価格は 78,800 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×

(2)の離島基準単価

1,000
 

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

 
（略） 

 
④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その１月の使用電力量に②によって算定

された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

 
4.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

 

離島平均燃料価格は 78,800 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×((2)

の離島基準単価 ÷1,000) 

 
ハ）離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

 
（略） 

 
ニ）離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

 
4.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 
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前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 
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（表紙） 
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（表紙２） 
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3.離島ユニバーサルサービス調整……………………………………………………….7 

4.使用電力量の協定……………………………………….…….…………….…………10 

 
1.適用 

(1)契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（九州電力エリア）（以下「本

定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給

するときの料金、その他の条件を定めたものです。（削除） 

 

 

 
(2)本定義書は以下の地域に適用します。福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、

宮崎県、鹿児島県（削除） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

 
(3)本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバーサルサービス調整に

おける調整単価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

 
（削除） 

 

 

 
2.定義 

3.離島ユニバーサルサービス調整………………………….…………….…………..….8 

4.使用電力量の協定…………………………………………………………….…………9 

 
契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（九州電力管内）（以下「本定

義書」といいます。）は、当社の電気供給約款【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給すると

きの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は以下の地域に適用します。

ただし、離島（その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが

維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産

業省令で定めるものに限ります）は除きます。 

 
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県（一部地域を除きま

す。） 

 

 
なお、本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額はすべて消

費税等相当額を含みます。 

 
1.実施期日 

本定義書は、令和 2 年 9 月 1 日より実施し、申込され、その後、当社が承諾し契約

に至った契約に対して適用します。 

 
2.定義 
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本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

(1)適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。 

①契約電流が 6 キロ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。 

②1 需要場所において当社の九州電力エリア 動力とあわせて契約する場合は、契

約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい

て当社の九州電力エリア 動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望さ

れ、かつ、お客さまの電気の使用状態、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 「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計

が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供給約款による

ものとします。 

 
3.適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社が承諾した場合に、

本定義書にもとづく「GREENa スタンダード ビジネス」プランを適用します。

ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。 

①適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で契約容量が 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ものに適用いた

します。 
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(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 ボルトもしくは

200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 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。 

 
(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、(4)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。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します。なお、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を、必要に応じて確認い

たします。 

 
(4)契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、

お客さまと当社との協議によって契約容量を定めます。 

 

 
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 ボルトもしくは

200 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 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 

契約容量は、契約主開閉器により定めることとし、契約主開閉器の定格電流に

もとづき、以下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。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します。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、必要に応じて確認いたします。 

 
④契約容量の算定 

契約主開閉器の定格電流（Ａ） × 電圧ボルト（Ｖ）× 
1

1000
 

なお、交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200 ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりが

たい場合は、契約容量をお客さまとの協議によって契約容量を定めます。 
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4.電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 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 2（燃料費調整）(1)④により算定された燃

料費調整額および別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)④により算定された

離島ユニバーサルサービス調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

 

 
(1)基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 264 円 40 銭 

 
(2)電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22 円 13 銭 

上記超過 23 円 46 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の

4.電気料金 

料金は、基本料金と、従量料金単価を乗じた額の合算値と、本定義書別表の 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、燃料費調整額および離島ユニバーサル調整額の合計といたします。な

お、燃料費調整額は、別表２（燃料費調整）により算定された燃料費調整額とし、

離島ユニバーサル調整額は、別表３（離島ユニバーサル調整）により算定された離

島ユニバーサルサービス調整額とします。 

 
①基本料金 

基本料金は、1月に次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場

合の基本料金は、半額とします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 264 円 40 銭 

 
②電力量料金 

従量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のとおりとします。 

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで 22 円 13 銭 

上記超過 23 円 46 銭 

 
（略） 

 
6.本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の
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変更等）に準じます。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、変更後の定義書によります。 

 
（略） 

 

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 36

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 32 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。 

 
（略） 

 
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①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。 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 1項の規定によ

変更等）に準じます。 

 

 
（略） 

 

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十二条第二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。 

 
（略） 

 
(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
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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、次のとおりといたします。お客さま

からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所

が再生可能エネルギー特別措置法第 37 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、その直後の検針日といたします。）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、①にかかわらず、①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、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規

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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

①平均燃料価格 

 
（略） 

 
②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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

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、次のとおりといたします。お客さ

まからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（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、その直後の検針日といたします。）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。 

 
（略） 

 
2.燃料費調整 

イ）平均燃料価格 

 
（略） 

 
ロ）燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各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
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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 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回り、かつ、41,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100 円を上回る場合 

平均燃料価格は 41,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（41,100 円 ― 27,400 円) ×  (2)の基準単価

1,000
 

 
③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。 

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。 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②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。 

 

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 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,400 円 ― 平均燃料価格) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回り、かつ、41,100

円以下の場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格 ― 27,400 円) ×((2)の基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100 円を上回る場合 

            平均燃料価格は 41,100 円といたします。 

燃料費調整単価＝（41,100 円 ― 27,400 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次のとおり

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。 
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（略） 

 
3.離島ユニバーサルサービス調整 

(1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

 ①離島平均燃料価格 

（略） 

 ②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といた

します。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、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離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) 

×
(2)の離島基準単価

1,000
   

(ロ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ

78,800 円以下の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (離島平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  

(2)の離島基準単価

1,000
 

(ハ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が、78,800 円を上回る場合 

離島平均燃料価格は 78,800 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×

（略） 

 
3.離島ユニバーサルサービス調整 

(1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

 イ）離島平均燃料価格 

（略） 

 ロ）離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値とい

たします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、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離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (52,500円 ― 離島平均燃料価格) 

×((2)の離島基準単価 ÷1,000) 

 
(ロ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ

78,800 円以下の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (離島平均燃料価格 ― 52,500円) 

×((2)の離島基準単価 ÷1,000) 

 
(ハ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が、78,800 円を上回る場合 

離島平均燃料価格は 78,800 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×((2)
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(2)の離島基準単価

1,000
 

 
③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

 
（略） 

 
④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その１月の使用電力量に②によって算定

された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

 
4.使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力

量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件（以

下「託送約款等」といいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電

力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合に

は、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用

電力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 

の離島基準単価 ÷1,000) 

 

 
ハ）離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

 
（略） 

 
ニ）離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定

された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

 
4.使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 

(1)過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過

去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容

量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約

電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 

イ）前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前月同月の使用電力量

前月または前月同月の料金の算定期間の日数
  × 協定の対象となる期間の日数 

ロ）前 3 月間の使用電力量による場合 
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前𝟑𝟑月間の使用電力量

前𝟑𝟑月間の料金の算定期間の日数
   ×  協定の対象となる期間の日数 

(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計

した値といたします。 

(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替

後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量

前取替後の計量器によって計量された期間の日数
  ×  協定の対象となる期間の日数 

(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計

量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取

付けは、第 45 条（計量器等の取付け）に準ずるものといたします。 

(5)公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 パーセント + (±誤差率)
  

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電

力量を対象として協定いたします。 

イ）お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ）一般送配電事業者が発見し測定したときは、発見日の属する月 

 

 

以上 


