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これまでの⾸都圏における電⼒販売の取組み

ご家庭の
お客さまなど

動⼒をお使い
のお客さま

○ 当社は、平成２８年７⽉に⾸都圏※におけるご家庭など低圧供給のお客さまへの電⼒販売を開始し、
電気料⾦メニュー「はぴeプラス」をご提供しております。

○ また、平成２９年４⽉からは、店舗や事務所等で動⼒をお使いのお客さま向けの電気料⾦メニュー「動⼒おとくプラ
ス」のご提案を当社アライアンス先を通じて試⾏的に開始しております。

○ 今後も、さらに多くのお客さまに当社の電気をお選びいただけるよう、このたび、本年10⽉１⽇より「はぴeプラス」の
料⾦単価を⾒直しするとともに、「動⼒おとくプラス」の提案について、本格的に実施することといたしました。
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今回
（10/1〜）

■⾸都圏※での活動状況

※ 栃⽊県、群⾺県、茨城県、埼⽟県、千葉県、東京都（島嶼地域を除きます）、神奈川県、⼭梨県および静岡県（富⼠川以東）

動⼒おとくプラス
アライアンス先を通じた
試⾏的な展開

本格展開
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住宅向け
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料⾦単価
⾒直し
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の⾒直しの概要

＜料⾦単価の⾒直し内容＞

○東京電⼒ＥＰ※１の「従量電灯Ｂ※２」をご契約中で、契約電流が30Ａ以上のお客さまに当社の「はぴeプラス」へご契約を
変更いただくと、すべてのお客さまの電気料⾦がお得になるよう電気料⾦単価を⾒直しました。

○また、電気のご使⽤量が多いお客さまについては、更にお得にお使いいただけるよう⾒直しました。

＜⽉額料⾦のイメージ＞

（税込）
現⾏ ⾒直し後

区分 単位 料⾦単価 区分 単位 料⾦単価

基本料⾦
6kWまで 円/契約 1,188.00 6kW以下 １契約につき 円/契約 788.40

6kW超過
1kWにつき 円/kW 388.80 6kW超過

6kWまで 円/契約 1,630.80

１kW超過ごとに 円/kW 280.80

電⼒量
料⾦

~300kWh
円/kWh

21.78
~120kWh

円/kWh

19.42

~300kWh 25.57

301kWh~ 30.24 301kWh~ 27.59

※１：「東京電⼒エナジーパートナー株式会社」をいいます。以降、その他のスライドにおいても同様の記載とします。※２：「従量電灯Ｂ」および「従量電灯C」は、東京電⼒ＥＰの電気供給約款（平成28
年１⽉１⽇実施）に基づきます。※３：（試算条件）電気料⾦には、平成29年10⽉分の燃料費調整額、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦（平成29年５⽉分〜平成30年４⽉分適⽤分）お
よび消費税等相当額を含みます。東京電⼒ＥＰの料⾦は、東京電⼒ＥＰが公表している平均モデル（従量電灯Ｂ・契約電流30Ａ・⽉間使⽤量260kWh）を採⽤し、電気供給約款（平成28年１⽉
１⽇実施）の「従量電灯Ｂ」に基づき算定しており、⼝座振替割引額を含みません。年間のメリット額は、上記の条件により試算した1⽉の料⾦を年間換算(12倍)して算出したものであり、実際のメリット額
は電気のご使⽤状況等により変動します。

＜参考＞東京電⼒EP
区分 単位 料⾦単価

基
本
料
⾦

従量電灯B 10Aごとに
(30Aの場合) 円/契約

280.80
(842.40)

従量電灯Ｃ 1kVAごとに
(6kVAの場合) 円/kVA

280.80
(1,684.80)

電⼒量料⾦

~120kWh

円/kWh

19.52
~300kWh 26.00

301kWh~ 30.02

（税込）

（kWh/⽉）

（契約電流）
60Ａ
50Ａ
40Ａ
30Ａ

※契約電⼒6kW以下の場合

（円/⽉）

０

東京電⼒EP
従量電灯Ｂ 【⾒直し後】

ご使⽤量に関わらず
電気料⾦がお得！！

東京電⼒EP
従量電灯B

81,012円/年
（6,751円/⽉）

79,500円/年
（6,625円/⽉）

契約変更

年間で▲約1,500円お得！

＜電気のご使⽤量が平均的なお客さまにおける料⾦メリット※３＞
（⽉間使⽤量260kWh）

（契約電流：30A） （契約電⼒：6kW以下）

※2
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への契約変更による料⾦メリット

東京電⼒ＥＰの従量電灯Ｂと⽐べて
電気料⾦が年間で約14,200円お得！ ※１

約1,200円相当の がたまるから※３

あわせて年間約15,400円相当お得！
さらに

※１（試算条件）電気料⾦には、平成29年10⽉分の燃料費調整額、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦（平成29年５⽉分〜平成30年４⽉分適⽤分）および消費税等相当額を含みます。
東京電⼒ＥＰの料⾦は電気供給約款（平成28年１⽉１⽇実施）の「従量電灯Ｂ」に基づき算定し、⼝座振替割引額を含みません。
年間のメリット額は、上記の条件により試算した1⽉の料⾦を年間換算(12倍)して算出したものであり、実際のメリット額は電気のご使⽤状況等により変動します。

※２:年間約1,000円相当のはぴｅポイントは、電気料⾦が年間を通じ10,368円／⽉で、毎⽉「はぴｅみる電」にログインし、省エネアドバイス等をご利⽤いただいた場合に貯まります。
※３:年間約1,200円相当のはぴｅポイントは、電気料⾦が年間を通じ13,099円／⽉で、毎⽉「はぴｅみる電」にログインし、省エネアドバイス等をご利⽤いただいた場合に貯まります。

400kWh
（東京電⼒EP:40アンペア・関⻄電⼒：6kW以下）

500kWh
（東京電⼒EP:50アンペア・関⻄電⼒：6kW以下）

ひと⽉あたりの
電気のご使⽤量

（契約電流・契約電⼒）

＜契約切り替えによる料⾦メリット＞
東京電⼒ＥＰの従量電灯Ｂと⽐べて

電気料⾦が年間で約8,000円お得！ ※１

約1,000円相当の がたまるから※２

あわせて年間約9,000円相当お得！
さらに

東京電⼒EP
従量電灯Ｂ

132,420円/年
(11,035円/⽉)

東京電⼒EP
従量電灯Ｂ

[⾒直し前] [⾒直し後]

[⾒直し前] [⾒直し後]

お得

127,608円/年
(10,634円/⽉)

124,416円/年
(10,368円/⽉)

171,480円/年
(14,290円/⽉)

163,560円/年
(13,630円/⽉)

157,188円/年
(13,099円/⽉)

▲約8,000円
（▲6.0％）

▲約4,800円
（▲3.6％）

▲約7,900円
（▲4.6％）

▲約14,200円
（▲8.3％）

さらにお得に！お得

さらにお得に！
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の新たな料⾦単価の適⽤条件等

販売エリア
栃⽊県、群⾺県、茨城県、埼⽟県、千葉県、東京都(島嶼地域を除きます)、
神奈川県、⼭梨県および静岡県(富⼠川以東)

適⽤開始⽇
平成２９年１０⽉１⽇（⽇）
※新たな料⾦単価は、既に「はぴｅプラス」にご加⼊いただいているお客さまを含め１０⽉１⽇以降の

ご使⽤分に適⽤いたします。
※なお、新たな料⾦単価の適⽤に関する⼿続きは必要ありません。

「はぴｅプラス」
ご加⼊にあたっての

注意事項

・現在、上記販売エリアで電気のご契約があるお客さまが当社に切り替える場合や、
お引越し※で新たに電気をお使いいただく場合に「はぴｅプラス」にご加⼊いただけます。
（※新築の場合を除く）
・毎⽉の電気料⾦・ご使⽤量等はＷＥＢサービス「はぴｅみる電」でのご確認となります。
・電気料⾦のお⽀払い⽅法は⼝座振替もしくはクレジットカード払いとなります。

問い合わせ先 ０８００－７７７－０５００ 【受付時間】９：００〜２０：００

[WEB] http://kepco.jp/mp （年末年始および祝⽇を除く⽉〜⾦）
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[受付時間] 9:00〜17:000120-936-881

Web はぴｅプラスキャンペーン 検索
https://kepco.jp/miruden/servicetop/hapieplus

新規ご契約キャンペーンについて

※キャンペーン概要：[実施期間]平成29年９⽉４⽇〜平成30年５⽉31⽇ [対象者]次の①〜③の条件に該当する⽅①実施期間中、「はぴeプラス」に新規でお申し込みいただき１年以上当社
の電気をご利⽤される⽅②当社ＨＰまたは電話等により、直接当社へお申し込みいただいた⽅とし、当社パートナー企業・団体を通じてお申し込みされた⽅は対象外といたします。③平成30年８⽉31
⽇までに「はぴeみる電」にログインいただき、かつ、「はぴeポイント」にご登録いただいた⽅ [プレゼント時期]平成30年８⽉31⽇（⾦）までに、上記①〜③のすべての条件を満たした「はぴeポイント」の
会員の⽅が、「はぴeみる電」にログインしていただくと、⾃動的に１,５００ポイントを付与いたします。

（⼟⽇、祝⽇、年末年始除く）

新規ご契約キャンペーンに関するお問い合わせ先

○期間限定のキャンペーンとして､平成２９年９⽉４⽇から平成３０年５⽉３１⽇までの間に
を新たにお申し込みいただいたお客さまに １,５００ポイントを

プレゼントします。（「動⼒おとくプラス」は対象外です。）

※

コールセンター
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動⼒メニュー「動⼒おとくプラス」の概要

区分 単位 動⼒おとくプラス
＜参考＞

東京電⼒ＥＰ
（低圧電⼒）

基本料⾦ 円/kW 1,041.29 1,101.60

電⼒量料⾦※４
夏季

円/kWh
16.97 17.06

その他季 15.43 15.51
（基準電⼒量以下の場合）

割引額※５ 円/kW 145.58 ー

＜料⾦単価＞ （税込）

○ 当社の「動⼒おとくプラス」は、基本料⾦・電⼒量料⾦ともに、東京電⼒ＥＰの「低圧電⼒※１･2」よりもお安く
お使いいただける電気料⾦メニューです。

○ また、その⽉の電気のご使⽤量が基準電⼒量※３以下の場合、さらに電気料⾦が割引になります。

＜料⾦計算例※６＞

の場合

※2：「低圧電⼒」は、東京電⼒EPの電気供給約款（平成28年１⽉１⽇実施）に基づきます。※３：「基準電⼒量」は契約電⼒（kW）に50時間を乗じて算出したものです。※４：７⽉１⽇から９⽉30⽇までの電気のご使⽤量には夏
季料⾦を、その他の期間の電気のご使⽤量にはその他季料⾦を適⽤いたします。※５：料⾦割引はその⽉の電気のご使⽤量が基準電⼒量以下の場合に、基本料⾦、電⼒量料⾦および再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を合計した⾦額か
ら割引いたします。ただし、まったく電気を使⽤されない場合は割引をいたしません。※６：（試算条件）電気料⾦には、平成29年10⽉分の燃料費調整額、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦（平成29年５⽉分〜平成30年４⽉分適⽤
分）および消費税等相当額を含みます。東京電⼒EPの料⾦は電気供給約款（平成28年１⽉１⽇実施）の「低圧電⼒」に基づき算定しており、⼒率割引を適⽤し、⼝座振替割引額は含みません。ひと⽉あたりの契約電⼒およびご使⽤量に
ついては原単位が５０時間以下となるお客さまの平均値（当社調べ）を利⽤しています。動⼒おとくプラスにおけるひと⽉あたりの電気のご使⽤量が基準電⼒量以下の⽉数は７ヶ⽉、電気のご使⽤量に占める夏季料⾦適⽤率は約33％で算定
しています。実際のメリット額は電気のご使⽤状況等により変動します。

東京電⼒EP
低圧電⼒ 動⼒おとくプラス

＜料⾦メリットイメージ＞

東京電⼒EP
低圧電⼒

184,470円/年

動⼒おとくプラス

契約変更
＋

割引※５

年間で▲約12,200円お得！

（現契約先：東京電⼒EP）
・ご契約メニュー ：低圧電⼒
・契約電⼒ ：11kW
・電気のご使⽤量：310kWh/⽉

196,680円/年

電⼒量料⾦

基本料⾦

基本料⾦と
電⼒量料⾦がお得！

基準電⼒量※３

以下の場合は
さらにお得！

電⼒量料⾦

基本料⾦

電⼒量料⾦

基本料⾦

料⾦割引後※５料⾦割引前

※1:⼝座振替割引は含みません。
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電灯・動⼒セットで当社とご契約した場合の料⾦※１メリット

※１：（試算条件）電気料⾦には、平成29年10⽉分の燃料費調整額、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦（平成29年５⽉分〜平成30年４⽉分適⽤分）および消費税等相当額を含みま
す。東京電⼒ＥＰの料⾦は電気供給約款（平成28年１⽉１⽇実施）の「従量電灯Ｃ」および「低圧電⼒」に基づき算定し、⼒率割引を適⽤し、⼝座振替割引は含みません。ひと⽉あたりの電灯お
よび動⼒の契約容量・契約電⼒、ご使⽤量については、動⼒の原単位が５０時間以下となるお客さまの平均値（当社調べ）を利⽤しています。動⼒おとくプラスにおけるひと⽉あたりの電気のご使⽤量
が基準電⼒量以下の⽉数は業務⽤（店舗・事務所等）の場合で７ヶ⽉・産業⽤（⼩規模な⼯場）の場合で８ヶ⽉、電気のご使⽤量に占める夏季料⾦適⽤率は約33％で算定しています。

「動⼒おとくプラス」
問い合わせ先

[ｅソリューションセンター]
０１２０－９２６－２８０ 【受付時間】９：００〜１７：００（年末年始および祝⽇を除く⽉〜⾦）

東京電⼒ＥＰと契約する場合と⽐較して
年間約34,900円（約6.0％）お得！

の場合
（現契約先：東京電⼒EP）
・従量電灯C：契約容量12kVA 1,020kWh/⽉
・低圧電⼒ ：契約電⼒11kW 310kWh/⽉

の場合
（現契約先：東京電⼒EP）
・従量電灯Ｃ：契約容量11kVA 1,040kWh/⽉
・低圧電⼒ ：契約電⼒15kW 340kWh/⽉

東京電⼒ＥＰと契約する場合と⽐較して
年間約42,000円（約6.6％）お得！

電
灯
料
⾦

動
⼒
料
⾦

東京電⼒
低圧電⼒

東京電⼒
従量電灯C

196,680円/年

577,320円/年合
計

357,924円/年

184,470円/年

契約変更

542,394円/年
▲約12,200円契約変更

▲約22,700円

380,640円/年

東京電⼒
低圧電⼒

東京電⼒
従量電灯C

252,588円/年

636,996円/年

361,104円/年

233,832円/年

契約変更

594,936円/年
▲約18,700円契約変更

▲約23,300円

384,408円/年

動⼒おとくプラス動⼒おとくプラス
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企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

株式会社アイアンドシー・クルーズ 東京都
港区 太陽光発電・エネルギー事業、リフォーム・住⽣活事業、⾃動⾞・その他事業

アクアクララ株式会社 東京都
港区 清涼飲料⽔製造・宅配事業

上新電機株式会社 ⼤阪府
⼤阪市

家電製品、情報通信機器、エンターテインメント商品及び住宅設備機器とこれらに関連する商
品の販売

株式会社シンクロ・フード 東京都
渋⾕区

飲⾷店出店開業・運営⽀援 及び関連業者とのマッチング⽀援、飲⾷店の出店開業・運営⽀
援及び求⼈情報サイト等の運営

株式会社テンフィートライト 東京都
中央区

マンション向けＩＳＰ事業(インターネット接続事業)、Ｗｅｂ企画制作、
電気通信⼯事全般、通信関連機器販売、他

株式会社ビックカメラ 東京都
豊島区

カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、時計、ゲー
ム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ⽤品、寝具、酒類等の販売

株式会社福屋ホールディングス ⼤阪市
北区

不動産の売買・仲介・賃貸 及び管理、建築・⼟⽊⼯事業、建築の設計・⼯事監理業、損害
保険代理事業、⽣命保険の募集に関する業務

ヤマト住建株式会社 神⼾市
中央区 注⽂住宅事業、分譲住宅事業、不動産流通事業、リフォーム事業、中古住宅買取再⽣事業

茨城県電機商⼯組合
茨城県
⽔⼾市

茨城県、神奈川県、埼⽟県、東京都全域に所在し、家電製品等の販売を⾏う地域電気店の
販売・経営等の⽀援

神奈川県電機商業組合 神奈川県
横浜市

埼⽟県電機商業組合 埼⽟県
上尾市

東京都電機商業組合 東京都
⽂京区

⾸都圏の電⼒販売における提携先について
平成29年９⽉４⽇時点

【現在の提携先】

⇒新たに茨城県電機商⼯組合を加え、１２の企業・団体と提携し、⾸都圏での販売活動を展開。

NEW
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● 電気がつかない
● コンセントが焦げ臭い
● ブレーカーが落ちる 等

暮らしの「もしものトラブル」に緊急で駆けつけるサービスと、
毎⽇の暮らしで利⽤する施設が優待価格になるサービス

をセットでご提供します。
（業務提携先：株式会社リロクリエイト）

駆けつけサービス
⽔まわり・窓ガラス・⽞関の鍵のトラブル時に、
駆けつけて応急処置を⾏います。

・ご利⽤料⾦ ：⽉額324円（税込）
・お申し込み⽅法：「はぴｅみる電」（無料）内のページから

ご登録いただけます。
詳しくは当社ホームページ(http://kepco.jp)でご確認下さい。

※部品交換やそれに伴う作業が⽣じた場合、応急対応が30分
を超過する場合には別途費⽤をいただくことがございます。

※応急処置で完了しないトラブルは、お客さまのご要望があれば
有料での2次対応が可能です。

優待サービス
毎⽇の暮らしに役⽴つ多彩なサービスを優待価格でご利⽤いただけます。

グルメ
最⼤50%OFF

宿泊
最⼤80%OFF

レジャー
最⼤65%OFF

映画館
会員特別価格で!

サービスの対象は
国内外20万ヵ所以上！

・お申し込み⽅法：申込み・登録⼿続きは不要です。
（当社と電気需給契約がある低圧のお客さまがご利⽤いただけます）

いざという時は、当社のサポートで安⼼！
電気のトラブル発⽣時に無料 で対応します。※

※当サービスは、関⻄電⼒株式会社の業務提携先である、東京電⼒パワーグリッド株式会社が⾏う出張
サービスです。

※栃⽊県、群⾺県、茨城県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼭梨県および静岡県（富⼠川以
東）において、当社のメニューをご契約のお客さまが対象です。天候・交通状況・作業員の作業状況等
により現場への出動に時間を要することや、当⽇中に出向できない場合等があります。また、栃⽊県、茨
城県、埼⽟県、静岡県（富⼠川以東）の⼀部地域において、⼟⽇祝⽇（12⽉29⽇から1⽉3⽇を
含む）および平⽇夜間の連絡の場合は、翌営業⽇（12⽉29⽇から1⽉3⽇の場合は1⽉4⽇）以降
の訪問となります。

※家電製品の故障対応や配線等の本格改修⼯事等はサービス対象外となります。
※サービスは毎⽉15⽇時点でのご契約者さまを対象とし、翌⽉1⽇からご利⽤いただけます。（例：８⽉

16⽇〜 ９⽉15⽇の期間に当社のメニューをご契約いただいた場合、10⽉1⽇から利⽤可能です。
なお、既に上記のエリアにおいて当社のメニューをご契約いただいているお客さまは、「でんきの駆けつけ
サービス」利⽤規約の内容をご確認いただき、ご同意のうえでサービスをご利⽤いただけます。）

（参考）お客さまの暮らしに役⽴つサービスのご紹介

電気のトラブル発⽣時に、
業務提携先の東京電⼒パワーグリッド株式会社が、
２４時間３６５⽇無料＊でサポートします。

＊出張費、60分以内の作業費は無料となります。特殊⼯具や部品交換を要する場合等、
作業内容により別途費⽤がかかる場合がございます。
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ご使⽤量の⾒える化
サービスのご紹介

⾸都圏の低圧分野のお客さまの省エネ・節約に役⽴つサービスとして、インターネットを活⽤
したご使⽤量の⾒える化サービスをご⽤意しております。

電気料⾦
シミュレーションのご紹介

⾸都圏の低圧分野のお客さまに、東京電⼒ＥＰからのご契約変更によるメリット額（⽬
安）を簡易にご試算いただけるよう、当社ホームページに「電気料⾦シミュレーション」を設
置しております。（https://kepco.jp/mp/simu/Select）
※ 「動⼒おとくプラス」についてはｅソリューションセンター（０１２０－９２６－２８０）へお問い合わせください。

【受付時間】９：００〜１７：００（年末年始および祝⽇を除く⽉〜⾦）

・最⼤過去25ヶ⽉分の電気料⾦、ご使⽤量を記録し、グラフや⼀覧表によりご使⽤実績をご確認いただけます。
・また、よく似たご家庭との光熱費の⽐較や、設定した電気ご使⽤量に対するアラート機能等、便利な機能をご利⽤いただけ

(https://kepco.jp/miruden/)

・さらに！ 「はぴeみる電」ご利⽤のお客さまに、 がたまります。 (年会費・登録費無料)

暮らしに役⽴つ
コンテンツも盛りだくさん

パソコン・スマートフォン・携帯電話から
ご利⽤いただけます。

※ ご利⽤には、インターネット環境が必要です。通信料、インターネット接続料はお客さまのご負担になります。

ポイントがたまる！ ポイントをつかう！

P
P電気のご使⽤でたまる！ 400種類以上のアイテムへの交換に！

他社ポイントへ交換が可能！「はぴeみる電」の各種コンテンツの
ご利⽤でたまる！

P

※別途「はぴeポイント」への登録が必要です。詳しくはコチラ（https://kepco.jp/miruden/rd/hapipsm）

P

ます。

（参考）お客さまの暮らしに役⽴つサービスのご紹介


