
新旧対照表 〔2023年 4月 1日実施〕 

 

■ au でんき供給約款（中国電力・auEL） 

改定前（旧） 改定後（新） 

au でんき供給約款（中国電力・auEL） 

2022 年 11月 1日実施 

au でんき供給約款（中国電力・auEL） 

2023 年 4月 1日実施 

1 適用 

(1)  お客さままたはお客さまの同居の家族が au エネルギー&ライフ株式会社（以下「auEL」

といいます。）または KDDI 株式会社（以下「KDDI」といいます。）が別途指定するサービスの

いずれか（以下「KDDI サービス」といいます。）を利用される場合で，auEL が中国電力株式

会社（以下「中国電力」といいます。）の代理人として，申込受付，料金算定，および請求

等を実施し，中国電力が，一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧

で電気を小売供給するサービスをあわせて利用されるときの電気料金その他の供給条件は，こ

の au でんき供給約款（中国電力・auEL）（以下「この au でんき約款」といいます。）および

auEL が別に定める料金表（以下「料金表」といいます。）によります。 

なお，電気の小売供給にかかる契約を「需給契約」といいます。また，この au でんき約款および

料金表による電気供給サービスに関するお客さまを「お客さま」といいます。 

（略） 

1 適用 

(1)  お客さままたはお客さまの同居の家族が au エネルギー&ライフ株式会社（以下「auEL」

といいます。）または KDDI 株式会社（以下「KDDI」といいます。）が別途指定するサービスの

いずれか（以下「KDDI サービス」といいます。）を利用される場合で，auEL が中国電力株式

会社（以下「中国電力」といいます。）の代理人として，申込受付，料金算定，および請求

等を実施し，中国電力が，一般送配電事業者または配電事業者が維持および運用する供

給設備を介して低圧で電気を小売供給するサービスをあわせて利用されるときの電気料金その

他の供給条件は，この auでんき供給約款（中国電力・auEL）（以下「この auでんき約款」

といいます。）および auEL が別に定める料金表（以下「料金表」といいます。）によります。 

なお，電気の小売供給にかかる契約を「需給契約」といいます。また，この au でんき約款および

料金表による電気供給サービスに関するお客さまを「お客さま」といいます。 

（略） 

2 この au でんき約款および料金表の変更 

(1)  お客さまの一般の利益に適合する場合のほか，供給方法等の技術的な事項または需

給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合，お客さまの需要場所を

供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」といいます。）が定める

託送供給等約款およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」といいます。）の変更また

は法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により au でんき約款または料金表の変更が必要な

場合，その他中国電力または auEL が必要と判断した場合には，中国電力および auEL は，

この au でんき約款を，auEL は，料金表を変更することがあります。この場合には，auEL はあ

らかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし，お客さまから異議の申し出がないときは，契約

期間満了前であっても，電気料金その他の供給条件は，変更後の au でんき供給約款（中

2 この au でんき約款および料金表の変更 

(1)  お客さまの一般の利益に適合する場合のほか，供給方法等の技術的な事項または需

給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合，お客さまの需要場所を

供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者（以下「当該一般送配電事業者等」と

いいます。）が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」といい

ます。）の変更または法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により au でんき約款または料金

表の変更が必要な場合，その他中国電力または auEL が必要と判断した場合には，中国電

力および auEL は，この au でんき約款を，auEL は，料金表を変更することがあります。この

場合には，auEL はあらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし，お客さまから異議の申し

出がないときは，契約期間満了前であっても，電気料金その他の供給条件は，変更後の au



国電力・auEL）および料金表によります。 

（略） 

でんき供給約款（中国電力・auEL）および料金表によります。 

（略） 

7 需給契約の申込み 

(1)  お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は，あらかじめこの au でんき約

款，料金表および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ，

auEL 所定の様式によって auEL に申込みをしていただきます。また，auEL が必要とする場合

は，お客さまの氏名および住所を証明するもの（需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本

等，需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。）を提示していただくことがあ

ります。ただし，auEL が認める場合には電話等による申込みを受け付けることがあります。な

お，所定の様式によらず次の事項を明らかにしていただく場合があります。 

  契約種別，供給電気方式，需給地点（電気の需給が行なわれる地点をいい，託送約

款等に定める供給地点といたします。），需要場所（供給地点特定番号を含みます。），

供給電圧，契約負荷設備，契約容量，契約電力，発電設備，業種，用途，使用開始

希望日，使用期間，料金の支払方法およびその他料金表に定める事項 

（略） 

(5)  供給設備の工事を要する場合は，用地事情等により供給開始までに長期間を要する

ことがあるため，原則として，お客さまからあらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状

況等について照会していただき，申込みをしていただきます。 

7 需給契約の申込み 

(1)  お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は，あらかじめこの au でんき約

款，料金表および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ，

auEL 所定の様式によって auEL に申込みをしていただきます。また，auEL が必要とする場合

は，お客さまの氏名および住所を証明するもの（需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本

等，需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。）を提示していただくことがあ

ります。ただし，auEL が認める場合には電話等による申込みを受け付けることがあります。な

お，所定の様式によらず次の事項を明らかにしていただく場合があります。 

  契約種別，供給電気方式，需給地点（電気の需給が行なわれる地点をいい，託送約

款等に定める供給地点といたします。），需要場所（供給地点特定番号を含みます。），

供給電圧，契約負荷設備，契約容量，契約電力，発電設備，蓄電池，業種，用途，

使用開始希望日，使用期間，料金の支払方法およびその他料金表に定める事項 

（略） 

(5)  供給設備の工事を要する場合は，用地事情等により供給開始までに長期間を要する

ことがあるため，原則として，お客さまからあらかじめ当該一般送配電事業者等へ供給設備の

状況等について照会していただき，申込みをしていただきます。 

8 需給契約の成立および契約期間 

（略） 

(2)  契約期間は，次によります。 

イ～ロ（略） 

 

8 需給契約の成立および契約期間 

（略） 

(2)  契約期間は，次によります。 

イ～ロ（略） 

ハ お客さまの需要場所が，電気事業法第 20 条の２第１項に定める指定区域として指定さ

れる場合の契約期間の終期は，イおよびロにかかわらず，当該指定区域に対し電気事業法第

２条第１項第８号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。 

10 需給契約の単位 

（略） 

(2)  電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で，１需要場所において，中国

10 需給契約の単位 

（略） 

(2)  電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で，１需要場所において，中国



電力および auEL があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合 

 

 

 

 

(3)  その他技術上，経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合 

電力および auEL があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合 

(3)  災害による被害を防ぐための措置，温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置，ま

たは電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資

する措置にともない，お客さまからの申出がある場合で，当該一般送配電事業者等が技術

上，保安上適当と認めたとき 

(4)  その他技術上，経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合 

13 承諾の限界および遵守事項 

(1) 承諾の限界 

中国電力および auEL は，法令，電気の需給状況，お客さま（需給契約上の地位を承継

する新たなお客さまを含みます。）の電気の使用状況，KDDI サービスのお客さまによるご利用

状況，当該一般送配電事業者の供給設備の状況，料金の支払状況（中国電力，auEL

または KDDI の他のサービスの料金，および他の需給契約の料金の支払状況を含みます。）そ

の他によってやむをえない場合には，需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあ

ります。この場合は，auEL はその理由をお知らせいたします。 

（略） 

13 承諾の限界および遵守事項 

(1) 承諾の限界 

中国電力および auEL は，法令，電気の需給状況，お客さま（需給契約上の地位を承継

する新たなお客さまを含みます。）の電気の使用状況，KDDI サービスのお客さまによるご利用

状況，当該一般送配電事業者等の供給設備の状況，料金の支払状況（中国電力，

auEL または KDDI の他のサービスの料金，および他の需給契約の料金の支払状況を含みま

す。）その他によってやむをえない場合には，需給契約の申込みの全部または一部をお断りする

ことがあります。この場合は，auEL はその理由をお知らせいたします。 

（略） 

17 でんきＭプラン（中国） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

（略） 

ハ 供給約款の定額電灯を適用できないこと。 

ただし，１需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて

契約する場合で，お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配

電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは，イおよびハに該当し，かつ，ロの最大需要容量と契約電力

との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合，当該一般

送配電事業者は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。 

（略） 

17 でんきＭプラン（中国） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

（略） 

ハ 供給約款の定額電灯を適用できないこと。 

ただし，１需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて

契約する場合で，お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配

電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧

での電気の供給が適当と認めたときは，イおよびハに該当し，かつ，ロの最大需要容量と契約

電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合，当該

一般送配電事業者等は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設すること

があります。 

（略） 



18 でんきＬプラン（中国） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

（略） 

ロ １需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて契約

する場合は，契約容量と契約電力との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットと

みなします。）が 50 キロワット未満であること。 

ただし，１需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて

契約する場合で，お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配

電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合，当該一般送配電事

業者は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式，供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト

とし，周波数は，標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電圧

については，技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合に

は，交流単相２線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流３相３線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。 

（略） 

(4) 契約容量 

（略） 

ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には，契約容量

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 3（契約容

量および契約電力の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，中国電力，auEL または当該一般送配電事業者は，契約主開閉器が制限できる電

流を，必要に応じて確認いたします。 

18 でんきＬプラン（中国） 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

（略） 

ロ １需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて契約

する場合は，契約容量と契約電力との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットと

みなします。）が 50 キロワット未満であること。 

ただし，１需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて

契約する場合で，お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配

電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧

での電気の供給が適当と認めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約容量と契約電力との合計

が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合，当該一般送配電

事業者等は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

(2) 供給電気方式，供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相３線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト

とし，周波数は，標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電圧

については，技術上または当該一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合

には，交流単相２線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流３相３線式標準

電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（略） 

(4) 契約容量 

（略） 

ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には，契約容量

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 3（契約容

量および契約電力の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，中国電力，auEL または当該一般送配電事業者等は，契約主開閉器が制限できる

電流を，必要に応じて確認いたします。 



19 低圧電力（中国） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ハ 1 需要場所において中国電力またはこの約款の他の契約種別とあわせて契約する場合で,

契約電力の合計または最大需要容量もしくは契約容量と契約電力との合計（この場合，１

キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

ただし，1 需要場所において中国電力またはこの約款の他の契約種別とあわせて契約する場合

で,お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配電事業者の供給

設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは，イおよびロに該当し，かつ，ハの契約電力の合計または最大需要容量もしく

は契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合，当該一般送配電事業者は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設

備を施設することがあります。 

（略） 

(4) 契約電力 

（略） 

ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には，契約電力

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 3（契約容

量および契約電力の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，中国電力または当該一般送配電事業者は，契約主開閉器が制限できる電流を，必

要に応じて確認いたします。 

(5) その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

19 低圧電力（中国） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ハ 1 需要場所において中国電力またはこの約款の他の契約種別とあわせて契約する場合で,

契約電力の合計または最大需要容量もしくは契約容量と契約電力との合計（この場合，１

キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

ただし，1 需要場所において中国電力またはこの約款の他の契約種別とあわせて契約する場合

で,お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配電事業者等の供

給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは，イおよびロに該当し，かつ，ハの契約電力の合計または最大需要容量

もしくは契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合，当該一般送配電事業者等は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

（略） 

(4) 契約電力 

（略） 

ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には，契約電力

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 3（契約容

量および契約電力の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主開閉器を

あらかじめ設定していただきます。 

なお，中国電力または当該一般送配電事業者等は，契約主開閉器が制限できる電流を，

必要に応じて確認いたします。 

(5) その他 

変圧器，発電設備，蓄電池等を介して，電灯または小型機器を使用することはできません。 

21 検針 

検針は，お客さまごとに，原則として各月ごとに当該一般送配電事業者が行ないます。検針日

は，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。 

21 検針 

検針は，お客さまごとに，原則として各月ごとに当該一般送配電事業者等が行ないます。検針

日は，実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。 

32 供給の停止等 32 供給の停止等 



(1)  託送約款等に定めるところにより，当該一般送配電事業者は，電気の供給を停止

し，またはお客さまの電気の使用を制限し，もしくは中止することがあります。 

(2)  お客さまが次のいずれかに該当し，中国電力がその旨を警告しても改めない場合には，

当該一般送配電事業者は，中国電力の求めに応じ，そのお客さまについて電気の供給を停

止することがあります。 

（略） 

(3)  (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には，当該一般送配電事業者は，

当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において，供給の停止のため

の適当な処置を行ないます。 

    なお，この場合には，必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 

（略） 

(1)  託送約款等に定めるところにより，当該一般送配電事業者等は，電気の供給を停止

し，またはお客さまの電気の使用を制限し，もしくは中止することがあります。 

(2)  お客さまが次のいずれかに該当し，中国電力がその旨を警告しても改めない場合には，

当該一般送配電事業者等は，中国電力の求めに応じ，そのお客さまについて電気の供給を

停止することがあります。 

（略） 

(3)  (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には，当該一般送配電事業者等

は，当該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において，供給の停止

のための適当な処置を行ないます。 

    なお，この場合には，必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 

（略） 

33 供給停止の解除 

32（供給の停止等）によって電気の供給を停止した場合で，お客さまがその理由となった事

実を解消し，かつ，その事実にともない中国電力および auEL に対して支払いを要することとな

った債務を支払われたときには，当該一般送配電事業者は，すみやかに電気の供給を再開い

たします。 

33 供給停止の解除 

32（供給の停止等）によって電気の供給を停止した場合で，お客さまがその理由となった事

実を解消し，かつ，その事実にともない中国電力および auEL に対して支払いを要することとな

った債務を支払われたときには，当該一般送配電事業者等は，すみやかに電気の供給を再開

いたします。 

35 損害賠償の免責 

(1)  11（供給の開始）(2)によって供給の開始日を変更した場合，託送約款等に定める

ところにより，当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し，または中止した場合で，それ

が中国電力および auEL の責めとならない理由によるものであるときには，中国電力および

auEL は，お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 

（略） 

35 損害賠償の免責 

(1)  11（供給の開始）(2)によって供給の開始日を変更した場合，託送約款等に定める

ところにより，当該一般送配電事業者等が電気の使用を制限し，または中止した場合で，そ

れが中国電力および auEL の責めとならない理由によるものであるときには，中国電力および

auEL は，お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 

（略） 

36 設備の賠償 

（略） 

(2)  お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当該一般送配電事業者の電

気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失したことにより，中国電力が当該一

般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は，中国電力は，その賠償に要する金額をお

客さまに支払っていただきます。 

36 設備の賠償 

（略） 

(2)  お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当該一般送配電事業者等の

電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失したことにより，中国電力が当該

一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は，中国電力は，その賠償に要する金額

をお客さまに支払っていただきます。 



39 需給契約の廃止等 

(1)  お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は，あらかじめその廃止期日を定めて，

電話，口頭等により auEL に通知していただきます。 

当該一般送配電事業者は，原則として，お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させ

るための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 

(2)  需給契約は，41（解約等）および次の場合を除き，お客さまが auEL に通知された

廃止期日に消滅いたします。 

（略） 

ロ 中国電力，auEL および当該一般送配電事業者の責めとならない理由（非常変災等の

場合を除きます。）により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場

合は，需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 

 

（略） 

39 需給契約の廃止等 

(1)  お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は，あらかじめその廃止期日を定めて，

電話，口頭等により auEL に通知していただきます。 

当該一般送配電事業者等は，原則として，お客さまから通知された廃止期日に需給を終了さ

せるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 

(2)  需給契約は，41（解約等）および次の場合を除き，お客さまが auEL に通知された

廃止期日に消滅いたします。 

（略） 

ロ 中国電力，auEL および当該一般送配電事業者等の責めとならない理由（非常変災等

の場合を除きます。）により当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための処置ができな

い場合は，需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたし

ます。 

（略） 

40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 

次の場合には，中国電力は需給契約の廃止または変更の日に，工事費をお客さまに精算し

ていただきます。ただし，当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置

する場合，または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。 

(1)  お客さまが需給契約を開始し，または契約電力等を増加された後１年に満たないでこ

れを廃止させる場合で，お客さまが需給契約を開始し，または契約電力等を増加されたことに

ともない新たに施設した供給設備について，中国電力が，当該一般送配電事業者から，託

送約款等に定めるところにより，工事費の精算に係る請求を受けたときは，中国電力は，お客

さまからその金額を申し受けます。 

(2)  お客さまが需給契約を開始し，または契約電力等を増加された後 1 年に満たないでこ

れを減少しようとされる場合で，当該一般送配電事業者の供給設備のうち契約電力等の減

少に見合う部分（増加後に減少される場合で，減少される契約電力等が増加された契約電

力分等を上回るときは，増加された契約電力分等といたします。）について，中国電力が，当

該一般送配電事業者から，託送約款等に定めるところにより，工事費の精算に係る請求を受

40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 

次の場合には，中国電力は需給契約の廃止または変更の日に，工事費をお客さまに精算し

ていただきます。ただし，当該一般送配電事業者等が将来の需要等を考慮して供給設備を常

置する場合，または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。 

(1)  お客さまが需給契約を開始し，または契約電力等を増加された後１年に満たないでこ

れを廃止させる場合で，お客さまが需給契約を開始し，または契約電力等を増加されたことに

ともない新たに施設した供給設備について，中国電力が，当該一般送配電事業者等から，

託送約款等に定めるところにより，工事費の精算に係る請求を受けたときは，中国電力は，お

客さまからその金額を申し受けます。 

(2)  お客さまが需給契約を開始し，または契約電力等を増加された後 1 年に満たないでこ

れを減少しようとされる場合で，当該一般送配電事業者等の供給設備のうち契約電力等の

減少に見合う部分（増加後に減少される場合で，減少される契約電力等が増加された契約

電力分等を上回るときは，増加された契約電力分等といたします。）について，中国電力が，

当該一般送配電事業者等から，託送約款等に定めるところにより，工事費の精算に係る請



けたときは，中国電力は，お客さまからその金額を申し受けます。 求を受けたときは，中国電力は，お客さまからその金額を申し受けます。 

41 解約等 

（略） 

(2)  32（供給の停止等）によって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事

業者，中国電力もしくは auEL の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合

またはお客さまがその他この au でんき約款および料金表に反した場合には，中国電力および

auEL は，需給契約を解約することがあります。 

    なお，この場合には，auEL は，その旨をお客さまに予告いたします。 

(3)  お客さまが，39（需給契約の廃止等）(1)による通知をされないで，その需要場所か

ら移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，当該一般送配電事業者が需

給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。 

41 解約等 

（略） 

(2)  32（供給の停止等）によって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事

業者等，中国電力もしくは auEL の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場

合またはお客さまがその他この au でんき約款および料金表に反した場合には，中国電力および

auEL は，需給契約を解約することがあります。 

    なお，この場合には，auEL は，その旨をお客さまに予告いたします。 

(3)  お客さまが，39（需給契約の廃止等）(1)による通知をされないで，その需要場所か

ら移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，当該一般送配電事業者等が

需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。 

43 供給方法および工事 

(1)  電気の需給地点は，当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電

気設備との接続点といたします。 

（略） 

43 供給方法および工事 

(1)  電気の需給地点は，当該一般送配電事業者等の電線路または引込線とお客さまの

電気設備との接続点といたします。 

（略） 

44 工事費負担金等の申受けおよび精算 

(1)  託送約款等に定めるところにより，当該一般送配電事業者から，お客さまへの電気の

供給にともなう工事等に係る工事費負担金，臨時工事費，費用の実費または実費相当額

等の請求を受けた場合は，中国電力は，お客さまから，その金額を原則として工事着手前に

申し受けます。 

(2)  お客さまもしくは当該一般送配電事業者が希望される場合または中国電力が必要とす

る場合は，工事費負担金に関する必要な事項について，工事着手前に工事費負担金契約

書を作成いたします。 

(3)  当該一般送配電事業者から，工事完成後，当該工事費負担金等の精算を受けた

場合は，中国電力は，工事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。 

（略） 

(5)  お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは変更される場合

で，託送約款等に定めるところにより，中国電力が当該一般送配電事業者から費用の実費ま

44 工事費負担金等の申受けおよび精算 

(1)  託送約款等に定めるところにより，当該一般送配電事業者等から，お客さまへの電気

の供給にともなう工事等に係る工事費負担金，臨時工事費，費用の実費または実費相当額

等の請求を受けた場合は，中国電力は，お客さまから，その金額を原則として工事着手前に

申し受けます。 

(2)  お客さまもしくは当該一般送配電事業者等が希望される場合または中国電力が必要と

する場合は，工事費負担金に関する必要な事項について，工事着手前に工事費負担金契

約書を作成いたします。 

(3)  当該一般送配電事業者等から，工事完成後，当該工事費負担金等の精算を受け

た場合は，中国電力は，工事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。 

（略） 

(5)  お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは変更される場合

で，託送約款等に定めるところにより，中国電力が当該一般送配電事業者等から費用の実



たは実費相当額等の請求を受けたときは，中国電力は，その金額をお客さまから申し受けま

す。 

費または実費相当額等の請求を受けたときは，中国電力は，その金額をお客さまから申し受け

ます。 

附 則 

1 この au でんき約款の実施期日 

この au でんき約款は，2022 年 11 月 1 日から実施いたします。 

附 則 

1 この au でんき約款の実施期日 

この au でんき約款は，2023 年 4 月 1 日から実施いたします。 

別表 

 

２ 負荷設備の入力換算容量 

（略） 

(4)  電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

（略） 

別表 

 

２ 負荷設備の入力換算容量 

（略） 

(4)  電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 日本産業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

（略） 

 


