
電気料金ガイド

ライフスタイルに
あわせた料金メニューを

お選びですか？

各種お問い合わせ先（携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。）

電気のご使用開始・廃止（解約）の申し込みはWEBからが便利です！

各種お申し込み・お問い合わせ先

かしこい
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ー
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お引越しなどに伴う電気のご使用開始またはご使用廃止(解約)は、
当社ホームページからお申し込みいただけます。

●詳しくは、WEBから
中部電力ミライズ  お引越し

 ＜お申込み・ご契約内容に関するお問い合わせ＞

月曜日～金曜日／9：00～17：00受付時間

電話番号 0120-002-758暮らしサポートセットに関する
お問い合わせ

月曜日～金曜日／9：00～17：00受付時間

電話番号 0120-921-693
（契約変更センター）

ご契約プラン・容量・名義等の変更、
ご契約プランのご相談

https://miraiz.chuden.co.jp/中部電力ミライズホームページ

お引越し等に伴う電気・ガスの
ご使用開始・廃止、他社から
中部電力ミライズへの切替のお申込み

0120-921-691
（契約受付センター）

月曜日～金曜日／9：00～19：00
土曜日・日曜日・祝日／9:00～17:00

受付時間

電話番号

（注）コンビニでの電気料金お支払い方法のご案内、お支払いに伴い
　　電気をお点けするご用件については、24時間承っております。

お支払い方法の変更、
振込用紙の紛失、電気料金の照会、
お支払い期限について

0570-048-155
（料金お問い合わせセンター）

電話番号

月曜日～金曜日／9：00～17：00受付時間

月曜日～金曜日／9：00～17：00受付時間

電話番号 0120-921-697
上記以外のお問い合わせ

（注）緊急のご用件については、24時間承っております。

月曜日～金曜日／9：00～17：00受付時間

電話番号 0120-985-232
（ネットワークコールセンター）停電、電柱・電線・メーターなどの

電気設備について

（注）緊急のご用件については、24時間承っております。

※中部電力パワーグリッド株式会社の連絡先となります。

https://miraiz.chuden.co.jp/ホームページのご案内 パソコン・スマートフォン 中部電力ミライズ

※祝日・年末年始（12月29日～1月3日）はお休みとさせていただきます。（ネットワークコールセンターを除く）



ひとつの建物につき、ひとつの契約が基本です
電気のご契約は、1つの敷地または1つの建物に1つの契約が基本となっています。なお、「電灯契約」と「電力契約」はあわせてご契約いただけます。

電灯契約 ご契約期間

電力契約

ご家庭や店舗などで照明や一
般の電気機器をお使いいただ
くメニューです。

店舗・工場などで業務用のエア
コンやモーターなど動力をお
使いいただくメニューです。

◆「おとくプラン」の電気料金を計算してみましょう

◆電気のご使用にあたって

◆ご契約について

くらしが変われば、電気料金メニューも変わる
ライフスタイルは人によってさまざまです。だからこそ、それぞれのご家庭や店舗にぴったりの電気料金メニューをご用意しています。
ところが、ライフスタイルが変わっても電気料金メニューを見直さず、ずっと同じ契約のままというケースが少なくありません。電気料金に
関する、知っておきたい情報とともに、お客さまにぴったりの電気料金メニューをご提案します。

◆電気料金メニューは、ライフスタイルに合わせて選びましょう ◆WEB会員サービス「カテエネ」・「ビジエネ」をみれば
　いつ電気を使っているのかが一目で分かります

電気
料金

再生可能エネルギー
発電促進賦課金※3

× ご使用量

再生可能エネルギー発電
促進賦課金単価（税込）

おとく割
（税込）

カテエネ会員の場合：153円割引（または153Pプレゼント）
カテエネ会員ではない場合：102円割引

電力量料金 燃料費調整額※1

×ご使用量

電力量料金単価
（税込）

燃料費調整単価
（税込）

ご使用量×

基本
料金
（税込）

口座振替
初回引落とし割引額※2

（税込）

●ご契約期間は、電気のご使用開始日の属する年度（4月1日～翌
年3月31日）の末日までとなります。その後、お客さままたは当社
から申し出がなければ、1年ごとに同じ内容で更新いたします。
なお、一部電気料金メニューには、ご契約期間が2年間のものが
あります。ご契約期間が2年間のメニューについては、別紙の電気
料金メニューリーフレットにその旨を記載しています。

　 ※従量電灯、低圧電力等、特定小売供給約款の電気料金メニューのご契約期間は、
　　 電気のご使用開始日から1年間となります。

●電気のご使用開始日または契約電流等を大きくされた日から1年
未満で廃止または契約電流等を小さくされる場合には、電気料金
を追加でご負担いただくほか、ご契約開始時に必要となった工事
費をいただくことがあります。

新築工事や増改築等で必要となる屋内配線工事のお申し込みの場合
まずお近くの電気工事店へご連絡ください。当社へのお申し込み手続きは、お客さまのご依頼を受けた電気工事店が代行します。（業務
用エアコンやモーター、電気温水器などの設備を変更されたり、屋内配線を改修される場合も、電気工事店を通じて当社にお申し込みく
ださい。）

電気料金メニューの変更をご希望される場合
電気料金メニューの変更には、所定の手続きが必要となりますので、当社までお申し出ください。（お客さまの現在の電気料金メニューにつ
いては、WEB会員サービス「カテエネ」・「ビジエネ」等でご確認ください。）なお、お客さまの電気のご使用状況によっては、電気料金が変更前
と比べて高くなる場合があります。変更の際は、今後の電気のご使用計画等につきまして、十分にご検討くださるようお願いいたします。

全く電気をお使いにならない場合 （当月の使用電力量が0kWhの場合）
基本料金は半額となります。  ※ただし、ポイントプラン、従量電灯Bでご契約容量が10A・15Aのお客さまは、最低月額料金の266.06円となります。

1か月の途中で、ご契約を始められたり廃止されたりする場合
日割り計算を行います。
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V ボルト【電圧】

A アンペア【電流】

W ワット【電力】

Wh ワットアワー【電力量】

電気を押し出す力をあらわします。日本の場合、ご家庭の電圧は通常100Vとなっています。

電気の流れる量をあらわします。
例：消費電力が1,000Wのドライヤーをご家庭で使用する場合、日本のご家庭の電圧は通常
　 100Vのため、流れる電流は、1,000（W）÷100（V）＝10（A）※となります。
※この値は目安としての電流値です。実際の電流値は、機器の力率（電圧と電流の積に対する消費電力の比率を
　あらわす係数）により大きくなる場合があります。

実際に消費される電気エネルギーをあらわします。照明器具が光を出したり、モーターが力を
出すときに使われる電気エネルギーの大きさを示し、この値が大きいほど電気を多く消費します。
電力（W）=電圧（V）×電流（A）×力率

電気を使った量をあらわします。
電力量（Wh）=電力（W）×使用時間（h）
例：100Wの電球を1時間使用すれば、消費電力量は100（W）×1（h）＝100Wh、
　 10時間使用すれば、100（W）×10（h）＝1,000Wh＝1kWh（キロワットアワー）となります。
　 一般的に、電気の「ご使用量」はkWh単位で表示されます。

計算例 （ご契約種別：おとくプラン４０A、ご使用量：３２０ｋWｈ、燃料費調整単価（税込：3.66円/kWh、口座振替初回引落とし割引ありの場合）

1,188.00円

21.33円×120kWh＝2,559.60円
25.80円×180kWh＝4,644.00円
28.75円×  20kWh＝　575.00円

3.66円×320kWh=1,171.20円

合計  8,949.80円
55.00円 再生可能エネルギー

発電促進賦課金
おとく割電気

料金

電気料金試算式

※1：燃料費調整額 P3参照  ※2：口座振替初回引落とし割引額 P4参照  ※3：再生可能エネルギー発電促進賦課金 P3参照

A B

C

F

D

I
J

K
L

M

G

H
E

お問い合わせの際にはこの番号をお
知らせください。

Aお客さま番号

検針時のメーターの値です。
E当月のメーター指示数

前回検針時のメーターの値です。
F前月のメーター指示数

次回検針をさせていただく日です。
M次回検針日

初回口座振替をさせていただく日です。
G振替予定日

供給（受電）地点を特定するために付与
される22桁の全国共通の番号です。

B供給地点特定番号

おとくプラン、とくとくプランご加入の
場合、割引額を表示します。

Iおとく割

前月の電気料金が初回振替日に引落
とされた場合、当月分料金からの割引
額を表示します。

J口座振替初回引落とし割引

当月の電気料金への適用単価です。
（マイナスさせていただく場合は「－」
を表示させていただきます。）

K燃料費調整単価

ご使用期間における30分ごとの使用
量を合計した値で、その月の電気のご
使用量を表しています。この数値に基
づき、電気料金を計算します。

D当月ご使用量

為替レートや原油価格等の変動による
燃料費の変動を電気料金に反映する
ための調整額で、燃料費調整単価（税
込）×ご使用量によって算出します。

H燃料費調整額

「再生可能エネルギーの固定価格買
取制度」により、再生可能エネルギー
によって発電された電気の購入に要し
た費用を電気のご使用量に応じてご
負担いただくための適用単価です。

L再エネ発電促進賦課金（単価）

C電気料金メニュー

1 2
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燃料費調整単価の算定方法 燃料費調整の適用時期
3か月間の①平均燃料価格と②基準単価から、以下のとおり算定い
たします。なお、一部の電気料金メニュー※につきましては、燃料費調
整単価における上限はありません。そのため、下記料金メニューの
燃料費調整額が従量電灯、定額電灯および低圧電力に比べ大きく
なる可能性があります。
※ポイントプラン、おとくプラン、とくとくプラン、スマートライフプラン（朝とく・夜とく含む）、スマー
トライフプランforスマート・エアーズ、ビジとくプラン、Eライフプラン（3時間帯別電灯）、タイム
プラン（時間帯別電灯）、ピークシフト電灯、低圧高利用契約、低圧深夜電力A・B、第2深夜電力、
わくわくホット(沸増型電気温水器契約)、低圧季節別時間帯別電力、防霜用プラン、融雪用電力

電気料金への反映イメージ

お支払期日の翌日から20日目

電気
供給の
中止

検針日の翌日から30日目検針日

10日間延滞
利息無し電気料金

延滞利息
お支払期日

毎月、検針日から約2週間後に、金融機関がお客さまにかわって電気料金のお支払い手続き
（振替）をします。お客さまの検針日の約2週間後からお支払期日までの間で振替日をご指
定いただくことも可能です。
※当社の都合により、月によってはご指定の振替日に振替ができない場合があります。
※口座振替日のご指定についてはお電話で承ります。

口座振替初回引落とし割引
口座振替のお客さまを対象に、前月の電気料金が検針日から約2週間後の初回振替日に引
き落とされた場合、当月の電気料金が５5．００円（税込）割引となります。
※お支払い方法を口座振替以外に変更された時点、もしくはご契約を廃止された時点で、割引の適用は廃止となります。
※振替日をご指定いただいた場合でも割引は適用されます。

口座振替のお申し込みについて
口座振替を希望される場合は、当社ホームページを通じてお申し出いただければ、「電気料
金口座振替依頼書」を郵送いたしますのでご記入・押印のうえ、ご返送ください。
※口座振替の手続きには、1～2か月ほど要する場合がありますので、ご了承ください。
※口座振替のお申し込みは、取扱金融機関（銀行・信用金庫・郵便局・農協・漁協等）でも行うことができます。

当社からお届けする所定の振込用紙により、振込用紙裏面に記載された「お支払窓口」でお支払いください。
また、取扱いのあるコンビニエンスストアなら、土曜・日曜・祝日・夜間でもお支払いいただけます。

お客さまよりお申し込みのあった携帯電話番号へSMSを用いて、ご請求情報およびお支払い方法を通知し、お支払いいただく方法です。
お支払い方法は、「クレジットカード」「ネットバンキング（口座振替）」「コンビニ払い」「電子マネー」の４種類があり、ご希望のお支払い方法にて
決済が可能です。
※SMSとは、短いメッセージを携帯電話番号あてに送受信するショートメッセージサービスです。SMSの受信料は無料です。
※お客さまの事情等により、SMSを配信できない場合は、振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。

当社所定の振込用紙でお振り込み。お支払いはコンビニでもＯＫ。

クレジットカード会社がお客さまの電気料金・ガス料金を中部電力
ミライズへ立替払いし、クレジットカード会社からお客さまに請求
する支払方法です。
※あらかじめお申し込みいただき、毎月継続してお支払いいただく方法です。（クレジットカード
を提示され、その都度、お支払いいただく方法ではありません。）

※口座振替初回引落とし割引は適用されません。
※クレジットカード会社の締切日と検針日との関係等により、クレジットカード会社から2か月分
の電気料金がまとめて請求されることがあります。

クレジットカード支払いを希望される場合は、当社ホームページから
お申し込みいただけます。

クレジットカード支払いのお申し込みについて

電気を作るために必要な燃料（原油・LNG[液化天然ガス]・石炭）の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、
これらの価格変動にあわせて燃料費調整額により電気料金を調整するしくみです。

◆燃料費調整制度ってなに？ ◆早めのお支払いが節約の第一歩

◆お支払い方法をお選びいただけます

電気料金のお支払期日は検針日の翌日から30日目
電気料金は、検針日の翌日から30日目が電気料金のお支払期日と
なります。お支払期日を経過してお支払いいただいた場合は、その
経過日数に応じて年利10％（１日あたり
約0.03％）の延滞利息を、お支払いされ
た日以降の料金とあわせてご請求させ
ていただきます。ただし、お支払期日の
翌日から10日目までにお支払いされた
場合、延滞利息はいただきません。

なお、お支払期日の翌日から20日目を経過してお支払いがない場
合は、あらかじめお知らせしたうえで、電気の供給が中止されること
がありますのでご注意ください。

クレジットカードによるお支払い

口座振替によるお支払い

振込用紙によるお支払い

電子決済によるお支払い

口座振替初回引落とし
割引対象のお客さま

※１：Ｅライフプラン（３時間帯別電灯）、タイムプラン
（時間帯別電灯）、ピークシフト電灯について
は、平成２８年９月３０日をもって、新規加入受付
を終了いたしました。

※２：低圧高利用契約については、平成２８年３月３１
日をもって、新規加入受付を終了いたしました。

ポイントプラン、おとくプラン、とくとく
プラン、従量電灯、スマートライフプラ
ン、スマートライフプラン for スマート・
エアーズ、Ｅライフプラン（３時間帯別電
灯）※１、タイムプラン（時間帯別電灯）※
１、ピークシフト電灯※１、低圧高利用契
約※２またはセットメニューのお客さまが
対象となります。

※大量の電力を消費する事業場で、減免対象として国から認定を受けた方は、当社へお申し出いただくことで、再生可能エネルギー発電促進賦課金が減免されます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、法
令等にもとづき、毎年度※、当該年度の想定
買取額および過去の過不足額等をもとに
算定します。なお、再生可能エネルギー発
電促進賦課金単価は地域間の負担の公平
性を保つために国により調整を行い、全国
一律単価とされております。

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定方法について

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気料金の一部として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金のご負担について

電気料金のイメージ（おとくプランの場合）

電気
料金

基本
料金

電力量料金
（燃料費調整額を含む）

各種割引額
（口座振替初回引落とし

割引額等）
おとく割

再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価

ご使用量
（kWh）

再生可能
エネルギー
発電促進
賦課金単価
（円／kWh）

当年度
買取の

見込み額（円）

回避可能
費用の

見込み額（円）

費用負担調整
機関の事務費用の
見込み額（円）

当年度に供給すると見込まれる電力量（kWh） ※直近１年間の供給電力量の実績

前々年度の
交付金と納付金
の差額（円）

※5月から翌年の4月の期間をいいます。

平成２４年７月１日から再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まりました。この制度は、
再生可能エネルギーによって発電された電気について、国が示した単価により電力会社などが購入するもので、購入に要した費用を「再生可
能エネルギー発電促進賦課金」として、すべてのお客さまに電気のご使用量に応じてご負担いただくものです※。

◆再生可能エネルギー発電促進賦課金ってなに？

①平均燃料価格
原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格（実績）をもと
に計算いたします。ただし、上記以外の電気料金メニューにおい
て、計算の結果が68,900円を上回る場合は、平均燃料価格は
68,900円となります。上記の電気料金メニューは、平均燃料価
格の上限がないため、計算の結果が平均燃料価格となります。
②基準単価
平均燃料価格が1,000円/kℓ変動した場合の燃料費調整単価です。

従量制供給の場合 0.233円／kWh

平均燃料価格が45,900円（調整の基準となる
燃料価格）を上回る場合プラス調整

マイナス調整 平均燃料価格が45,900円（調整の基準となる
燃料価格）を下回る場合

燃料費調整単価＝（①平均燃料価格－45,900円）×
②基準単価
1,000

燃料費調整単価＝（45,900円－①平均燃料価格）× ②基準単価1,000

平均燃料価格の算定期間 燃料費調整が反映される電気料金

１月から３月 ６月分の電気料金

２月から４月 ７月分の電気料金

３月から５月 ８月分の電気料金

４月から６月 ９月分の電気料金

５月から７月 １０月分の電気料金

６月から８月 １１月分の電気料金

７月から９月 １２月分の電気料金

８月から１０月 翌年の１月分の電気料金

９月から１１月 翌年の２月分の電気料金

１０月から１２月 翌年の３月分の電気料金

１１月から翌年の１月 翌年の４月分の電気料金

１２月から翌年の２月 翌年の５月分の電気料金
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当月および過去の電気・ガスの料金や使用量が確
認でき、コスト削減や省エネを考えるきっかけに。
さらにスマートメーターで取得したデー
タを利用して、1時間ごとの電気のご使
用状況を確認することもできます。※1

ビジエネに関するお問い合わせ先

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。

TEL ０１２０-933-348

ビジネス向けWEB会員サービス

※1、2：スマートメーターへの取替が完了し、通信環境が整い、電気ご使用量等のデータ伝送が可能となったお客さまから、順次ご利用いただけます。

電気を上手に使って、省エネできるWEBサイト！ エネルギーのさまざまなお悩みに役立つ情報満載！

電気・ガスの料金や使用量を見える化 ビジネスに役立つサービスいろいろ

エネルギー管理ツール 改善事例 省エネガイド電気・ガス使用実績の
見える化

ポケットの
裏にある

ビジエネ情報も
見てね！

https://bizene.chuden.jp/

ビジエネのご登録はこちらから

当月使用量予測メールサービス※2

スマートメーターで取得した前日までの使用
量実績をもとに、当月の電気ご使用量を予測
し、メール配信します。
また、前日の最大需要電力をメールでお知ら
せするサービスもあります。

災害時の従業員の安否確認メールを無料で送付

リピート顧客へ効果的な販促メールを無料で送付

ビジエネ連絡網サービス

各種通知サービス

料金プラン試算サービス

ビジよみ

安否確認 

メール販促

雷・地震・停電の発生状況をメールでお知らせ

お客さまの最適な料金プランをWEBで簡単試算

最新のビジネス情報を日経ＢＰの記事からピックアップして紹介

電気料金のお支払いにもご利用いただけます！
ためたカテエネポイントを「1P=1円」として、100P（100円）単位で
翌月の電気料金のお支払いにご利用いただけます。

カテエネの新規登録で1００Ｐプレゼント！

対象の
料金メニュー

ギフトカード

提携先ポイント

ご契約開始（変更）のご案内
+

さらに

カテエネポイント

500P例
電気料金

500円=

お支払い
方法が

口座振替の方 口座番号下4桁
クレジットカードの方 カード番号下4桁

振込用紙の方 会員登録後、認証番号（6桁）を
記載したハガキを郵送いたします。

※１ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は対象外となります。また、お支払期限内にお支払いいただいた料金が対象です。
※2 カテエネにログイン後、メールまたはＬＩＮＥにてお申込みが必要です。
注）ポイントをご利用いただけるのは、１契約に対しておひとりさまとさせていただきます。また、ポイントをためる・使うには、対象の料金メニューへご加入いただくことが必要です。

 電気の上手な使い方がわかる

カテエネポイントがたまる・使える

電気料金やご使用量を簡単にチェック！

カテエネポイントの交換先例

過去２年分の電気ご使用実績が確認できるほか、日別・時間別のご使用量や、家電ごとの電
力使用割合も確認いただけ、さらにご使用状況にあわせた省エネアドバイスも見られます。

ご登録に必要なもの

https://katene.chuden.jp/

カテエネのご登録はこちらから

カテエネに関するお問い合わせ先
カテエネ受付センター
受付時間 月曜日～金曜日/９：００～２０：００　土曜日/９：００～１７：００
※日曜日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。

TEL ０１２０-９３３-３４８

電気の上手な
使い方がわかる

カテエネポイントが
たまる・使える

電気の各種
お手続きができる

くらしに役立つ
情報がわかる

登録
無料

●電気料金に応じて毎月ポイントがたまる
毎月の電気のお支払額※１に応じて、200円（税込）につき1P
●家族ポイント割
ご実家や一人暮らしのお子さま、単身赴任のご家族など2親等以内のご家族とつながると、それぞれのご家族に毎年1,200P※2

●電気のご使用実績やコラムなどのチェックで年間最大720Pがたまる！

0時 12時 23時
0
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4
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※スマートメーターへの取替が完了し、通信環境が整い、電気ご使用量等のデータ伝送が可能となったお客さまから、順次ご利用いただけます。

ポイントプラン、おとくプラン、とくとくプラン、スマートライフ
プラン、スマートライフプラン for スマート・エアーズ、暮らし
サポートセット、Eライフプラン（3時間帯別電灯）、タイムプラン
（時間帯別電灯）、ピークシフト電灯、低圧高利用契約

登録
無料

簡単
登録
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