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本日のサマリー

本日公表する商品・サービスは、料金プラン、おトクサービス、
くらしサービスの組み合わせで、新しい便利・おトクをお届けします。

先行受付は、電話は2016年1月8日9時、Webサイトは1月15日9時開始。

プレミアムプランの２年契約に先行申込みをいただくお客さまを対象に、
2016年1月8日～3月31日の間、先行申込みの特典付キャンペーンを実施します。

現在の東京電力サービスエリアに加えて、全国のお客さまにも便利・おトクを
お届けすることを目指します。
2016年4月は、現在の関西電力、中部電力のサービスエリアから。

現在の料金プランの契約継続をご希望の場合は、ご連絡やお手続きは一切不要
です。ご安心ください。
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サービスメニュー構成

※料金プランごとに、選べるサービスが異なります。
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新しい電気料金プラン

[東京電力サービスエリアのお客さま向け]
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ご家庭向けの料金プラン(主なもの)

さらにおトク！

＜お電話でのお問い合わせ・お申込み＞0120-995-333 (平日)9:00～20:00 (土・日・休・祝日)9:00～17:00

＜お申込みはWebで＞

受付時間

東京電力 自由化 検索
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スタンダードプラン

現在、約2,000万軒が加入されている標準的なプラン（従量電灯Ｂ・Ｃ）にならった
ベーシックな料金設定（従量制）。

単身～ファミリーの幅広いお客さまに、
時間帯を気にせずにご利用いただけるプランです。

※従量電灯Ｂの料金は、2016年1月1日実施の供給約款で、地球温暖化対策のための税の増税を反映した2016年6月1日以降の適用料金で算定。口座振替割引額を含まない。
※従量電灯Ｂ、スタンダードSの試算には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額（いずれも2016年1月時点）を含む。

金額は、従量電灯Ｂ：40A、400kWh/月、スタンダードS：40A、400kWh/月の場合の月額料金試算（100円未満切捨て）。
※「毎月貯まるポイント」は、1,000円につき5ポイント付与（請求額から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息等を除いた金額に付与）。
※おトク額に記載している「毎月貯まるポイント」は、モデルケースでのポイント付与額を12倍したもの（12か月分相当）となり、実際の付与ポイントと異なる場合がある。
※Web申込みポイントは、契約時に一括付与。
※料金プランの月額比較やおトク額は、100円未満切捨てのため、端数処理の関係上、月額比較の差分の合計と1年間のおトク額が一致しない場合がある。

（1ポイント＝1円相当）
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【参考】スタンダードＳ ＋ ニチガスとのセットプランの例

※従量電灯Ｂの料金は、2016年1月1日実施の供給約款で、地球温暖化対策のための税の増税を反映した2016年6月1日以降の適用料金で算定。口座振替割引額を含まない。
※従量電灯Ｂ、スタンダードSの試算には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額（いずれも2016年1月時点）を含む。

金額は、従量電灯Ｂ：40A、400kWh/月、スタンダードS：40A、400kWh/月の場合の月額料金試算（100円未満切捨て）。
※「毎月貯まるポイント」は、1,000円につき5ポイント付与（請求額から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息等を除いた金額に付与）。
※おトク額に記載している「毎月貯まるポイント」は、モデルケースでのポイント付与額を12倍したもの（12か月分相当）となり、実際の付与ポイントと異なる場合がある。
※料金プランの月額比較やおトク額は、100円未満切捨てのため、端数処理の関係上、月額比較の差分の合計と1年間のおトク額が一致しない場合がある。
※ニチガスとのセットプランは適用できない場合がある。

（1ポイント＝1円相当）
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スタンダードプラン
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【参考】スマート契約（ピーク電力にもとづくご契約)

【イメージ図】

■基本料金は、過去1年間のピーク電力※をもとに決まります。

スマート契約では、スマートメーターで計測した過去1年間（その月と前11か月）の各月のピーク電力のうち、
最も大きい値を契約電力といたします。その契約電力に料金単価を乗じることにより、基本料金が算出されます。

※ お客さまがご使用された30分ごとの使用電力量をもとに算定した需要電力の月間最大値。
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スタンダードプラン
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電気代が17,000円/月以上のお客さまにおすすめのプランです。
一定使用量（400kWh）までを定額料金とし、401kWh以上の単価を割安に。
現在の従量電灯Ｂ・Ｃと比べておトク。
2016年3月31日までに2年契約加入の場合、
キャンペーン特典をご提供します。

プレミアムプラン

※従量電灯Ｂの料金は、2016年1月1日実施の供給約款で、地球温暖化対策のための税の増税を反映した2016年6月1日以降の適用料金で算定。口座振替割引額を含まない。
※従量電灯Ｂ、プレミアムプランの試算には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額（いずれも2016年1月時点）を含む。

金額は、従量電灯Ｂ：50A、700kWh/月、プレミアムプラン：3kW、700kWh/月の場合の月額料金試算（100円未満切捨て）。
※「毎月貯まるポイント」は、1,000円につき5ポイント付与（請求額から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息等を除いた金額に付与）。
※おトク額に記載している「毎月貯まるポイント」は、モデルケースでのポイント付与額を24倍したもの（24か月分相当）となり、実際の付与ポイントと異なる場合がある。
※Web申込みポイントは、契約時に一括付与。
※料金プランの月額比較やおトク額は、100円未満切捨てのため、端数処理の関係上、月額比較の差分の合計と2年間のおトク額が一致しない場合がある。
※キャンペーン特典は、10,000円相当の商品券も選択できる。

（1ポイント＝1円相当）
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【参考】プレミアムプラン ＋ ニチガスとのセットプランの例

※従量電灯Ｂの料金は、2016年1月1日実施の供給約款で、地球温暖化対策のための税の増税を反映した2016年6月1日以降の適用料金で算定。口座振替割引額を含まない。
※従量電灯Ｂ、プレミアムプランの試算には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額（いずれも2016年1月時点）を含む。

金額は、従量電灯Ｂ：50A、700kWh/月、プレミアムプラン：3kW、700kWh/月の場合の月額料金試算（100円未満切捨て）。
※「毎月貯まるポイント」は、1,000円につき5ポイント付与（請求額から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息等を除いた金額に付与）。
※おトク額に記載している「毎月貯まるポイント」は、モデルケースでのポイント付与額を24倍したもの（24か月分相当）となり、実際の付与ポイントと異なる場合がある。
※料金プランの月額比較やおトク額は、100円未満切捨てのため、端数処理の関係上、月額比較の差分の合計と2年間のおトク額が一致しない場合がある。
※キャンペーン特典は、10,000円相当の商品券も選択できる。
※ニチガスとのセットプランは適用できない場合がある。

（1ポイント＝1円相当）
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プレミアムプラン
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スマートライフプラン

オール電化住宅のお客さまに最適なプラン。エコキュートなどの夜間蓄熱式機器1kVA以上
をお持ちのお客さまがご加入可能です。
昼間の料金はスタンダードプラン相当。夜間に電化機器を上手に使用することで、
おトクで快適なオール電化ライフを実現できます。
特典として、エコキュートとIHクッキングヒーターなどの
故障修理サービス付き。

※「毎月貯まるポイント」は、1,000円につき5ポイント付与（請求額から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息等を除いた金額に付与）。
※おトク額に記載している「毎月貯まるポイント」は、モデルケースでのポイント付与額を12倍したもの（12か月分相当）となり、実際の付与ポイントと異なる場合がある。
※Web申込みポイントは、契約時に一括付与。
※料金プランの月額比較やおトク額は、100円未満切捨てのため、端数処理の関係上、月額比較の差分の合計と1年間のおトク額が一致しない場合がある。
※「住宅設備故障修理サービス」は、ご加入者を被保険者（保険契約により補償を受けられる方）とする当社と損害保険会社との損害保険契約に基づき、保険金のお支払対象となる

場合に提供するサービス。詳細については別途ご案内。

（1ポイント＝1円相当）
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スマートライフプラン

＜試算条件＞
建物条件 ： 木造戸建 ２階建 ４LDK 約120㎡
家族人数 ： ４人（夫婦＋子供２人）
断熱性能 ： 改正省エネルギー基準（H25基準）６地域相当
電気料金プラン（2016年４月１日実施料金）
オール電化住宅 ： スマートライフプラン（契約電力：４ｋＷ）
電気・ガス併用住宅 ： スタンダードS（契約電流：60A）
ガス料金プラン（2015年12月１0日実施料金）
電気・ガス併用住宅：東京ガス家庭用ガス温水床暖房契約（第三種割引）

※電気およびガス料金には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額、原料費調整額（いずれも2016年１月時点）を含む。
住宅設備機器

・オール電化住宅 : 給湯 CO2冷媒ヒートポンプ給湯機 ／ 調理 IHクッキングヒーター ／ 冷房 エアコン ／ 暖房 エアコン ／
床暖房 ヒートポンプ温水式床暖房

・電気・ガス併用住宅 ： 給湯 潜熱回収型ガス給湯器 ／ 調理 ガスコンロ ／ 冷房 エアコン ／ 暖房 エアコン ／床暖房 ガス温水式床暖房
※各用途の負荷およびエネルギー消費量の算出は、2015年１月時点の「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説（Ⅱ 住宅）」

に示された方法に準じています。
※試算金額は年間使用料から年間金額を算出したものを12か月で割った値を平均月額として表示しています。
※お客さまのご使用状況や気象状況などよって試算値が異なる場合があります。
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夜トクプラン

DINKSなど昼間は不在で夜間に電気を上手にお使いいただける
お客さま向けのプランです。

炊飯器や食器洗い乾燥機などをタイマーで夜間時間帯に
お使いいただくことでおトクに！

夜間時間帯の電力量料金を割安に設定しています。

※従量電灯Ｂの料金は、2016年1月1日実施の供給約款で、地球温暖化対策のための税の増税を反映した2016年6月1日以降の適用料金で算定。口座振替割引額を含まない。
※従量電灯Ｂ、夜トク12の試算には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額（いずれも2016年1月時点）を含む。

金額は、従量電灯Ｂ：50A、500kWh/月、夜トク12：3kW、500kWh/月の場合の月額料金試算（100円未満切捨て）
※「毎月貯まるポイント」は、1,000円につき5ポイント付与（請求額から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息等を除いた金額に付与）。
※おトク額に記載している「毎月貯まるポイント」は、モデルケースでのポイント付与額を12倍したもの（12か月分相当）となり、実際の付与ポイントと異なる場合がある。
※Web申込みポイントは、契約時に一括付与。
※料金プランの月額比較やおトク額は、100円未満切捨てのため、端数処理の関係上、月額比較の差分の合計と1年間のおトク額が一致しない場合がある。

（1ポイント＝1円相当）
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夜トクプラン
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ポイントサービス

■電気料金のお支払い、Webサービスの利用などに応じて貯まるポイントを提供します。

■電気料金1,000円につき5ポイントが貯まります（消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、
延滞利息等は除く）。

■ＴポイントかPontaポイントを選択していただくと、その後は自動的にポイントが貯まります。

■電気料金のお支払いに応じて貯まるポイント（毎月貯まるポイント）は、ご契約月以降の電気料金の
ポイントを2016年9月にまとめて付与予定です。

■Webを利用しないご家庭も、くらしTEPCOのマイページ内にポイントが貯まります。

■電気料金などにポイントを充当できるサービスを、2017年春を目途にリリース予定です。
充当サービスには、Tポイント、Pontaポイント、くらしTEPCOのマイページ内のポイントを
ご利用いただける予定です。

※１ポイント＝１円相当。
※ご家庭のお客さまが対象。スタンダードS,L,X、プレミアムプラン、スマートライフプラン、夜トク8,12、動力プランが対象。
※くらしTEPCOのマイページ内に貯まるポイント（TポイントやPontaポイントとWeb上でID連携していない場合）は、お客さまの選択で、

後からでもTポイントまたはPontaポイントに交換も可能。
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新Webサービス

■新しい料金プランの先行受付にあわせて、新しいWebサービス「くらしTEPCO」をリリースします。

■新しい料金プランの申込み受付、料金プランの試算、ご使用量の見える化など、
さまざまなサービスを順次リリース予定です。

時期 リリース内容

1月8日 新しい料金プラン紹介サイト
新しい料金プラン試算サイト

1月15日 新しい料金プラン申込み受付サイト

4月

会員サイト
・マイページ
・家電アシスト
・安心なリフォーム会社紹介サービス （ホームプロと提携）
・エネルギー、家電、住まいに関するコラム

※現在の料金プランの契約継続をご希望のお客さまには、当社会員サイト「でんき家計簿」にて
引き続きWebサービスをご提供します。

※「でんき家計簿」は、2017年3月までに、新会員サイト「くらしTEPCO」への統合を
予定しています。
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1月８日リリース 新しい料金プランや電力自由化に関する紹介サイト

新しい料金プランのご紹介ページ。

料金プランの詳細説明や試算サービス、

契約のお申込みをご案内します。

電力自由化に対する疑問にお応えしつつ、

実際の料金プランの試算や、それを踏まえての

申込みもできます。

当社電気料金のプランだけではなく、

提携先とのセットプランもご紹介します。
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1月15日リリース 申込み受付サイト

現在の料金プランを新しいプランへ変更、

他社からの乗り換えなどの手続きが、24時間、

どこからでも簡単にできます。

自由化後の新しい料金プランへご加入

いただける申込みサイト。
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4月リリース 会員サイト 「マイページ」

自由化後の新しい料金プランをお申込み

いただいたお客さま向けのマイページ。

家電アシスト、リフォーム会社紹介など、

くらしに関するサービスをご提供します。

順次、電気の使用量グラフ、利用明細、

保有ポイント数などの情報をリリース予定です。

また、お客さまへの各種お知らせ、

キャンペーン情報、コラムもこのページで

ご紹介します。
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4月リリース 会員サイト 「リフォーム」

リクルートグループの

リフォーム会社紹介サイト「ホームプロ」

と提携し、安心できるリフォーム会社をご紹介。

最新設備の導入や断熱性の向上による省エネや

快適性などをテーマに、リフォーム成功のポイ

ントや実際の事例をご紹介します。

お客さまの住まいに合わせた適切なリフォーム

をご提案します。
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4月リリース 会員サイト 「家電アシスト」

お持ちの家電を登録・管理できます。

スマートフォンなら、

JANコード(バーコード)を読み込み、

簡単に登録できます。

登録した家電の購入時期や機器のサイズなどが

外出先で確認でき、最新の省エネ機器への

スムーズな買い替えに役立ちます。

また、家電の選び方から使い方まで最新情報を

定期的にコラムでお届けします。
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事業者さま、マンション共用部向けの料金プラン

電灯と動力の契約がある事務所、商店、マンション共用部など

事業者さま、マンション管理組合さま、賃貸オーナーさまへのおすすめプランです。
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ビジネスパック２年割
事務所や商店などの事業者さま、マンション管理組合さまなどで、
電灯と動力（大型エアコン、業務用冷蔵庫、モーターなど）をお使いのお客さま向けプランです。

スタンダードプランと動力プランにあわせてご加入いただき、２年間ご契約いただくことで、
月々の料金が割引となります。

※従量電灯C、低圧電力の料金は、2016年1月1日実施の供給約款で、地球温暖化対策のための税の増税を反映した2016年6月1日以降の適用料金で算定。
口座振替割引額を含まない。

※従量電灯C、低圧電力、スタンダードL、動力プランの試算には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額（いずれも2016年1月時点）を含む。
金額は、従量電灯C：15kVA、14,400kWh/年、低圧電力：13kW、6,600 kWh/年、スタンダードL：15kVA、14,400kWh/年、動力プラン：13kW、6,600 kWh/年
の場合の年額料金試算（1,000円未満切捨て）。

事業者さま、マンション共用部向けの料金プラン
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マンション管理組合さま向けサービス

分譲マンションでは、ビジネスパック２年割のほか、スマートマンションサポートサービス
（マンション高圧一括受電）で更に電気料金を削減することが可能です。

スマートマンションサポートサービスでは、専有部（各住戸）のお客さまにも料金メリットを
感じていただける新たなサービスをご用意いたします(2016年10月ご利用開始予定）。

管理組合さまからの委託を受け、毎月の検針、料金収納、緊急時の対応など、各戸のお客さまの利用
をサポートします。

共 用 部 共 用 部 専 有 部 専 有 部＋
削減プラン 削減プラン 削減プラン

共用部の電気料金を
２０～４０％程度削減 。

高圧一括受電による料金メリット
を共用部と専有部の電気料金に

還元するサービスです。
※

高圧一括受電による料金メリット
をすべて専有部に

還元するサービスです。
※削減率は、マンションの規模、設備、電気のご使用

状況などの諸条件によって異なります（諸条件に
よって削減率とならない場合があります）。

※2016年10月ご利用開始予定。 ※2016年10月ご利用開始予定。

NEWNEW NEWNEW

ご提供条件
● 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内のマンション
● 既設ガス併用分譲マンション（50戸以上／棟・ファミリータイプ）

※オール電化、電気給湯機が設置されているマンションは対象外となります。

● 当社が使用している電気室（室内タイプ）があり、無償でお借りできること。
※電気室スペースなどの問題により、導入できない場合があります。

● 全戸の入居者さまの同意が得られること。
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【参考】スマートマンションサポートサービス

※一部、電気事業で東京電力が実施しているサービスと異なる場合があります。

マンション各戸のお客さまが電力会社と個別契約（低圧契約）を結ぶ従来の形態に対し、

マンション管理組合さまが、マンション１棟分の電気を一括契約（高圧契約）することで、

電気料金の削減が可能になるサービス。

東京電力は管理組合さまから委託を受け、毎月の検針、料金収納、緊急時の対応など、

これまでと同様※に各戸のお客さまの利用をサポートいたします。
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提携先とのセットプラン
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提携先一覧 (2016年1月7日現在)
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【電気＋通信】 ソフトバンク

■ソフトバンクの携帯電話や、インターネットなどをご利用のお客さまにおすすめのプランです。

■東京電力の新しい料金プランと携帯電話などを組み合わせてセットでご契約いただくと、
毎月の料金がおトクになります。

おトクなプランが生まれます！
詳細は次週公開。

電気料金プラン

ソフトバンクの

携帯電話やインターネットなどの

サービスセット契約

ソフトバンクの

サービスをご利用の

お客さま向けプラン
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エリア：東京

【電気＋インターネット】 ソネット

NURO 光 for  TEPCO

1月下旬販売開始予定

NURO 光はソネットの下り最大2Gbps※の超高速インターネットサービスで、
高速無線LANとセキュリティが標準装備されているので、大変おトクです。
超高速回線なので、動画・音楽などの大容量コンテンツもストレスなくお楽しみいただけて、
家族で同時に使っても、インターネットをサクサク快適にご利用いただけます。

東京電力の新しい料金プランと併せて「NURO 光 for TEPCO」
（東京電力のお客さまを対象としたNURO 光の新しいプラン。１月下旬販売開始予定）へ加入すると、
限定キャンペーンがついてきます。

セット契約

限定キャンペーンでさらにおトク！

下り最大2Gbps※の
超高速インターネットで快適！

※通信速度はNUROネットワークからお客さま宅内に設置する宅内終端装置へ提供する最大速度です。
インターネットご利用時の実効速度は、お客さまのご利用環境や混雑状況などにより変化します。

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または
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エリア：東京

【電気＋音楽配信】 ＵＳＥＮ

USENサービスへの新規ご加入を検討されている飲食店、オフィス、理美容、医療などの
事業者さまにおすすめのセットプランです。

＜USENによる「電気で店舗支援セット」のご提供＞

・「ビジネスパック２年割」と一緒に、「USEN音楽放送」に新規ご加入いただくと、
「USEN音楽放送」の月額利用料を最大1０％割引します。

・「ビジネスパック2年割」と一緒に、
「USEN音楽放送」＋「USEN Register（※１）」＋「USEN光（※２）」の４サービスを
セットで新規ご加入いただくと「USEN音楽放送」＋「USEN Register」＋「USEN光」の
月額利用料を最大３０％割引します。（ USENを通じてお申込みいただいたお客さま限定の割引です。）
※１ タブレット型POSレジシステム ※２ 光インターネット回線サービス

現在の関西電力、中部電力のサービスエリアについても、今後、メリットのあるサービスを検討します。

セット契約

ビジネスパック

２年割

USEN音楽放送

USEN Register

USEN光

電気料金プラン
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エリア：東京・中部

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または

【電気＋生活サービス】 TOKAIグループ

電気はじめます。TOKAIグループ

TOKAIグループは、ガス、アクア、インターネット、CATVなど、
多彩な生活インフラサービスを、全国254万件のお客さまに提供しています。

＜会社概要＞

所在地：静岡市葵区常磐町2-6-8

お問い合わせ先：セット販売事務局

0120-006-330

セット契約

L P ガ ス

アクア

インターネット

ＣＡＴＶ

＜特典１＞
多彩な組み合わせの
おトクなセット割引

＜特典２＞
ご利用サービス数に
応じたTLCポイント

※適用できない場合があります。
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エリア：東京・中部

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または

【電気＋ガス】 ニチガスグループ

エネルギーに、もっと自由を。

グループ全体で関東一円の114万世帯へ
ガスを供給しています。お客さまとともに、６０年。

＜会社概要＞

所在地：東京都渋谷区代々木4-31-8

お問い合わせ先：エネルギー企画部[本社]

03-5308-2119

セット契約

L P ガ ス

標準的なご家庭の場合、

年間で約6,000円おトク！
※適用できない場合があります。

＜ニチガスグループ＞

※グループ各社のセットプランの概要については、各社へお問い合わせください。
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エリア：東京

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または

【電気＋ガス】 レモンガス

快適ライフをお届けするレモンガスが電気を始めます！！

「快適ライフ」のレモンガスは「クリーン・安全・災害に強い」ＬＰガス
を首都圏・静岡を中心に約30万世帯へ、「安心でおいしいお水」アクアクララ(宅配水)を
グループで全国約48万件のご家庭やオフィスまでお届けしています。

＜会社概要＞

所在地：：東京都港区港南1-8-27日新ビル4F

お問い合わせ先：東京本社総務 03-5461-7080

（平日10:00~17:00）

セット契約

※ただし、他の特典との併用は不可。ガス・アクアクララは２年契約を前提。

①ガス＋アクアクララ
年間最大 10,368円おトク！

②ガス
年間最大 6,480円おトク！

③アクアクララ
年間最大 3,888円おトク！

L P ガ ス アクアクララ
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エリア：東京

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または

【電気＋ガス】 河原実業

お客さまに「最適なエネルギーミックス」をご提供します。

LPガスを関東全域１都６県で販売。
約11万５千件のお客さまにLPガスをお届けしています。

＜会社概要＞

所在地：東京都足立区青井1-13-12

お問い合わせ先：本社 03-3849-4411

（または、各営業所へＴＥＬ）

セット契約

L P ガ ス

標準的なご家庭の場合、

年間で約6,000円おトク！
※適用できない場合があります。
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エリア：東京

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または

【電気＋ガス】 カナジュウ・コーポレーション

LLCセレクトパッケージはじめます！

LP（液化石油）ガス・電気・宅配水・光回線を
組み合わせたパッケージ販売をスタートします。

＜会社概要＞

所在地：神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1-22-12

お問い合わせ先：045-301-5111

セット契約

L P ガ ス

セットプランでおトク！
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エリア：東京

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または

【電気＋ガス】 川島プロパン

これからは、電気もお任せください！「地元一筋」川島プロパン

ここまで続くわけがある。
創業昭和33年、地元一筋に電気・ガス・灯油・水・お湯、
お家の安心を毎日サポートしています！

＜会社概要＞

所在地：茨城県ひたちなか市津田2941

お問い合わせ先：0120-19-8751

セット契約
セットプランでおトク！

宅 配 水

その他お家のリフォームも！

L P ガ ス
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エリア：東京

【電気＋家電】 ビックカメラ

家電購入はもちろん、電気もビックカメラ店頭で契約できます。

電気料金プラン

プレミアムプラン

スタンダードプラン

または
東京電力サービスエリア内の店舗より

順次受付開始。

URL  http://www.biccamera.com
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新しい電気料金プラン

[中部電力サービスエリアのお客さま向け]
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中部電力サービスエリア向けの料金プラン

さらにおトク！

＜お電話でのお問い合わせ・お申込み＞0120-995-333 (平日)9:00～20:00 (土・日・休・祝日)9:00～17:00

＜お申込みはWebで＞

受付時間

東京電力 自由化 検索



42

スタンダードプラン [中部電力サービスエリア]
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プレミアムプラン［中部電力サービスエリア］
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新しい電気料金プラン

[関西電力サービスエリアのお客さま向け]
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関西電力サービスエリア向けの料金プラン

さらにおトク！

＜お電話でのお問い合わせ・お申込み＞0120-995-333 (平日)9:00～20:00 (土・日・休・祝日)9:00～17:00

＜お申込みはWebで＞

受付時間

東京電力 自由化 検索
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スタンダードプラン [関西電力サービスエリア]
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プレミアムプラン [関西電力サービスエリア]
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料金プランに関するお問い合わせ・お申込み

●1月8日 9時 電話受付開始
専用ダイヤル ０１２０－９９５－３３３

平日 ９：００～２０：００
土・日・休・祝日 ９：００～１７：００

●1月15日 9時 Web受付開始

URL https://www.tepco-entry.com

以 上

東京電力 自由化 検索


