
改訂箇所 新旧比較表 

電気供給約款 [低圧] （個人） 

・北海道電力ネットワークサービスエリア 
新 旧 

1．適用 

(2) この供給約款は、北海道電力ネットワ

ーク株式会社の供給区域である次の地

域に適用いたします。 

北海道（一部の離島を除きます。） 

(3) この供給約款は 2020年 5月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(13)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む北海道電力

ネットワーク株式会社をいいます。 

 

1.適用 

(2) この供給約款は、北海道電力株式会社

の供給区域である次の地域に適用いた

します。 

北海道（一部の離島を除きます。） 

(3) この供給約款は 2019年 4月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(13)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む北海道電力

株式会社をいいます。 

 
・東北電力ネットワークサービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(2) この供給約款は、東北電力ネットワー

ク株式会社の供給区域である次の地域

に適用いたします。 

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、 

山形県、福島県、新潟県（一部の離島 

を除きます。） 

(3) この供給約款は 2020年 5月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(15)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む東北電力ネ

ットワーク株式会社をいいます。 

1.適用 

(2) この供給約款は、東北電力株式会社の

供給区域である次の地域に適用いたし

ます。 

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、 

山形県、福島県、新潟県（一部の離島 

を除きます。） 

(3) この供給約款は 2019年 4月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(15)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む東北電力株

式会社をいいます。 



・中部電力パワーグリッドサービスエリア 
新 旧 

1．適用 

(2) この供給約款は、中部電力パワーグリ

ッド株式会社の供給区域である次の地

域に適用いたします。 

愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、

三重県（一部を除きます。）、静岡県 

（富士川以西）、長野県 

(3) この供給約款は 2020年 5月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(15)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む中部電力パ

ワーグリッド株式会社をいいます。 

 

1.適用 

(2) この供給約款は、中部電力株式会社の

供給区域である次の地域に適用いたし

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。）、静岡県 

（富士川以西）、長野県 

(3) この供給約款は 2019年 4月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(15)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む中部電力株

式会社をいいます。 

 
・関西電力送配電サービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(2) この供給約款は、関西電力送配電株式

会社の供給区域である次の地域に適用

いたします。 

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) この供給約款は 2020年 5月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(14)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む関西電力送

1.適用 

(2) この供給約款は、関西電力株式会社の

供給区域である次の地域に適用いたし

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) この供給約款は 2019年 4月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(14)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む関西電力株



配電株式会社をいいます。 

 

式会社をいいます。 

 
・中国電力ネットワークサービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(2) この供給約款は、中国電力ネットワー

ク株式会社の供給区域である次の地域

に適用いたします。 

  鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 

山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、 

愛媛県の一部（一部の離島を除きま 

す。） 

(3) この供給約款は 2020年 5月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(14)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む中国電力ネ

ットワーク株式会社をいいます。 

 

1.適用 

(2) この供給約款は、中国電力株式会社の

供給区域である次の地域に適用いたし

ます。 

  鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 

山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、 

愛媛県の一部（一部の離島を除きま 

す。） 

(3) この供給約款は 2019年 4月 1日から実

施いたします。 

 

3．定義 

(14)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む中国電力株

式会社をいいます。 

 
・九州電力送配電サービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(2) この供給約款は、九州電力送配電株式

会社の供給区域である次の地域に適用

いたします。 

  福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、 

熊本県、宮崎県、鹿児島県（一部の 

離島を除きます。） 

(3) この供給約款は 2020年 5月 1日から実

施いたします。 

 

 

1.適用 

(2) この供給約款は、九州電力株式会社の

供給区域である次の地域に適用いたし

ます。 

  福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、 

熊本県、宮崎県、鹿児島県（一部の 

離島を除きます。） 

(3) この供給約款は 2019年 4月 1日から実

施いたします。 

 

 



3．定義 

(15)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む九州電力送

配電株式会社をいいます。 

 

3．定義 

(15)一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域にお

いて一般送配電事業を営む九州電力株

式会社をいいます。 

 
 
プラン約款 

・北海道電力ネットワークサービスエリア 
新 旧 

1．適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（北海道電

力ネットワークサービスエリア）（以下

「電気供給約款」といいます。）にもと

づき、個人（個人事業主を含みます。）

の低圧需要に対して電気を供給すると

きの料金その他の条件を定めたもので

す。 

1.適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（北海道電

力サービスエリア）（以下「電気供給約

款」といいます。）にもとづき、個人（個

人事業主を含みます。）の低圧需要に対

して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。 

 
・東北電力ネットワークサービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（東北電力

ネットワークサービスエリア）（以下

「電気供給約款」といいます。）にもと

づき、個人（個人事業主を含みます。）

の低圧需要に対して電気を供給すると

きの料金その他の条件を定めたもので

す。 

1.適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（東北電力

サービスエリア）（以下「電気供給約款」

といいます。）にもとづき、個人（個人

事業主を含みます。）の低圧需要に対し

て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。 

 
 



・中部電力パワーグリッドサービスエリア 
新 旧 

1．適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（中部電力

パワーグリッドサービスエリア）（以下

「電気供給約款」といいます。）にもと

づき、個人（個人事業主を含みます。）

の低圧需要に対して電気を供給すると

きの料金その他の条件を定めたもので

す。 

1.適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（中部電力

サービスエリア）（以下「電気供給約款」

といいます。）にもとづき、個人（個人

事業主を含みます。）の低圧需要に対し

て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。 

 
・関西電力送配電サービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（関西電力

送配電サービスエリア）（以下「電気供

給約款」といいます。）にもとづき、個

人（個人事業主を含みます。）の低圧需

要に対して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。 

1.適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（関西電力

サービスエリア）（以下「電気供給約款」

といいます。）にもとづき、個人（個人

事業主を含みます。）の低圧需要に対し

て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。 

 
・中国電力ネットワークサービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（中国電力

ネットワークサービスエリア）（以下

「電気供給約款」といいます。）にもと

づき、個人（個人事業主を含みます。）

の低圧需要に対して電気を供給すると

きの料金その他の条件を定めたもので

1.適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（中国電力

サービスエリア）（以下「電気供給約款」

といいます。）にもとづき、個人（個人

事業主を含みます。）の低圧需要に対し

て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。 



す。 

 
・九州電力送配電サービスエリア 

新 旧 

1．適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（九州電力

送配電サービスエリア）（以下「電気供

給約款」といいます。）にもとづき、個

人（個人事業主を含みます。）の低圧需

要に対して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。 

1.適用 

(1) プラン約款 【従量電灯】（以下「契約

プラン約款」といいます。）は、当社の

電気供給約款[低圧](個人)（九州電力

サービスエリア）（以下「電気供給約款」

といいます。）にもとづき、個人（個人

事業主を含みます。）の低圧需要に対し

て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。 
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