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低圧電気需給契約低圧電気需給契約低圧電気需給契約低圧電気需給契約ののののおおおお申込申込申込申込みみみみ受付開始受付開始受付開始受付開始についてについてについてについて 

 

 

４４４４月月月月１１１１日日日日からのからのからのからの電力小売電力小売電力小売電力小売りりりり全面自由化全面自由化全面自由化全面自由化にににに向向向向けけけけ、、、、ごごごご家庭家庭家庭家庭をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする低圧低圧低圧低圧でおでおでおでお使使使使いのおいのおいのおいのお客客客客さまさまさまさま

にににに電気電気電気電気をおをおをおをお届届届届けするサービスけするサービスけするサービスけするサービス「「「「SHIZGASSHIZGASSHIZGASSHIZGAS でんきでんきでんきでんき」」」」のおのおのおのお申込申込申込申込みみみみ受付受付受付受付をををを本本本本日日日日よりよりよりより開始開始開始開始いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

 

 

当社グループは、お客さまのエネルギーのご使用環境に応じたガスと電気の最適なご利用スタ

イルをご提案・ご提供いたします。ご提供する電気の料金プラン

※１

は、標準的なご家庭で、最大

で年間約 6,000 円お得になります。お申込みは、お近くのエネリア

※２

やショールームのほか、お

客さまコンタクトセンター（TEL：0570－020－161）を通じて手軽にお手続きいただけます。さら

に４月１日以降は、WEB サイトからもお申込みができるようになります。 

 

 さらなる快適なくらしのご提案として、従来からのリフォーム提案等に加え、家電販売サービ

ス、駆けつけサービス、省エネ診断サービス等をワンストップでご提案できるよう準備を進めて

おります。具体的なサービスの内容につきましては、2月以降順次発表させていただきます。 

 

以上 

 

 

※１ 料金算定条件は、50Hz 地域、50A、消費税込でのモデルケース試算。 

（別紙をご参照ください） 

※２ 静岡ガス管内でガス機器の修理・販売等を行う地域のくらしのパートナー。 

※  静岡ガスグループの各社は、グループ会社の静岡ガス＆パワー株式会社（小売電気事業者

として登録済み）の販売代理店として、電気を販売いたします。 

 

 

 

 

 

 



  

【別紙 1】 今回発表する料金プランの概要 （50Hz 地区のお客さま向け）  

 

 

1．料金計算方法 

 電気料金 ＝ 基本料金 ＋ 電力量料金 ＋ 燃料費調整金 

        ＋  再生可能エネルギー発電促進賦課金 

 

 

2．基本料金 

（1）おうちプラン 1（現在、従量電灯 B をお使いのお客さま） 

 ①基本プラン 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） 842.40 1,067.04 1,298.70 1,516.32 

 

 ②セット割…ガスとセットでご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） ▲84.24 ▲112.32 ▲175.50 ▲252.72 

 

 ③ほっと割…ガスの床暖房や暖房機器をご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ④創エネ割…エコウィル、エネファームをご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ⑤安心割…警報器と消火器をリース契約の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ⑥ウェルカム割…あらたにガスをお申込の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ⑦早期割…早期にお申込みの場合（2017 年 12 月末まで）、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 【備考】 

・③ほっと割と④創エネ割とは同時適用できません。 

・⑥ウェルカム割と⑦早期割とは同時適用できません。また、適用期間はご使用開始後 

1 年間です。 



  

 

（2）おうちプラン 2（現在、従量電灯 C をお使いのお客さま） 

 ①基本プラン 

1kVA あたり料金（円/月、税込） 252.72 

 

 ②セット割…ガスとセットでご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲42.12 

 

 ③ほっと割…ガスの床暖房や暖房機器をご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ④創エネ割…エコウィル、エネファームをご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ⑤安心割…警報器と消火器をリース契約の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ⑥ウェルカム割…あらたにガスをお申込の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ⑦早期割…早期にお申込みの場合（2017 年 12 月末日）、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 【備考】 

・対象契約容量は 6kVA 以上かつ原則 50kVA 未満とします。 

・③ほっと割と④創エネ割とは同時適用できません。 

・⑥ウェルカム割と⑦早期割とは同時適用できません。また、適用期間はご使用開始後 

1 年間です。 

 

3．電力量料金 

120kWh まで（円/kWh、税込） 19.43 

300kWh まで（円/kWh、税込） 25.91 

300kWh 超（円/kWh、税込） 29.93 

 

4．モデル料金計算（1 ヵ月あたり、税込、燃料費調整金および再生可能エネルギー発電促進賦課

金は含まない） 

（1）基本料金 

想定モデル 適用プラン 料金（円/月、税込） 

契約電流＝50A  ①基本プラン 1,298.70 

当社グループのガスをご使用中  ②セット割 ▲175.50 

ファンヒーターをご使用中  ③ほっと割 ▲70.20 

2016 年 4 月にお申込み  ⑦早期割 ▲70.20 

【合計基本料金】  982.80 



  

（2）電力量料金 

想定モデル 料金（円/月、税込） 

月間ご使用量＝450kWh 

 19.43×120＋25.91×（300－120）＋29.93×（450－300） 11,484.90 

 

（3）合計電気料金（1 ヵ月あたり、税込、燃料費調整金および再生可能エネルギー発電促進賦課

金は含まない） 

   982.80 円＋11,484.90 円＝12,467 円（1 円未満切捨） 



  

【別紙２】 今回発表する料金プランの概要 （60Hz 地区のお客さま向け） 

 

 

1．料金計算方法 

 電気料金 ＝ 基本料金 ＋ 電力量料金 ＋ 燃料費調整金 

        ＋ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

 

 

2．基本料金 

（1）おうちプラン 1（現在、従量電灯 B をお使いのお客さま） 

 ①基本プラン 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） 1,010.88 1,095.12 1,333.80 1,558.44 

 

 ②セット割…ガスとセットでご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） ▲42.12 ▲56.16 ▲105.30 ▲168.48 

 

 ③ほっと割…ガスの床暖房や暖房機器をご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ④創エネ割…エコウィル、エネファームをご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ⑤安心割…警報器と消火器をリース契約の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ⑥ウェルカム割…あらたにガスをお申込の場合、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 ⑦早期割…早期にお申込みの場合（2017 年 12 月末まで）、以下の金額を割引いたします。 

契約電流 30A 40A 50A 60A 

料金（円/月、税込） － ▲56.16 ▲70.20 ▲84.24 

 

 【備考】 

・③ほっと割と④創エネ割とは同時適用できません。 

・⑥ウェルカム割と⑦早期割とは同時適用できません。また、適用期間はご使用開始後 

1 年間です。 



  

 

（2）おうちプラン 2（現在、従量電灯 C をお使いのお客さま） 

 ①基本プラン 

1kVA あたり料金（円/月、税込） 259.74 

 

 ②セット割…ガスとセットでご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲28.08 

 

 ③ほっと割…ガスの床暖房や暖房機器をご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ④創エネ割…エコウィル、エネファームをご利用の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ⑤安心割…警報器と消火器をリース契約の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ⑥ウェルカム割…あらたにガスをお申込の場合、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 ⑦早期割…早期にお申込みの場合（2017 年 12 月末日）、以下の金額を割引いたします。 

1kVA あたり料金（円/月、税込） ▲14.04 

 

 【備考】 

・対象契約容量は 6kVA 以上かつ原則 50kVA 未満とします。 

・③ほっと割と④創エネ割とは同時適用できません。 

・⑥ウェルカム割と⑦早期割とは同時適用できません。また、適用期間はご使用開始後 

1 年間です。 

 

3．電力量料金 

120kWh まで（円/kWh、税込） 20.68 

300kWh まで（円/kWh、税込） 25.08 

300kWh 超（円/kWh、税込） 27.97 

 

4．モデル料金計算（1 ヵ月あたり、税込、燃料費調整金および再生可能エネルギー発電促進賦課

金は含まない） 

（1）基本料金 

想定モデル 適用プラン 料金（円/月、税込） 

契約電流＝50A  ①基本プラン 1,333.80 

当社グループのガスをご使用中  ②セット割 ▲105.30 

ファンヒーターをご使用中  ③ほっと割 ▲70.20 

2016 年 4 月にお申込み  ⑦早期割 ▲70.20 

【合計基本料金】  1,088.10 



  

（2）電力量料金 

想定モデル 料金（円/月、税込） 

月間ご使用量＝450kWh 

 20.68×120＋25.08×（300－120）＋27.97×（450－300） 11,191.50 

 

（3）合計電気料金（1 ヵ月あたり、税込、燃料費調整金および再生可能エネルギー発電促進賦課

金は含まない） 

            1,088.10 円＋11,191.50 円＝12,279 円（1 円未満切捨） 

 


