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２０２０年３月３１日 

各 位 

 

「ＥＮＥＯＳでんき」の取扱いを北陸エリアと九州エリアで開始します！ 

 

 

 
 

 

当社（社長：大田 勝幸）は、本年６月までの全国※１でのＥＮＥＯＳでんきの展開に向け、これ

まで関東・関西・中部・東北・四国の５エリアで申込み受付を開始してまいりました。今般、４月１

日（水）より、新たに北陸および九州エリアにて「ＥＮＥＯＳでんき」の申込み受付を開始しますの

で、お知らせいたします。 

 

今回申込み受付を開始する両エリアの料金プランは、ご家庭向けの「北陸Ｂプラン」、「九州Ｂプ

ラン」で４人家族の場合、それぞれのエリアの従量電灯Ｂと比較し、北陸エリアでは年間約５，０５

０円※２、九州エリアでは年間約５，４８０円おトク※３になるよう設定いたしました。 

さらに、２０２０年４月１日（水）から５月３１日（日）までの間に、新規お申し込みいただいた

お客様を対象に、「基本料金が３カ月間無料」となるキャンペーン※４を実施いたします。ぜひこの機

会におトクな「ＥＮＥＯＳでんき」をご利用ください。 

 

当社は、「おうちのＥＮＥＯＳはじめよう」をキーワードに、ご家庭のエネルギーを支えるべく、

「ＥＮＥＯＳでんき」を販売しております。今後も、多くのお客様に「ＥＮＥＯＳでんき」のおトク

を実感いただけるよう様々な施策を展開してまいります。 

 

※１ 沖縄電力エリアおよび離島を除きます。 

※２ ＥＮＥＯＳでんき「北陸Ｂプラン」（にねんとく２割含む）と北陸電力「従量料金Ｂ」との比較で、当社独自の前提（平

均月間電気使用量４００kWh/月）に基づく試算となります。従いまして、おトク額は目安となります。 

※３ ＥＮＥＯＳでんき「九州Ｂプラン」（にねんとく２割含む）と九州電力「従量料金Ｂ」との比較で、当社独自の前提（平

均月間電気使用量４００kWh/月）に基づく試算となります。従いまして、おトク額は目安となります。 

※４ 北陸動力プランおよび九州動力プランは除きます。また、２０２０年９月３０日（水）までにＥＮＥＯＳでんきの供

給が開始されていることが条件となります。 
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＜北陸電力送配電エリア・九州電力送配電エリアにおけるＥＮＥＯＳでんき詳細＞ 

申込受付開始 ２０２０年４月１日（水） 

料金プラン 

（税込） 

 ※：九州送配電エリアの場合は、離島ユニバーサルサービス調整額を含む。 

１．ＥＮＥＯＳでんき北陸電力送配電エリア 

（１）北陸 A プラン 

（主に看板灯などのお客様向 

け）【契約電流は 5A】 

最低料金 １契約につき最初の 8kWh迄 181.39 円 

電力量料金 8kWh超～120kWh の 1kWh につき 17.84 円 

（２）北陸 Bプラン 

（主にご家庭などのお客様向

け） 

基本料金 
契約電流 10Ａにつき 242.00 円 

（契約電流 15A の場合） 363.00 円 

電力量料金 

~120kWh の 1kWh につき 17.67 円 

~300kWh の 1kWh につき 20.96 円 

300kWh超の 1kWh につき 21.69 円 

（３）北陸Ｃプラン 

（主に商店・事務所・飲食店など

のお客様向け） 

基本料金 契約容量 1kVA につき 242.00 円 

電力量料金 

~120kWh の 1kWh につき 17.67 円 

~300kWh の 1kWh につき 20.96 円 

300kWh超の 1kWh につき 21.69 円 

（４）北陸動力プラン 

（業務用のエアコンや冷蔵庫など

をご使用されるお客様向け） 

基本料金 契約電力 1kW当たり 1,056.00 円 

電力量料金 

1kWh につき

（注） 

夏季（7月 1日～9月 30日） 12.16 円 

その他季（10月 1日～翌年 6月 30日） 11.10 円 

注：料金算定期間終了日が夏季に属する場合には夏季料金を、それ以外の場合には

その他季料金を適用して算定いたします。 
 

２．ＥＮＥＯＳでんき九州電力送配電エリア 

（１）九州 A プラン 

（主に看板灯などのお客様向

け）【契約電流は 5A】 

最低料金 １契約につき最初の 12kWh迄 314.79 円 

電力量料金 12kWh超～120kWh の 1kWh につき 17.65 円 

（２）九州 Bプラン 

（主にご家庭などのお客様向

け） 

基本料金 
契約電流 10Ａにつき 297.00 円 

（契約電流 15A の場合） 445.50 円 

電力量料金 

~120kWh の 1kWh につき 17.28 円 

~300kWh の 1kWh につき 22.25 円 

300kWh超の 1kWh につき 23.97 円 

（３）九州Ｃプラン 

（主に商店・事務所・飲食店など

のお客様向け） 

基本料金 契約容量 1kVA につき 297.00 円 

電力量料金 

~120kWh の 1kWh につき 17.28 円 

~300kWh の 1kWh につき 22.25 円 

300kWh超の 1kWh につき 23.97 円 

（４）九州動力プラン 

（業務用のエアコンや冷蔵庫など

をご使用されるお客様向け） 

基本料金 契約電力 1kW当たり 902.00 円 

電力量料金 

1kWh につき 

（注） 

夏季（7月 1日～9月 30日） 17.12 円 

その他季（10月 1日～翌年 6月 30日） 15.43 円 

注：料金算定期間終了日が夏季に属する場合には夏季料金を、それ以外の場合には

その他季料金を適用して算定いたします。 
 

電気料金 ＝ 
最低料金 

基本料金 
＋ 電力量料金 

± 

＋ 

燃料費調整額※ 

再生可能エネルギー発電促進賦課金 
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割引・特典 

その他 

サービス

（１）「にねんとく２割」

長期割引メニューとして「ＥＮＥＯＳでんき」（北陸電力送配電エリアの場合は北陸Ｂプランま

たは北陸Ｃプラン、九州電力送配電エリアの場合は九州Ｂプランまたは九州Ｃプランに限ります）

に２年間ご契約いただくと、お申し込み月の電気料金から１ｋＷｈ当たり０．２円（税込）割引い

たします。さらに、３年目以降ご契約を継続いただくと、１ｋＷｈ当たり０．３円（税込）割引い

たします。 

ただし、にねんとく２割の更新月（適用開始から２３カ月目および２４カ月目）を除いた適用期

間中にご解約された場合、割引のご加入年数にかかわらず、解約手数料として１，１００円（税込）

が発生します。なお、お引越しによるご解約であっても解約手数料が発生いたしますのでご注意く

ださい。ただし、お引越し先でも引き続き「ＥＮＥＯＳでんき」をご利用いただく場合、解約手数

料は発生いたしません。 

（２）ＥＮＥＯＳカード・シナジーカード特典

①ＥＮＥＯＳカード（Ｃ・Ｐ・Ｓ・ＮＩＣＯＳ）カードによるお支払いでガソリン・軽油・灯油代

が１円／Ｌ（税込）引き（最大１５０Ｌ／月まで）

②ＥＮＥＯＳカード（ＣＢ）・シナジーカードによるお支払いで電気料金１００円／月（税込）引き

（３）特別提携カード・ポイント優待

対象カードによるお支払いで通常よりも、マイル、ポイントがお得に貯まる 

【対象カード】 

ＡＮＡカード、ビューカード、ティーエスキュービックカード、レクサスカード、 

エポスカード、エムアイカード、ｄカード、楽天カード、セブンカード

（４）Ｔポイント付与

お支払い額２００円（税抜）毎に１ポイント 

（５）電気の困った！駆けつけサービス

・電気設備に関するトラブル時の点検・調査・応急処置の出張サービスを無料で

サポート

・２４時間３６５日お電話で対応

ＴＥＬ ０１２０－１５－８７０４

（ＩＰ電話ご利用のお客様 ０３－６６２７－１７６３）

なお、（２）～（４）のＥＮＥＯＳカード・シナジーカード特典、特別提携カード・ポイント優待、Ｔ

ポイント付与については併用できません。 

専用サイト 
※上記専用サイトは、２０２０年４月１日よりご覧いただけます。

問い合わせ先 

ＥＮＥＯＳでんき・都市ガス カスタマーセンター 

０１２０－７７－８７０４（ＩＰ電話のお客様 ０３－６６２７－１７６３） 

受付時間：午前９時～午後５時（第３日曜日と年末年始を除く） 
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＜キャンペーン詳細＞ 

期間 ２０２０年４月１日（水）から２０２０年５月３１日（日）まで 

対象 

上記期間中にＥＮＥＯＳでんき（北陸Ｂプラン・北陸Ｃプラン・九州Ｂプラン・九州Ｃプラン）に

新規でお申し込みいただき、２０２０年９月３０日（水）までにＥＮＥＯＳでんきの供給を受けら

れている方 

（対象外） 

すでにＥＮＥＯＳでんきをご契約されているお客様 

北陸動力プランまたは九州動力プランのお客様 

キャンペーン

内容 

●北陸Ｂプラン、北陸Ｃプラン、九州Ｂプラン、九州Ｃプランに新規でお申し込みの場合

供給開始月の翌々月から３ヵ月の「基本料金」が無料となります。

（「基本料金」は、お客様のご契約電流・ご契約容量によって異なります。）

＜全国展開エリア別スケジュール＞ 

販売エリア 送配電会社 販売開始時期 

東京エリア 東京電力パワーグリッド 【展開済み】２０１６年４月から 

関西エリア 関西電力送配電 【展開済み】２０１９年４月から 

中部エリア 中部電力パワーグリッド 【展開済み】２０１９年９月から 

東北エリア 東北電力ネットワーク 【展開済み】２０１９年１１月から 

四国エリア 四国電力送配電 【展開済み】２０２０年２月から 

北陸エリア 北陸電力送配電 ２０２０年４月から 

九州エリア 九州電力送配電 ２０２０年４月から 

中国エリア 中国電力ネットワーク ２０２０年６月までに 

北海道エリア 北海道電力ネットワーク ２０２０年６月までに 

以 上 


