
 
 
 
 
 
 
 

従量電灯契約 単価 単位 
基本料金 291.60 円/kVA 
従量料金 22.5 円/kWh 

 
 
 

低圧電力契約 単価 単位 
基本料金 800.00 円/kW 
従量料金（夏季） 18.00 円/kWh 
従量料金（その他季） 17.00 円/kWh 

 
 
 
 
 
 
本紙は弊社の電気需給契約の概要を説明するものであり、ご契約に関しましては、必ず電気

供給約款をご確認ください。電気供給約款は以下のURLに掲載されております 
 
なお、弊社は電気供給約款を必要に応じて変更する場合があります。変更の場合には弊社ホ

ームページに掲示する方法または弊社が判断する適切な方法によりお知らせ致します。 
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電気需給に関する 

ご契約内容について 

■低圧のご契約 

1 料金プラン 

■電灯のご契約 

（７kVA以上のお客
様） 



 
 
 
お客様と電気需給契約を締結する相手は、株式会社球磨村森電力となります。 
経済産業省の定める小売電気事業者の登録番号は A0547です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご契約内容などの各種お問い合わせは、下記に記載の本社へご連絡ください 
■ご新規のお客さま	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 ・料金に関するお問い合わせ 
	 ・資料の請求 
	 ・ご契約内容、お手続き方法 
	 ・その他各種お問い合わせ	 ・・・など 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ご使用開始日 
・他社から切替の場合： 
①スマートメーターが設置されていない場合は、お申し込み後、所定の手続きが終了した日

から起算して 8営業日に 2歴日を加えた日以降に到来する 初の検針日となります。 
➁スマートメーターが設置されている場合は、お申し込み後、所定の手続きが終了した日か

ら起算して 1営業日に 2歴日を加えた日以降に到来する 初の検針日となります。 

2-1 電気需給契約の契約者について 

HP アドレス：http://kuma-den.com/ 

〒869-6401 

   熊本県球磨郡球磨村大字渡乙 1625-2 

       
株式会社球磨村森電力 

代表取締役 中嶋 崇史 

2-2 ご契約に関するお客さまのお問い合わせ先 

■ご契約中のお客さま	

	 ・ご契約内容の確認・変更・訂正・解約	

	 ・工事のお問い合わせ	

	 ・停電に関するお問い合わせ	

	 ・その他各種お問い合わせ	 ・・・など	

☎	 03-4405-3889 

株式会社球磨村森電力 

2-3 ご使用開始日、ご契約期間について 



■ご契約期間 
	 ・ご契約期間は使用開始日から需給契約を解約した日までとなります。 
 
 
 
■スマートメーター 
・スマートメーターが設置されていないお客さまは、スマートメーターへの 
	 交換が必要です。 
・スマートメーターとは、電気のご使用量を自動的に検針したり、30分毎 
	 のご使用量を計測することができる電力メーター（計量器）です。 
■スマートメーター設置工事と費用、停電 
・スマートメーターは所轄の一般送配電事業者もしくは工事を請け負った 
	 工事会社が設置し、工事日については事前に工事会社よりお客さま宛 
	 に連絡がされます。 
・スマートメーターへの交換は無料です。停電工事となる事がありますが、 
	 停電工事になる場合は、事前に工事会社から連絡があります。 
	 その場合、停電時間は 5～10分程になります。 
■その他工事費用 
・お客さまのご希望で発生する工事については、所轄の一般送配電事業者 
	 の託送供給等約款に記載されている内容に基づき、工事費用をご負担い 
	 ただくことがございます。 
 
 
 
契約電流は契約上使用できる 大電流（アンペア）をいい、交流単相 2線式 
標準電圧 100ボルトに換算した値と致します。当社では、10アンペア、15アン 
ペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは 60アンペアの 
いずれかで、お客さまの申し出によって定めます。 
契約容量は契約上使用できる 大容量（キロボルトアンペア）をいい、お客様 
の申し出によって定めます。なお、実量制のご契約による場合は１年間の 大 
使用容量を元に定めます。 
契約電力はお客さまが使用できる 大電力（キロワット）をいい、お客様の申し 
出によって定めます。なお、実量制のご契約による場合は１年間の 大使用 
電力を元に定めます。 
 
 

2-4 スマートメーターの交換、その他工事費用 

2-5 契約電流、契約容量、契約電力 



 
 
 
供給電気方式、供給電圧および周波数は、所轄の一般送配電事業者の定 
めによりますが、交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは 200ボルト、交流 
単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルト、または、交流 3相 3線式標準 
電圧 200ボルトとし、周波数は、標準周波数 50ヘルツまたは 60ヘルツと致します。 
 

検針日、使用電力量の計量方法 

および料金の算定方法 

■検針日、計量方法 
・検針日は所轄の一般送配電事業者の定めによります。 
・使用電力量の計量は、1月毎に所轄の一般配送電事業者が計量器によって計量した値とし
ます。 
■料金の算定方法 
・基本料金は原則 1月として計算しますが、契約容量の変更、電気の使用開始、需給契約の
解約などの理由により、該当する月の日数を割った場合、日割計算とします。 
・電力量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定します。 
・その他、料金の算定方法の詳細は弊社の電気供給約款の定めによります。 
 
 
 
・料金のお支払いにつきましてはご利用月翌月にご指定の口座よりお引き落としさせて頂

きます。 
 
 
 
■契約期間 
・契約期間は１年間とし、契約期間満了日の 1 ヶ月前に先立って本契約の終了の申し出が
無い場合は同一条件で更新されたものとします。 

 
■契約の変更 
・お客様が本契約の内容について変更を希望される場合、速やかに当社に変更の申込みをし

ていただきます。 

2-6 供給電気方式、供給電圧および周波数 
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2-8 料金その他の支払方法 

2-9 契約期間、契約の変更または解約 



 
■契約の解約 
・本契約の解約を希望する場合は書面により当社に通知をお願いします。 
・本契約の解約希望日が、新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日か

ら本契約の解約日までの期間が１年未満の場合、料金や工事費等の精算が必要となる場合

があります。 
 
■弊社からの解約 
お客さまが次のいずれかに該当する場合に、弊社は、そのお客さまの需給契約を解約するこ

とがございます。 
	 なお、この場合には、原則としてその旨をお客さまにお知らせいたします。 
・お客さまが料金を支払期日を経過してお支払われない場合 
・お客さまが電気供給約款の定めにより支払いを要することとなった料金以外 
	 の債務（違約金、工事費負担金その他電気供給約款から生ずる金銭債務を 
	 いいます。）を支払われない場合 
・その他、弊社の電気供給約款に基づき弊社が必要と判断した場合 
 
■ 終保証供給、特定小売り供給のお申込み 
・弊社との需給契約の解約に伴い、結果的にお客さまが他の供給者から電気 
の供給を受けられない場合、所轄の一般送配電事業者による電気の供給が 
停止される場合がありますので、お客さまは所轄の一般送配電事業者に対し 
終保証供給・特定小売供給を申し込む必要がございます。 

 
 

 
 
 
お客さまが弊社へお申込みいただくにあたり、所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款

に定められた以下の需要家の責任に関する事項を遵守していただくことを事前に承諾して

いただく必要がございます。 
・電力供給を行うにあたり、必要な工事を行うために所轄の一般送配電事業者などの関連業

者が需要家の敷地内などに立ち入る場合、その立ち入り 
	 許可の承諾などの協力をしていただきます。 
・所轄の一般送配電事業者の給電指令に従っていただきます。 
・お客さままたは所轄の一般送配電事業者の設備に係わる保安上の危険がある場合に電気

の供給を停止することがございます。 

2-10 

託送供給約款に定められた 

需要家の責任に関する事項の遵守 



・その他、託送供給等約款に定める保安等に対する需要者のご協力および 
	 調査へご協力いただきます。 
 
 
 
 
 
お客さまが弊社へ需給契約をお申込みいただくにあたり、弊社の電気供給約 
款の内容を事前にご承諾いただきます。 
また、弊社は必要に応じて電気供給約款を変更することがあります。 
この場合の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。 
また、変更後の電気供給約款は、弊社の掲示する方法または弊社が判断す 
る適切な方法によりお知らせいたします。 
なお、ご希望のお客さまには、書面による配布もいたしますので、弊社までご 
連絡をお願い致します。 
 
 
 
「特定商取引に関する法律」における「訪問販売」または「電話勧誘販売」により 
本契約を締結した場合、契約締結後にご送付する書面を受領した日から起算し 
て 8日を経過するまでの間は、クーリング・オフが可能です。 
この場合、書面にてご連絡ください。 
 
 
 
お客さまから取得する個人情報は弊社にとって重要な情報であり、その個人 
情報を確実に保護することは、弊社の重要な社会的責務と認識しております。 
 
 
 
 

お客さまへ電力供給するためのお手続きにあたり、弊社はお客さまの情報を関係事業者協同利用

する場合がございます。協同利用の目的、範囲等の取り扱いについては次のとおりです。 
➀〔協同して利用する（※1）お客さま情報〕 
・基本情報（氏名、住所、電話番号、小売供給契約もしくは電気供給契約（以下「小売供給

等契約」といいます。）の契約番号 

2-11 
弊社の電気供給約款の変更および 

説明方法に関する事前のご承諾 

2-12 ご契約のクーリングオフ 

2-13 個人情報の取り扱い 

2-14 お客さま情報の共同利用 



・供給（受電）地点に関する情報（託送供給契約又は発電量調整供給契約（以下「託送供給

等契約」といいます。）を締結する一般電気事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給（受

電）地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給

方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約移動年月日、

検針日、契約状態、廃止措置方法） 
➁〔協同利用する者の範囲〕 
小売り電気事業者（※2）、一般電気事業者（※3）、電力広域的運営推進機関 
〔利用する者の利用目的〕 
・託送供給等契約の締結、変更又は解約のため 
・小売供給等契約の廃止取次（※4）のため 
・供給（受電）地点に関する情報の確認のため 
・電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供

給等契約に基づく一般電気事業者の業務遂行のため 
③〔上記お客さま情報の管理責任者〕 
・お客さま基本情報：小売り供給等契約を締結している小売電気事業者又は一般電気事者 
・供給（受電）地点に関する情報：供給（受電）地点を供給区域とする一般電気事業者 
※1	 弊社は、協同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報
を協同利用するものであり、必ずしも全ての小売事業者及び一般電気事業者との間でお客

さまの個人情報を協同利用するものではありません。 
※2	 小売電気事業者とは、電気事業法（昭和 39年 7月 11日法律第 170号）第 2条の 5第
1項に規 
	 定する登録夜斐事由に該当せず、資源エネルギー庁のホームページに掲載されている登

録小売電気事業者一覧記載の事業者をいいます。 
※3	 一般電気事業者とは、東京電力株式会社、及び九州電力株式会社をいいます。 
※4	 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを
受けた小売電気事業者が、スイッチング支援システムを通じて、お客さまを代行して、既存

の小売 
	 電気事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
お客さまから申込書を受理し、お切り替えの手続きを開始いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※手続きの関係上、供給開始日までにお客さまのお手元に「契約締結のお知らせ」が届か 
ない場合がございますが、お知らせの到着が間に合わなくても供給は開始されます。 
 
 
 
 
ご利用開始申込書は、電気需給契約締結のもととなる大事な書類です。 
ご記入の際には項目漏れ、お間違いの無いよう、くれぐれもご注意ください。 
	 供給地点特定番号が記載された「電気ご使用量のお知らせ（検針票等）」をお手元にご準

備いただき、申込書へ記入をお願いいたします。 
	 お間違いや確認事項がございますと、お手続きの関係上、お切り替えまでに 
お時間をいただく場合がございますので、ご協力をお願いいたします。 
 

3-1 供給開始までの流れ 

お申込書類の 

受理

スマートメーター 

交換 

供給開始前 

供給開始※ 

➀お客さまからお申込み書類の受理 

 ・ご利用開始申込書 

 ・預金口座振替依頼書 

 

➁スマートメーターの交換 
 （一般送配電事業者の請負工事業者が実施） 
 

③弊社からお客さまへ契約締結のお知らせ※ 
 

3-2 ご利用開始申込書の記入 


