
  

 

一部電気料金メニューの見直しについて 

2021 年 11 月 26 日 
北陸電力株式会社 

 

当社は、季節別時間帯別電灯Ⅱ（エルフナイト10プラス）等、新規ご加入受付を終了してい

る一部の電気料金メニューについて、2022年４月１日から、昼間の料金単価を引き下げ、夜

間の料金単価を引き上げる等の見直しを実施いたします。 

■料金メニュー見直しの背景 

 当社は、これまでお客さまの生活スタイルに合わせ、従来の従量電灯のご契約に比べて、需

要が少ない夜間を割安にし、さらに割引プランも設定した季節別時間帯別電灯Ⅱ（エルフナイ

ト10プラス）等を提供してまいりました。 

 しかし、近年、太陽光発電の導入拡大や省エネルギーの推進等により、昼間の需要が減少す

る一方で、夜間の需要が増加したことにより、発電にかかる昼間と夜間の費用の差が縮小して

いる状況にあります。このため、新規ご加入受付を終了している一部の料金メニューについて、

2022年４月１日から、単価および割引プランを見直すことといたしました。 
 

【見直し対象となる低圧電気料金メニュー】 

  (2016年７月31日新規加入受付終了) 

  時間帯別電灯（エルフナイト８） 

  季節別時間帯別電灯Ⅰ（エルフナイト10） 

  季節別時間帯別電灯Ⅱ（エルフナイト10プラス） 

  (2016年３月31日新規加入受付終了) 

  深夜電力Ａ、深夜電力Ｂ、深夜電力Ｃ、深夜電力Ｄ 

■対象となるお客さまへのご案内方法について 

 対象のお客さまについては、12 月中旬以降、見直し内容および電気料金のシミュレーション

ができる専用サイトを順次ダイレクトメールにより個別にお知らせさせていただきます。 

 今回の見直しによるお客さまごとの影響は時間帯別のご使用量により異なります。電気料金

のシミュレーションをご希望のお客さまは、専用サイトをご覧いただくか、専用ダイヤルにお

問い合わせください。 

【お問い合わせ専用ダイヤル】 

  0120-012433（月～土曜日／9～17時 ※祝日・年末年始を除く） 

■ヒートポンプ機器の促進について 

 今回、見直し対象となるメニューにご加入のお客さまには、電気の効率的なご使用を促進す

るため、ヒートポンプ機器をご購入された場合にほくリンクポイントを進呈するサービスを検

討しております。詳細はダイレクトメールにてご案内いたします。 

 当社は、今後もカーボンニュートラルの実現に向け、新たな電気料金メニューやお役に立て

る新サービスをご提供するとともに、お客さまの生活スタイルに合わせたエコキュートなどの

高効率機器の普及促進に努めてまいります。        

                                          以 上 

別紙：電気料金単価表 



（参考１）一日の電気の使われ方の変化 

 

                ※24時間を100％にした場合の時間ごとの電気の使用量割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）ひと月あたりの電気料金比較（モデル料金） 

 

17,038 円 17,593 円 17,840 円

エルフナイト10プラス見直し前 エルフナイト10プラス見直し後 くつろぎナイト12

・モデル条件をもとに算定した目安の金額です。今回の見直しによるお客さまごとの実際の影響は

時間帯別のご使用量により異なります。

（試算の前提）
〇季節別時間帯別電灯Ⅱ（エルフナイト10プラス）

契約容量10kVA（エコキュート2kW設置）、合計使用量750kWh（夏季昼間26kWh、その他季昼

間81kWh、朝夕261kWh、夜間382kWh）、エルフＶプラン割引額込みで算定。燃料費調整額

（2021年12月：1.14円/kWh）、再生可能エネルギー発電促進賦課金（2021年度：3.36円/kWh）

を含む。

〇季節別時間帯別電灯[夜間12時間型]（くつろぎナイト12）

契約容量10kVA（エコキュート2kW設置）、合計使用量750kWh（夏季昼間37kWh、その他季昼

間142kWh、ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ116kWh、夜間455kWh）で算定。燃料費調整額（2021年12月：1.14円

/kWh）、再生可能エネルギー発電促進賦課金（2021年度：3.36円/kWh）を含む。

見直し影響 555 円

新規加入受付終了 新規加入受付終了 現在ご加入いただけるメニュー
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○時間帯別電灯（エルフナイト８）[低圧特別約款]

見直し前 見直し後 見直し内容

　基本料金
6kVA以下の場合 １契約 1,210.00 1,210.00 -

6kVAをこえ10kVAまで 〃 1,650.00 1,650.00 -

10kVAをこえる1kVAにつき １kVA 242.00 242.00 -

　電力量料金
昼間時間
最初の90kWhまで １kWh 21.85 21.85 -

90kWhをこえ230kWhまで 〃 27.07 27.07 -

230kWhをこえる1kWhにつき 〃 29.24 28.24 ▲1.00 

夜間時間 〃 9.14 10.12 +0.98 

○季節別時間帯別電灯Ⅰ（エルフナイト１０）[低圧特別約款]

見直し前 見直し後 見直し内容

　基本料金
最初の10kVAまで １契約 3,080.00 3,080.00 -

10kVAをこえる1kVAにつき １kVA 308.00 308.00 -

　電力量料金
昼間時間
夏季料金 １kWh 25.05 24.05 ▲1.00 

その他季料金 〃 22.88 21.88 ▲1.00 

夜間時間 〃 11.09 12.07 +0.98 

*　毎年11月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までのご使用分

割引率を3％縮小

割引上限額を1,050円/月拡大

割引率を5％縮小

割引上限額を3,120円/月拡大

割引率を3％縮小
割引上限額を350円/月拡大

昼間時間の電力量料金を10％、
夜間時間の電力量料金を15％
それぞれ割引
（割引上限額4,950円/月）

昼間時間の電力量料金を7％、
夜間時間の電力量料金を12％
それぞれ割引
（割引上限額6,000円/月）

電力量料金を5％割引
（割引上限額1,650円/月）

料金単価（円）

料金単価（円）

12～4月分*の
昼間時間の電力量料金を15％、
夜間時間の電力量料金を25％
それぞれ割引
（割引上限額15,000円/月）

電力量料金を2％割引
（割引上限額2,000円/月）

12～4月分*の
昼間時間の電力量料金を20％、
夜間時間の電力量料金を30％
それぞれ割引
（割引上限額11,880円/月）

料金の区分 単　位

　　エルフＶプラン
　　（200ボルト電化契約）

　　エルフＶあったかプラン
　　（200ボルト電化契約）

　　エルフＳプラン
　　（電化給湯厨房契約）

電気料金単価表

料金の区分 単　位

新規加入受付終了

新規加入受付終了

別 紙
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○季節別時間帯別電灯Ⅱ（エルフナイト１０プラス）[低圧特別約款]

見直し前 見直し後 見直し内容

　基本料金
6kVA以下の場合 １契約 1,210.00 1,210.00 -

6kVAをこえ10kVAまで 〃 1,650.00 1,650.00 -

10kVAをこえる1kVAにつき １kVA 242.00 242.00 -

　電力量料金
昼間時間
夏季料金 １kWh 34.57 33.07 ▲1.50 

その他季料金 〃 31.54 30.04 ▲1.50 

朝夕時間 〃 22.20 22.20 -

夜間時間 〃 11.09 12.07 +0.98 

*　毎年11月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までのご使用分

○深夜電力[低圧特別約款]

見直し前 見直し後 見直し内容

１契約 1,047.54 1,145.54 +98.00 

　基本料金 １kW 264.00 264.00 -

　電力量料金 １kWh 9.14 10.12 +0.98 

　基本料金 １kW 286.00 286.00 -

　電力量料金 １kWh 11.09 12.07 +0.98 

　基本料金 １kW 231.00 231.00 -

　電力量料金 １kWh 8.54 9.52 +0.98 

　　エルフＶプラン
　　（200ボルト電化契約）

料金単価（円）

割引率を3％縮小

割引上限額を1,050円/月拡大

割引率を5％縮小

割引上限額を3,120円/月拡大

割引率を3％縮小
割引上限額を350円/月拡大

その他季昼間時間および
朝夕時間の電力量料金を10％、
夜間時間の電力量料金を15％
それぞれ割引
（割引上限額4,950円/月）

その他季昼間時間および
朝夕時間の電力量料金を7％、
夜間時間の電力量料金を12％
それぞれ割引
（割引上限額6,000円/月）

夏季昼間時間を除く
電力量料金を2％割引
（割引上限額2,000円/月）

料金単価（円）
料金の区分

Ｄ

　　エルフＳプラン
　　（電化給湯厨房契約）

12～4月分*の昼間時間および
朝夕時間の電力量料金を15％、
夜間時間の電力量料金を25％
それぞれ割引
（割引上限額15,000円/月）

Ｃ

Ｂ

　　エルフＶあったかプラン
　　（200ボルト電化契約）

単　位

12～4月分*の昼間時間および
朝夕時間の電力量料金を20％、
夜間時間の電力量料金を30％
それぞれ割引
（割引上限額11,880円/月）

夏季昼間時間を除く
電力量料金を5％割引
（割引上限額1,650円/月）

料金の区分

Ａ

単　位

新規加入受付終了

新規加入受付終了

－2－



（注）

○料金単価

　料金単価は，燃料費調整前の単価です。

　料金単価には，消費税等相当額を含みます。

○共通

　　夏　　季　　：毎年７月１日から９月30日までの期間をいいます。

　　その他季　　：毎年10月１日から翌年の６月30日までの期間をいいます。

○エルフナイト８

　　昼間時間 　 ：毎日午前７時から午後11時までの時間をいいます。

　　夜間時間  　：昼間時間以外の時間をいいます。

○エルフナイト10

　　昼間時間　  ：毎日午前８時から午後10時までの時間をいいます。 

　　夜間時間  　：昼間時間以外の時間をいいます。

○エルフナイト10プラス

　　昼間時間　  ：毎日午前10時から午後５時までの時間をいいます。

　　　　　　　　　ただし，一部を除く休日等の該当する時間を除きます。

　　朝夕時間  　：休日等以外の毎日午前８時から午前10時までおよび午後５時から

　　　　　　　　  午後10時までの時間ならびに休日等の午前８時から午後10時までの

　　　　　 　　   時間をいいます。

　　　　　　　　　なお，休日等は，低圧特別約款（料金表）季節別時間帯別電灯Ⅱ（エルフ

　　　　　　　　　ナイト１０プラス）に定める日をいいます。

　　夜間時間　　：昼間時間および朝夕時間以外の時間をいいます。

○深夜電力

　　深夜電力ＡおよびＢ

　　　　　　  　：毎日午後11時から翌日の午前７時までの時間を限り，電気をお送りします。

　　深夜電力Ｃ　：毎日午後10時から翌日の午前８時までの時間を限り，電気をお送りします。

　　深夜電力Ｄ　：毎日午前１時から午前６時までの時間を限り，電気をお送りします。

-3-


