
2022年 4月 6日 

エネルギーパワー株式会社 電気供給約款（高圧・特別高圧）新旧対照表（改定箇所のみ） 

2022年4月6日実施（新） 2021年10月1日実施（旧） 

第 2条（定義） 

この約款及び電気需給契約その他電気需要者と当社の

間での契約で使用される用語は、それぞれ次の意味で使用

します。ただし、以下に定めのない用語については、託送

供給等約款等の定義によります。 

(13) 「燃料費調整額」 旧一般電気事業者である発電事業

者が火力発電で用いる燃料（原油・LNG〔液化天然ガ

ス〕・石炭）調達コストの変動を電気料金に反映する

ために定める燃料費調整制度における燃料費調整単

価に基づき当社が定める単価とお客さまの使用電力

量に基づいて算出し、お客さまにお支払いいただく

金額をいいます。なお、旧一般電気事業者である発電

事業者が定める燃料調整費単価が地域ごとに異なる

ことから、お客さまの地域の燃料費調整単価を適用

します。 

第 2条（定義） 

この約款及び電気需給契約その他電気需要者と当社の

間での契約で使用される用語は、それぞれ次の意味で使用

します。ただし、以下に定めのない用語については、託送

供給等約款等の定義によります。 

(13) 「燃料費調整額」 旧一般電気事業者である発電事業

者が火力発電で用いる燃料（原油・LNG〔液化天然ガ

ス〕・石炭）の調達コストの変動を電気料金に反映す

るために定める燃料費調整制度における燃料費調整

単価と同額の単価及びお客さまの使用電力量に基づ

いて算出し、お客さまにお支払いいただく金額をい

います。なお、燃料調整費単価が地域ごとに異なるこ

とから、お客さまの地域の燃料費調整単価を適用し

ます。 

 

第 22条（基本料金） 

基本料金は、原則として、基本料金単価、契約電力及び

力率から、以下の算定式により算定される金額とし、供給

開始日以降適用します。ただし、一部の契約を除き、お客

さまが全く電気を使用しない月の基本料金は軽減するも

のとし、軽減時の金額は電気需給契約申込書に定めます。 

 （略） 

第 22条（基本料金） 

1． 基本料金は、原則として、基本料金単価、契約電力及び

力率から、以下の算定式により算定される金額とし、供給

開始日以降適用します。ただし、マンション共用部に関す

る契約を除き、お客さまが全く電気を使用しない月の基本

料金は軽減するものとし、この場合の軽減額は電気需給契

約申込書に定めます。 

 （略） 

第 28条（電気料金の改定） 

当社は、社会状況の変化等により、電気料金単価を改定

することがあります。その場合の扱いは、以下の各号によ

ります。 

(1) 当社はお客さまに対し、新たな電気料金単価及びその

適用開始日を書面その他の方法で事前に通知します。 

 

(2) お客さまは、新たな電気料金単価を承諾しない場合

は、その旨を当社に通知すること（新たな電気料金単

価の承諾の意思表示をしないなど不作為によるもの

を含みます。）により電気需給契約を解除することが

できます。 

 

(3) 本条による解除については、第48条第2項の規定を準

用します。 

第 28条（電気料金の改定） 

1． 当社は、社会状況の変化等により、電気料金単価を改定

することがあります。その場合の扱いは、以下の各号によ

ります。 

(1) 当社はお客さまに対し、新たな電気料金体系及びその

適用開始日（以下「新料金体系適用開始日」といいま

す。）を書面その他の方法で事前に通知します。 

(2) お客さまは、新たな電気料金体系を承諾しない場合

は、適用開始日の14営業日前までに、当社に対し書面

により通知することで電気需給契約を解除すること

ができます。電気需給契約を解除する場合には、新料

金体系適用開始日にかかわらず、電気需給契約の解除

日まで従前の電気料金を適用するものとします。 

(3) 前号に定める期限までに、お客さまから解除の通知が

ない場合は、お客さまは新たな電気料金体系を承諾し

たものとみなし、新料金体系適用開始日から、新たな

電気料金体系が適用されます。 

第 43条（契約の変更及び税率の変更） 

お客さま及び当社は、電気需給契約の締結後、社会経済

情勢の変動、天変地異、法令の制定改廃その他対外的な事

情の著しい変化により、電気需給契約に定める条件（電気

料金単価を除きます。）が不適当となったと認められる場

合には、協議の上、書面により電気需給契約の全部又は一

部を変更することができます。 

第 43条（契約の変更及び税率の変更） 

お客さま及び当社は、電気需給契約の締結後、社会経済

情勢の変動、天変地異、法令の制定改廃その他対外的な事

情の著しい変化により、電気需給契約に定める条件が不適

当となったと認められる場合には、協議の上、書面により

電気需給契約の全部又は一部を変更することができます。 

 

第 48条（契約解除） 

お客さま及び当社は、以下の各号に該当したときは、催

告を要することなく直ちに電気需給契約を解除すること

ができます。 

 

 

(1) 第 33 条（不適当な電気使用に対する措置）に定める

協議が不調に終わったとき 

(2) 自己の責めに帰さない事由によって電気需給契約の

履行が不可能となったとき 

(3) 相手方が、取引に伴う金員の支払い等を停止したと

第 48条（契約解除） 

1． お客さま及び当社は、以下の各号に該当したときは、催

告を要することなく直ちに電気需給契約を解除することが

できます。 

(1) お客さまが、第 28 条に定める電気料金改定を承諾し

ないとき 

(2) 第 33 条（不適当な電気使用に対する措置）に定める

協議が不調に終わったとき 

(3) 自己の責に帰さない事由によって電気需給契約の履

行が不可能となったとき 

(4) 相手方が、取引に伴う金員の支払い等を停止したと



き、若しくは手形交換取引所の取引停止処分があった

とき 

(4) 相手方が、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の

申立、公租公課滞納処分等を受け、又は民事再生、破

産、特別清算又は会社更生等の申立があったとき 

(5) 相手方が、営業の廃止、解散の決議を行い、又は官公

庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けた

とき 

(6) 第 3号から第 5号までに準ずる事態が発生したとき 

2． 前項第 1 号及び第 2 号の規定により電気需給契約が解除

されたときは、お客さま及び当社は、解約手数料、違約金

その他名称の如何を問わず、互いに当該解除に伴う損害賠

償義務（第 45 条第 3 項に定める支払義務を含みます。）を

負わないものとします。 

き、若しくは手形交換取引所の取引停止処分があった

とき 

(5) 相手方が、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の

申立、公租公課滞納処分等を受け、又は民事再生、破

産、特別清算又は会社更生等の申立があったとき 

(6) 相手方が、営業の廃止、解散の決議を行い、又は官公

庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けた

とき 

(7) 第 4号から第 6号までに準ずる事態が発生したとき 

2． 前項第 1 号から第 3 号までの規定により電気需給契約が

解除されたときは、お客さま及び当社は、当該解除により

相手方に生じた損害を賠償する義務（第 45条第 3項に定め

る支払を含みます。）を負わないものとします。 

第 49条（お客さまの契約解除権） 

当社がこの約款又は電気需給契約の規定に違反し、お客

さまが相当の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社

が当該催告事項について是正措置をとらなかったとき（第

30 条第 3 項の規定によりお客さまへの電気供給が不可能

になったときを含みます。）は、お客さまは、催告を要する

ことなく直ちに電気需給契約を解除することができます。 

2． 前項による解除については、前条第 2 項の規定を準用し

ます。 

第 49条（当社の義務違反等によるお客さまの契約解除権） 

1． 当社がこの約款又は電気需給契約の規定に違反し、お客

さまが相当の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社

が当該催告事項について是正措置をとらなかったとき（第

30条第 3項の規定によりお客さまへの電気供給が不可能に

なったときを含みます。）は、お客さまは当社への通知によ

り電気需給契約を解除することができます。 

2． 前項の規定により、電気需給契約が解除されたときは、

お客さまは、当該解除により当社に生じた損害を賠償する

義務（第 45 条第 3 項に定める支払を含みます。）を負わな

いものとします。 

第 50条（当社の契約解除権） 

お客さまが次の各号のいずれかに該当するときは、当社

は、催告のうえ、お客さまとの電気需給契約を解除するこ

とがあります。 

(5) 第 34条第 1項各号（第 4号を除きます。）に定める立

入りを正当な理由なく拒否したとき 

2． 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当するとき

は、催告を要することなく直ちに電気需給契約を解除する

ことがあります。 

(1) 第 34 条第 1 項第 4 号に定める立入りを正当な理由な

く拒否したとき 

3． 前各項の規定による契約の解除に伴う必要な費用はお客

さまの負担とします。また、これによりお客さまが受けた

損害について、当社は賠償する義務を負いません。 

4． 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、当社が契約を解除し

た場合には、当社は、当社が電気需給契約の履行及び解除

のために要した設備費用及び工事費用等の実費に加え、契

約期間のうち解除された期間の電気料金相当額として以下

に定める違約金をお客さまに申し受けます。 

（略） 

5． 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当するときは、当社は、お客さまとの電気需給契

約を解除することができます。なお、本項による解除につ

いては、第 48条第 2項の規定を準用します。 

(1) お客さまが、第 28 条に定める電気料金改定を承諾し

ないとき 

(2) 当社の責めに帰すべき事由によらず、当社の調達する

電気料金価格が高騰し、適正な価格での電気供給が不

可能になったとき 

(3) 前号に定めるほか、社会経済状況の大幅な変化その他

不可抗力により、電気供給ができないと当社が判断し

たとき 

6． 本条の規定により当社が電気需給契約を解除する場合は、

原則として、解除日の 15日前までに書面でお客さまに通知

します。 

第 50条（お客さまの義務違反等による当社の契約解除権） 

1． お客さまが次の各号のいずれかに該当するときは、当社

は、お客さまとの電気需給契約を解除することがあります。

この場合は、原則として、15日前までに書面で通知します。 

(5) 第 34 条第 1 項各号に定める立入り（第 4 号に基づく

ものを除きます。）を、正当な理由なく拒否したとき 

2． 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当するとき

は、催告を要することなく直ちに電気需給契約を解除する

ことができます。 

(1) 第 34 条第 1 項各号に定める立入り（第 4 号に基づく

もの）を正当な理由なく拒否したとき 

3． 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用はお客さ

まの負担とします。また、これによりお客さまが受けた損

害について、当社は賠償する義務を負いません。 

4． 本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合には、

当社は、当社が電気需給契約の履行及び解除のために要し

た設備費用及び工事費用等の実費に加え、契約期間のうち

解除された期間の電気料金相当額として以下に定める違約

金をお客さまに申し受けます。 

（略） 



第 51条（期限の利益喪失） 

お客さまが第 48 条第 1 項各号（第 1 号及び第 2 号を除

きます。）及び第 50条第 1項及び第 2項のいずれかの事由

に該当し、当社が電気需給契約を解除する場合は、全ての

電気料金等について、第 27条（電気料金等の支払方法）第

2 項各号に定める支払期日にかかわらず、当社の請求に基

づき、直ちにお支払いいただきます。 

第 51条（期限の利益喪失） 

お客さまが第 48 条第 1 項各号（第 1 号から第 3 号まで

を除きます。）及び第 50条第 1項及び第 2項のいずれかの

事由に該当し、当社が電気需給契約を解除する場合は、全

ての電気料金等について、第 27 条（電気料金等の支払方

法）第 2項各号に定める支払期日にかかわらず、当社の請

求に基づき、直ちにお支払いいただきます。 

上記表のほか、各条文の第 1項の数字を削除し、用語及び表現の統一を行いました。 


