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電気料金の引下げについて

北陸電力株式会社

社長 新木 富士雄

　本日、当社は、１０月１日を実施日とする平均５．５７％の電気料金の引下

げを通商産業大臣に届け出いたしましたので、ご案内いたします。

　同時に、接続供給約款、振替供給約款のいわゆる託送料につきましても、コ

ストの見直しを行い、合わせて届け出を行いました。

　今回の料金引下げは、本年３月２１日に改正された電気事業法に基づき、電

灯、低圧電力、高圧電力で供給しております、いわゆる「規制部門」について

の初めての届け出であります。

　届け出にあたりましては、経営効率化の成果や金利水準の低下なども反映し、

最大限の料金引き下げを行うことといたしました。

　また、ご案内の通り、お客さまの電気のお使い方は多種多様であり、当社は、

かねてお客さまがご使用実態に合わせて選択され、お得になる料金メニュ－の

多様化に取り組んでまいりましたが、今回の料金引下げを機に、さらに季節別

時間帯別電灯、２００Ｖ電化契約、低圧季節別時間帯別電力、ス－パ－ナイト

契約など、料金メニューの充実を図ることといたしました。

　なお、特別高圧電力で供給しております、いわゆる「自由化部門」のお客さ

まにつきましても、同様に引下げさせていただくこととしております。

　電気事業は本格的な競争時代を迎えておりますが、当社は、今後とも、安定

供給の確保、環境保全、供給信頼度の維持等の公益事業としての使命を果たす

とともに、北陸電力グループあげて抜本的な経営改革を断行し、財務体質の改

善など経営基盤の強化を図り、「低廉・良質・安定・クリ－ン」な北陸電力ブ

ランドの一層の充実に努め、お客さまのご期待にお応えしてまいる所存であり

ますので、よろしくお願いいたします。

以　上



　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別添１）

料金メニューの多様化について

［今回新たに設定したメニュ－］

料金メニュー 内    容

負荷平準

化メニュ

ー

・季節別時間帯別電灯

 （エルフナイト１０）

・夜間（２２時～８時の１０時間）や夏季以

外の季節のご使用を増やしていただくほ

ど、電気料金がお得になる制度です。

 ［付帯措置］

・２００Ｖ電化契約

 （エルフＶプラン）

・エルフナイト１０にご加入いただいている

お客さまで、給湯設備・厨房設備および空

調設備に要する熱源を電気でまかなうお客

さまに対する割引制度です。

・低圧季節別時間帯別電力 ・お客さま設備の稼動状況を向上していただ

くほど、電気料金がお得になる制度です。

・低圧電力Ⅱ ・電気のご使用の頻度が少ない場合などに

も、お得になるような制度です。

・業務用電化厨房契約 ・一定規模以上の電化厨房機器をお使いいた

だいているお客さまに対する割引制度で

す。

・業務用季節別時間帯別電力Ⅱ

 (業務用ス－パ－ナイ ト契約）

・お客さま設備の稼動状況を向上していただ

くとともに、夜間のご使用を増やしていた

・季節別時間帯別電力Ⅱ

（（高圧電力Ａス－パ－ナイト

契約）

だくほど、電気料金がお得になる制度で

す。

経営効率

化メニュ

ー

・初回振替契約

（（にこにこふりかえプラン）

・口座振替のお客さまで所定の最初の振替日

に電気料金をお支払いいただく場合の割引

制度です。

（参考）

［今年３月に設定したメニュ－］

負荷平準化メニュ－

・業務用ウィ－クエンド契約

・季節別時間帯別電力Ⅱ

（（高圧電力Ｂス－パ－ナイト契約）

・ホワイトプラン電力Ⅱ

経営効率化メニュ－ ・均等支払料金契約（にこにこあんしんプラン）

　

［従来からのメニュ－］

負荷平準化メニュ－

・時間帯別電灯（エルフナイト８）

・業務用季節別時間帯別電力Ⅰ

・季節別時間帯別電力Ⅰ

・低圧蓄熱調整契約

・業務用蓄熱調整契約

・産業用蓄熱調整契約

・深夜電力Ａ及びＢ

・深夜電力Ｃ

・深夜電力Ｄ

・ホワイトプラン電力Ⅰ

・ホワイトプラン電力Ⅲ など



（別添 ２）

接続供給約款，振替供給約款の概要

１．接続供給約款

・特定規模電気事業者（電気小売事業を行う事業者）から受電した電気を，当該特定規模

電気事業者と契約している当社供給区域内の自由化対象のお客さま（特別高圧受電のお

客さま）へ供給する場合の料金およびその他の供給条件を定めた約款

〈 料 金 率 〉

新料金 旧料金

 標準送電サービス (基本料金) ４３０円/kW ４８５円/kW

(電力量料金) １円３１銭/kWh １円３７銭/kWh

 時間帯別送電サービス (基本料金) ４３０円/kW ４８５円/kW

(電力量料金) (昼間) １円４３銭/kWh

(夜間) １円１５銭/kWh

(昼間) １円５０銭/kWh

(夜間) １円２０銭/kWh

 ピークシフト割引 (基本料金) △  ３６５円/kW △  ４１０円/kW

 近接性評価割引 (電力量料金) △  １ 銭/kWh

(対象地域富山県)

△  １銭/kWh

(対象地域富山県)

      ［参考１］平均単価

新料金 旧料金 引下率

２円１１銭/kWh ２円２０銭/kWh ▲４．１％

      ［参考２］モデル料金（標準送電サービス）

モ  デ  ル  料  金

月 間 稼 働 時 間

350時間 450時間 550時間

２円３５銭/kWh ２円１２銭/kWh １円９７銭/kWh

  （注）電源開発促進税相当額を含む

２．振替供給約款

・契約者から受電した一般電気事業の用に供するための電気および特定規模電気事業の用に

供するための電気を，隣接する電力会社との会社間連系点において当該契約者へ供給する

ときの料金およびその他の供給条件を定めた約款

   〈 料 金 率 〉

新料金 旧料金

 振替供給料金 (電力量料金) ２３銭/kWh ２４銭/kWh

 南福光連系設備の加算金 (電力量料金) １円６６銭/kWh １円６９銭/kWh

以  上



（ 別添３ ）

標準メニュー、最終保障約款の概要

１．標準メニュー

・自由化対象のお客さまに適用する料金およびその他の供給条件等を定めた標準的なメニュー。

 〈 料 金 率 〉

新 料 金 旧 料 金

業務用特別高圧電力

基本料金      １,４２５円/kW

電力量料金

（夏 季）   １３円１５銭/kWh

（その他季）１１円９５銭/kWh

基本料金      １,４２５円/kW

電力量料金

（夏 季）   １５円９２銭/kWh

（その他季）１４円４８銭/kWh

 業務用特別高圧

    季節別時間帯別電力

（業務用ｶｽﾀﾑﾅｲﾄ契約）

基本料金      １,４２５円/kW

電力量料金

（ﾋﾟｰｸ時間）１８円６１銭/kWh

（夏 季）   １６円７７銭/kWh

（その他季）１５円６２銭/kWh

（夜間時間）  ６円１２銭/kWh

基本料金      １,４２５円/kW

電力量料金

（ﾋﾟｰｸ時間）２３円９５銭/kWh

（夏 季）   ２１円０２銭/kWh

（その他季）１９円５７銭/kWh

（夜間時間）  ６円２６銭/kWh

   特別高圧電力

基本料金      １,４００円/kW

電力量料金

（夏 季）     ９円４１銭/kWh

（その他季）  ８円５５銭/kWh

基本料金      １,４００円/kW

電力量料金

（夏 季）   １０円０９銭/kWh

（その他季）  ９円１８銭/kWh

  特別高圧

    季節別時間帯別電力

（産業用ｶｽﾀﾑﾅｲﾄ契約）

基本料金      １,４００円/kW

電力量料金

（ﾋﾟｰｸ時間）１２円９２銭/kWh

（夏 季）   １１円６４銭/kWh

（その他季）１０円５１銭/kWh

（夜間時間）  ５円９８銭/kWh

基本料金      １,４００円/kW

電力量料金

（ﾋﾟｰｸ時間）１４円４０銭/kWh

（夏 季）   １２円６４銭/kWh

（その他季）１１円４９銭/kWh

（夜間時間）  ６円１３銭/kWh

注１：業務用特別高圧電力，業務用ｶｽﾀﾑﾅｲﾄ契約は，２０kVまたは３０ kV 供給の場合

注２：特別高圧電力，産業用ｶｽﾀﾑﾅｲﾄ契約は，６０kVまたは７０kV供給の場合

  

２．最終保障約款

・自由化対象のお客さまのうち、いずれの電力供給者とも電気の需給契約についての交渉が成立

しないお客さまに対し、電気の供給を保障するための料金およびその他の供給条件等を定めた

約款。

〈 料 金 率 〉

新 料 金 旧 料 金

 最終保障業務用電力 基本料金      １,７１０円/kW

電力量料金

（夏 季）   １５円７８銭/kWh

（その他季）１４円３４銭/kWh

基本料金      １,７１０円/kW

電力量料金

（夏 季）   １９円０９銭/kWh

（その他季）１７円３６銭/kWh

 最終保障特別高圧電力 基本料金      １,６８０円/kW

電力量料金

（夏 季）   １１円２９銭/kWh

（その他季）１０円２６銭/kWh

基本料金      １,６８０円/kW

電力量料金

（夏 季）   １２円１０銭/kWh

（その他季）１１円００銭/kWh

     注１：最終保障業務用電力は、２０kVまたは３０ kV 供給の場合

     注２：最終保障特別高圧電力は、６０kVまたは７０kV供給の場合

以  上
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