
重要事項説明書（電気）

電気事業法第2条の13の規定に従い、お客さまが西部ガスに電気需給契約（以下「需給契約」といいま
す。）をお申込みいただくうえでお客さまにご理解いただく必要のある重要事項について、以下の通り説明い
たします。なお、需給契約の詳細については、西部ガスホームページ等で公開しております電気需給約款（以
下「約款」といいます。）でご確認いただけます。

西部ガスの電気をご利用いただける地域は、以下のとおりです。
ただし、西部ガスの電気供給エリア外のお客さまであっても、西部ガスが指定する事業者とガス使用契約
（ガスの最終保障供給にかかる契約を除く）がある場合は西部ガスの電気をご利用いただけます。

 １．小売電気事業者およびお問合せ窓口

・西部ガス株式会社（住所：福岡市博多区千代1-17-1、
登録番号：Ａ0084）が小売電気事業者としてお客さま
への電気の供給を行います。
・電気に関するお問合せは、「西部ガスお客さまサービスセ
ンター」（電話：0570-000-312）を窓口とし、平日9時
から17時45分の間（停電や災害時は常時）で承ります。
 
 ２．需給契約の媒介事業者

・お客さまとの需給契約について媒介を行う事業者の住所
および連絡先につきましては、西部ガスのホームページ
をご参照ください。

 ３．契約電流（A）、契約容量（kVA）、契約電力（kW）、供給電圧（V）および周波数（Hz）

・契約電流は、10A以上であり、かつ、60A以下であること、
または契約容量は、6kVA以上であり、かつ、原則として
50kVA未満であること、または契約電力は1kW以上であ
り、かつ、原則として50kW未満であることといたします｡
・お客さまが引越し（転入）など新たに電気をご利用される
場合の契約電流、契約容量または契約電力（以下、契約容
量等）は、お客さまがお申し出た契約容量等といたします。
ただし、お申し出がない場合は、需給開始時点でご使用場
所ごとに設定されている契約容量等の値とします。
・お客さまが他社から電気契約を変更される場合の契約容
量等は、現在ご契約中の小売電気事業者（以下「現在の
電力会社」）の需給契約終了時点の契約容量等をそのま
ま適用いたします。
・供給電圧は、100Vまたは200V、100Vおよび200Vの
いずれかとし、周波数は60Hzとします。
 
 ４．需給契約の成立

・需給契約のお申込みは、あらかじめ約款および本重要事
項の内容にご承諾いただいたうえ、必要事項を明らかに
してお申込みいただきます。
・需給契約は、お客さまのお申込みを西部ガスが承諾した
ときに成立いたします。
・西部ガスは、西部ガスまたは西部ガスが指定する事業者

に対して支払うべき料金等の支払い状況によっては、お
客さまのお申込みをお断りする場合がございます。
・西部ガスは需給契約の成立後、「電気の契約手続き完了
のお知らせ」を郵送し、契約の手続きが完了したことを
お知らせします。

 ５．需給開始日

・需給開始日は、お客さまと協議のうえ定めます。
・電気の供給を他社から電気契約を変更される場合の需給
開始日は、所定の手続きが完了した日から8営業日2暦日
（スマートメーターが設置済みの場合は1営業日2暦日と
いたします。）を加えた日以降といたします。
・需給開始日は、需給契約の締結後に改めて「電気の契約
手続き完了のお知らせ」にてお知らせいたします。

 ６．検針および料金算定方法等について

・検針は送配電事業者、または配電事業者（以下､「送配電
事業者等」）が行います。検針日は、送配電事業者等が
定めた日とし、電気料金、使用電力量は、検針日に送配
電事業者等が計量した値を使用します。
・電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費等調整額（燃料
費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額)、および
再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします｡
・燃料費調整額は燃料価格の変動に応じて毎月調整したも
のに、使用電力量を乗じて算出します。

・料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月
の検針日の前日までの期間をひと月として算定いたしま
す。ただし、電気の需給を開始した場合や需給契約の消
滅または変更を行った場合は、日割計算をいたします。
・西部ガスは原則として、お客さまの検針日が属する月の
末日に料金を請求いたします。
・西部ガスはお客さまのご使用量やご請求予定額などのお知
らせを、原則として西部ガスホームページ上の会員制WEB
サイト「西部ガスマイページ」にてお知らせいたします｡
※燃料費調整額は、燃料価格により毎月調整するしくみに
なっているため、燃料価格の高騰により、大きく変動す
る場合があります。

西部ガスの電気供給エリア

西部ガスが指定する事業者

福岡市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、志免町、新宮町、粕屋町、
宗像市、宮若市、北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、遠賀町、岡垣町、苅田町、久留米市、
大牟田市

熊本市、合志市、菊陽町、大津町、益城町、嘉島町、御船町

市町県

熊本県

長崎県

福岡県

長崎市、長与町、時津町、島原市、佐世保市

西部ガス熊本(株)、西部ガス長崎(株)、西部ガス佐世保(株)、西部ガスエネルギー(株)（子会社を含む）、
大牟田ガス(株)、久留米ガス(株)、島原Ｇエナジー(株)

事業者名

電気
料金

基本
料金

電力量
料金

燃料費等
調整額

再生可能エネルギー
発電促進賦課金＋＋＝ ＋
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西部ガス熊本(株)
西部ガス長崎(株)
西部ガス佐世保(株)

西部ガスエネルギー(株)
（子会社を含む）

西部ガス(株) 都市ガス

大牟田ガス(株)
久留米ガス(株)
島原Gエナジー(株)

都市ガス

LPガス

LPガス

ガス事業者 支払方法種別

都市ガス/
LPガス

上記以外

クレジット
カード払い

ガス料金と同一

 ７．料金プラン

・料金プランは、以下の通りといたします。料金単価は別
表をご参照ください。
〔電灯需要〕
○電流制限器等（アンペアブレーカー等）により契約電
流（10A～60A）を定めるお客さまは「プラスでんき
プラン１」を適用いたします。
○契約主開閉器（漏電遮断器等）により契約容量(6kVA
～49kVA)を定めるお客さまは「プラスでんきプラン
２」または「あきないでんきプラン」のうちお客さま
が選択したプランを適用いたします。
○契約負荷設備（お客さまの電気設備により契約容量を定
める場合等）により契約容量(6kVA～49kVA)を定める
お客さまは「あきないでんきプラン」を適用いたします。

〔電力需要〕
○契約主開閉器または契約負荷設備により契約電力
（1kW～49kW）を定めるお客さまは「あきない動力
プラン」を適用いたします。

・料金プランを変更されたお客さまが変更した日から1年
未満で改めて変更を希望された場合は、お申し込みをお
断りする場合があります。
・現契約容量を確認するため、現在の電力会社の検針票を
ご提示いただく場合ございます。

 ８．料金のお支払方法

・西部ガス㈱、西部ガス熊本㈱、西部ガス長崎㈱、西部ガ
ス佐世保㈱の都市ガスをご契約いただいているお客さま
の料金は、ガス料金と同一の支払方法（口座振替、クレ
ジットカード払い、払込み）にてお支払いいただきます。
・上記以外のお客さまの料金は、クレジットカード払いに
てお支払いいただきます。ただし、クレジットカード会
社との手続きが完了するまでの間は、払込みにてお支払
いいただきます。

 ９．その他工事費等に関する費用

・お客さまが契約容量等を新たに設定し、または増加され
た後１年に満たないで需給契約を消滅または契約容量等
を減少させる場合で、託送供給等約款およびその他の供
給条件（以下、「託送約款等」）に定めるところにより、
送配電事業者等から工事費等の精算を求められた場合に
は、お客さまにその精算金を負担していただきます。
・西部ガスが、送配電事業者等から託送約款等に定めると
ころにより、お客さまへの電気の供給にともなう工事費
等の請求を受けた場合は、お客さまにその工事費等を負
担していただきます。
・供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都
合によって需給開始に至らないで、需給契約を廃止また
は変更された場合で、西部ガスが送配電事業者等から、
託送約款等に定めるところにより、費用の実費または実
費相当額の請求を受けたときは、お客さまにその金額を
負担していただきます。

 10．お客さまの申し出による契約の変更・解約

・名義変更、料金プラン変更等により需給契約を変更する
場合や、お引越し（転出）等により需給契約を解約する
場合、西部ガスのお問合せ窓口までご連絡ください。た
だし、他社へ電気契約を変更される場合、西部ガスへの
解約のご連絡は必要ありません。
・お客さまが西部ガスの電気供給エリア以外の場所で電気
の供給を受けており、かつ、西部ガスが指定する事業者
とのガス使用契約を解約される場合は、西部ガスとの需
給契約は解約となります。西部ガスのお問合せ窓口まで
ご連絡ください。

 11．契約の変更

・法令・条例・規則等の改正により約款の変更の必要が生
じた場合や、その他西部ガスが必要と判断した場合は、
約款を変更することがあります。この場合には、電気料
金その他の供給条件は変更後の約款によります。
・約款の変更その他の供給条件の変更（以下「約款等の変
更」といいます。）にともなう供給条件の説明、契約変更
前の書面交付および契約変更後の書面交付を、以下の通り
行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
①西部ガスホームページや「西部ガスマイページ」に記載
する方法その他西部ガスが適当と判断した方法により行
うこと
②供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場
合には、説明および記載を要する事項のうち当該変更
しようとする事項のみ説明、記載すること
③契約変更後の書面交付を行う場合には、西部ガスの名
称・住所、お客さまとの契約年月日、供給地点特定番
号および当該変更をした事項のみを記載すること

・約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然
必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な
変更をともなわない内容の場合は、以下の通り行うこと
について、あらかじめ承諾していただきます。
①供給条件の説明および契約変更前の書面交付は、変更
をしようとする事項の概要のみを書面を交付すること
なく説明すること
②契約変更後の書面交付をしないこと

 12．契約の解約

・お客さまが料金の支払義務発生日の翌日から起算して50
日経過してもなお支払われない場合やその他の解除事由
が生じた場合は、事前に書面での通知をした上で、需給
契約を解約することがあります。

 13．電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い

・お客さまへの電気需給にあたり、送配電事業者等が定め
る託送約款等に規定された、以下の事項をお客さまにて
遵守していただきます。
①送配電事業者等の供給設備の故障、またはお客さまの
設備の故障や火災などにより、送配電事業者等の供給
設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には送配
電事業者等に通知すること
②電気工作物の改修や検針、保安上必要な場合において、
西部ガスまたは送配電事業者等が敷地内に立ち入らせ
ていただくことについて、正当な理由ない限り承諾す
ること
③お客さまに電気を供給するために必要な設備の施設場
所を無償で提供すること
④電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気
の使用を妨害、またはそのおそれがある場合、お客さ
まの負担で必要な調整または保護装置を需要場所に施
設していただくこと
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 14．他社から電気契約を変更される場合の注意点

・お客さまが他社から電気契約を変更される場合は、西部
ガスはお客さまに代わって現在の電力会社に対し需給契
約の廃止取次を行う場合があります。
・現在の電力会社との需給契約解除に伴い、お客さまに違
約金等の負担が発生する場合があります。
・お客さまは、お客さまの都合により西部ガスの供給への
変更を取り止める場合は、需給開始日の前日までに、西
部ガスにその旨を申し出ていただきます。

 15．契約電流（A）、契約容量（kVA）、契約電力（kW）を変更される場合の注意点

・契約電流（Ａ）の変更は、西部ガスのお問合せ窓口まで
ご連絡ください。ただし、やむを得ない場合を除き、契
約電流を変更した日から1年未満で改めて変更すること
はできません。
・契約容量（kVA）、契約電力（kW）の変更は、お客さま
にて電気工事店にお申込みください。
・ご契約と同時に契約容量等の変更をご希望の場合は、
「電気の契約手続き完了のお知らせ」の到着後、西部ガス
のお問合せ窓口までご連絡ください。

 16．西部ガスマイページのご利用方法について

・西部ガスは、需給契約の成立と同時に、「西部ガスマイ
ページ」の会員登録を行います。
・「西部ガスマイページ」の初期ログインIDと初期パス
ワードは、「電気の契約手続き完了のお知らせ」をご確
認ください。

 17．ポイントサービス

・料金プランが「プラスでんきプラン１」または「プラス
でんきプラン２」のお客さまはポイントサービスを適用
いたします。

【別表】料金表　（※下記の料金単価には消費税等相当額を含みます。）

「プラスでんきプラン１」

「プラスでんきプラン２」

「あきないでんきプラン」

「あきない動力プラン」

単位 料金単価

基本料金

基本料金

基本料金

電力量料金

電力量料金

電力量料金

電力量料金

区分

単位 料金単価区分

単位 料金単価区分

単位 料金単価区分

基本料金

契約電流10A

契約電流15A

契約電流20A

契約電流30A

契約電流40A

契約電流50A

契約電流60A

最初の120kWhまで

120kWh超過300kWhまで

300kWh超過分

1契約

1契約

1契約

1契約

1契約

1契約

1契約

1kWh

1kWh

1kWh

315.00円

472.50円

630.00円

855.00円

1,070.00円

1,310.00円

1,482.00円

18.28円

23.88円

25.78円

契約容量6kVA

契約容量6kVA超過分

最初の120kWhまで

120kWh超過300kWhまで

300kWh超過分

契約容量6kVA

契約容量6kVA超過分

夏季（7月1日～9月30日）

その他季（10月1日～翌年6月30日）

1契約

1kVA

1kWh

1kWh

1kWh

1契約

1kVA

1kWh

1kW

1kWh

1kWh

1,482.00円

247.00円

18.28円

23.88円

26.88円

1,482.00円

247.00円

23.88円

970.00円

17.27円

15.58円
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お客さま情報の利用目的

当社は、ガス・電気等の各種のエネルギーをお客さまにご利用いただくにあたり、各種の申込みの受付、保安点検、機器販

売、各種工事等の機会に、当社が直接又は業務委託先等を通じて、又は電話帳・住宅地図等の刊行物等により、お客さまの個

人情報（お客さまのお名前、ご住所、電話番号等）を取得いたしますが、これらの個人情報は下記の目的に利用させていただき

ます。

記

①エネルギー供給及びその普及拡大

②エネルギー供給設備工事

③エネルギー供給設備・消費機器（厨房、給湯、空調等）の保安

④漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供及びホームセキュリティサービ

スの提供

⑤エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備の販売（リース・レンタル等を含む）設置、修理・点検、商品開発、アフター

サービス

⑥上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、研究開発

⑦その他上記①から⑥に附随する業務の実施

なお、当社は上記の業務を円滑に進めるため、口座振替先の金融機関、関係会社、情報処理会社、協力会社（西部ガスリビ

ングメイト、工事会社）等に業務の一部を委託することがあります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲でお客

さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行

います。

以　上　　

※お客さま情報の取り扱いにつきましては、当社のWEBサイトに掲載しております「個人情報の取り扱いについて」に則し、取

り扱いを致します。
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