
新旧対照表 〔2023年 4月 1日実施〕 

 

■ au でんき供給約款（関西電力・auEL） 

改定前（旧） 改定後（新） 

au でんき供給約款 

（関西電力・auEL） 

2022 年 11月 1日実施 

au でんき供給約款 

（関西電力・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。）を利用する場合で，関西電力株式会社（以

下「関西電力」といいます。）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

て低圧で電気の供給を受ける一般の需要（関西電力以外の者から電気の供給を受けている

需要，関西電力が別途定める電気特定小売供給約款〔以下「供給約款」といいます。〕および

電気供給条件（低圧）〔以下「供給条件」といいます。〕により電気の供給を受けている需要を

除きます。）に応じて電気を供給し，auEL が関西電力の代理人として，申込受付，料金算

定，請求等を実施す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（関西

電力・auEL）（以下「この au でんき約款」といいます。）によります。 

なお，電気料金については，auEL が別途定める料金表（以下「料金表」といいます。）により

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。）を利用する場合で，関西電力株式会社（以

下「関西電力」といいます。）が，一般送配電事業者または配電事業者（以下「一般送配電

事業者等」といいます。）が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受ける

一般の需要（関西電力以外の者から電気の供給を受けている需要，関西電力が別途定める

電気特定小売供給約款〔以下「供給約款」といいます。〕および電気供給条件（低圧）〔以

下「供給条件」といいます。〕により電気の供給を受けている需要を除きます。）に応じて電気を

供給し，auEL が関西電力の代理人として，申込受付，料金算定，請求等を実施するとき

の電気料金その他の供給条件は，この au でんき供給約款（関西電力・auEL）（以下「この

au でんき約款」といいます。）によります。 

なお，電気料金については，auEL が別途定める料金表（以下「料金表」といいます。）により

ます。 

（略） 

2 au でんき約款および料金表の変更 

（略） 

(3) 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。）の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には，関西電力

および auEL は，変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき，この au でんき約款ま

2 au でんき約款および料金表の変更 

（略） 

(3) 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等（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。）の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には，関西

電力および auEL は，変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき，この au でんき約



たは料金表を変更することがあります。この場合，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 でんき約款および料金表によります。 

（略） 

款または料金表を変更することがあります。この場合，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 でんき約款および料金表によります。 

（略） 

6 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 でんき約款お

よび料金表を承認のうえ，関西電力または auEL 所定の様式によって申込みをしていただきま

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 

なお，この au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務に

ついて，お客さまが auEL または KDDI の定める期日を経過してなお支払われない場合等に

は，お客さまの氏名，住所，支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ関西電力が通知

することがあります。 

(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は，お客さまは，あらかじめ次の事項を承諾す

るものといたします。 

イ 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。 

ロ 関西電力が，需給契約の締結に必要な事項のうち，当該一般送配電事業者が接続供

給のために必要とする事項について，当該一般送配電事業者に提供すること。 

ハ 当該一般送配電事業者が，接続供給の実施に必要なお客さまの情報を，関西電力に対

し提供すること。 

 

（略） 

(4) 当該一般送配電事業者が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，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。 

6 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 でんき約款お

よび料金表を承認のうえ，関西電力または auEL 所定の様式によって申込みをしていただきま

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，発電設備および蓄電池（以下「発電設備

等」といいます。），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 

なお，この au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務に

ついて，お客さまが auEL または KDDI の定める期日を経過してなお支払われない場合等に

は，お客さまの氏名，住所，支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ関西電力が通知

することがあります。 

(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は，お客さまは，あらかじめ次の事項を承諾す

るものといたします。 

イ 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。 

ロ 関西電力が，需給契約の締結に必要な事項のうち，当該一般送配電事業者等が接続

供給のために必要とする事項について，当該一般送配電事業者等に提供すること。 

ハ 当該一般送配電事業者等が，接続供給の実施に必要なお客さまの情報を，関西電力に

対し提供すること。 

（略） 

(4) 当該一般送配電事業者等が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，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。 



（略） （略） 

7 需給契約の成立および契約期間 

(1) 需給契約は，申込みを関西電力および auEL が承諾したときに成立いたします。ただし，

当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によっ

て，電気を供給できないことが明らかになった場合には，関西電力および auEL は，需給契約

の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。この場合には，その理由をお知ら

せいたします。 

（略） 

7 需給契約の成立および契約期間 

(1) 需給契約は，申込みを関西電力および auEL が承諾したときに成立いたします。ただし，

当該一般送配電事業者等との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によ

って，電気を供給できないことが明らかになった場合には，関西電力および auEL は，需給契

約の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。この場合には，その理由をお

知らせいたします。 

（略） 

10 需給契約の単位 

関西電力および auEL は，次の場合を除き，1 需要場所について 1 契約種別を適用して，1

需給契約を結びます。 

(1)～(2)（略） 

 

 

 

 

(3) その他技術上，経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合 

10 需給契約の単位 

関西電力および auEL は，次の場合を除き，1 需要場所について 1 契約種別を適用して，1

需給契約を結びます。 

(1)～(2)（略） 

(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の事情がある場合 

16 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います。 

16 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います。 

26 需要場所への立入りによる業務の実施 

(略) 

(2) 当該一般送配電事業者は，託送約款等に定めるところにより，お客さまの承諾をえてお

客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，お客さまのお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

26 需要場所への立入りによる業務の実施 

(略) 

(2) 当該一般送配電事業者等は，託送約款等に定めるところにより，お客さまの承諾をえて

お客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には，正当な理由がない限り，

立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

なお，お客さまのお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。 

27 電気の使用にともなうお客さまの協力 

(1) お客さまの電気の使用が，次の原因等により他のお客さまの電気の使用を妨害し，もしく

は妨害するおそれがある場合，または当該一般送配電事業者，関西電力もしくは他の電気事

27 電気の使用にともなうお客さまの協力 

(1) お客さまの電気の使用が，次の原因等により他のお客さまの電気の使用を妨害し，もしく

は妨害するおそれがある場合，または当該一般送配電事業者等，関西電力もしくは他の電気



業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判

定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。）には，お客さまの負担

で，託送約款等に定めるところにより，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設し

ていただくものとし，とくに必要がある場合には，お客さまの負担で，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供給設備を変更し，または専用供給設備を施設して，こ

れにより電気を使用していただきます。 

（略） 

(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用さ

れる場合は，(1)に準じて取り扱います。また，この場合は，法令で定める技術基準（以下

「技術基準」といいます。），その他の法令等にしたがい，当該一般送配電事業者の供給設

備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。 

事業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の

判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。）には，お客さまの負

担で，託送約款等に定めるところにより，必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設

していただくものとし，とくに必要がある場合には，お客さまの負担で，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供給設備を変更し，または専用供給設備を施設し

て，これにより電気を使用していただきます。 

（略） 

(2) お客さまが発電設備等を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続して使

用される場合は，(1)に準じて取り扱います。また，この場合は，法令で定める技術基準（以

下「技術基準」といいます。），その他の法令等にしたがい，当該一般送配電事業者等の供

給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。 

28 供給の停止 

(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，電気の供給を停止する

ことがあります。 

(2) (1)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，供給停止のための適当な処置を

行います。   

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） 

28 供給の停止 

(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，電気の供給を停止す

ることがあります。 

(2) (1)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，供給停止のための適当な

処置を行います。   

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） 

29 供給停止の解除 

28（供給の停止）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

解消したときには，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，すみやかに

電気の供給を再開いたします。 

29 供給停止の解除 

28（供給の停止）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

解消したときには，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，すみや

かに電気の供給を再開いたします。 

31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 

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，供給時間中に電気の供給を

中止し，またはお客さまに電気の使用を制限し，もしくは中止していただくことがあります。 

なお，この場合には，auEL は，料金の減額等は行いません。 

31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 

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，供給時間中に電気の供給

を中止し，またはお客さまに電気の使用を制限し，もしくは中止していただくことがあります。 

なお，この場合には，auEL は，料金の減額等は行いません。 

33 設備の賠償 33 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，関西電力または auEL

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，関西電力または auEL 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。 

（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，関西電力または

auEL 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，関西電力または auEL

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 需給契約の消滅 

(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，

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，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） 

ニ 関西電力，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） 

36 需給契約の消滅 

(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，

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，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） 

ニ 関西電力，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） 

37 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算 

 次の場合には，関西電力は需給契約の消滅または変更の日に，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，または契約容量等を増加された後１年に満たないでこれ

を消滅させる場合で，お客さまが需給契約を開始し，または契約容量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，関西電力が，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，関西電力は，お客さ

まからその金額を申し受けます。 

37 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算 

 次の場合には，関西電力は需給契約の消滅または変更の日に，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，または契約容量等を増加された後１年に満たないでこれ

を消滅させる場合で，お客さまが需給契約を開始し，または契約容量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，関西電力が，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，関西電力は，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，または契約容量等を増加された後 1 年に満たないでこれ

を減少しようとされる場合は，供給設備のうち契約容量等の減少に見合う部分（増加後に減

少される場合で，減少される契約容量等が増加された契約容量分等を上回るときは，増加さ

れた契約容量分等といたします。）について，関西電力が，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，関西電力は，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，または契約容量等を増加された後 1 年に満たないでこれ

を減少しようとされる場合は，供給設備のうち契約容量等の減少に見合う部分（増加後に減

少される場合で，減少される契約容量等が増加された契約容量分等を上回るときは，増加さ

れた契約容量分等といたします。）について，関西電力が，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，関西電力は，お

客さまからその金額を申し受けます。 

38 解 約 等 

(1) 関西電力および auEL は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，需給契約を解

約することがあります。 

イ お客さまが 28（供給の停止）によって電気の供給を停止された場合で関西電力および

auEL または当該一般送配電事業者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

とき。 

（略） 

(5) お客さまが，36（需給契約の消滅）(1)による通知をされないで，その需要場所から移

転される等，電気を使用されていないことが明らかな場合には，関西電力および当該一般送

配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたしま

す。 

38 解 約 等 

(1) 関西電力および auEL は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，需給契約を解

約することがあります。 

イ お客さまが 28（供給の停止）によって電気の供給を停止された場合で関西電力および

auEL または当該一般送配電事業者等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

いとき。 

（略） 

(5) お客さまが，36（需給契約の消滅）(1)による通知をされないで，その需要場所から移

転される等，電気を使用されていないことが明らかな場合には，関西電力および当該一般送

配電事業者等が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたしま

す。 

40 供給方法および工事 

(1) 電気の需給地点（電気の需給が行われる地点をいいます。）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） 

40 供給方法および工事 

(1) 電気の需給地点（電気の需給が行われる地点をいいます。）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） 

41 工事費負担金等の申受けおよび精算 

(1) 関西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，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，費用の実費または実費相当額等の請

求を受けた場合は，関西電力は，その金額を原則として工事着手前にお客さまから申し受けま

す。 

（略） 

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

41 工事費負担金等の申受けおよび精算 

(1) 関西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，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，費用の実費または実費相当額等の

請求を受けた場合は，関西電力は，その金額を原則として工事着手前にお客さまから申し受

けます。 

（略） 

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



は，関西電力は，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。 

(4) 託送約款等に定めるところにより，関西電力の負担で施設し，または取り付けることとされ

ている設備等については，原則として，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設し，または

取り付けていただきます。この場合には，当該一般送配電事業者がその設備を無償で使用でき

るものといたします。 

(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，

関西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，費用の実費また

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

は，関西電力は，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。 

(4) 託送約款等に定めるところにより，関西電力の負担で施設し，または取り付けることとされ

ている設備等については，原則として，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設し，または

取り付けていただきます。この場合には，当該一般送配電事業者等がその設備を無償で使用

できるものといたします。 

(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，

関西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，費用の実費ま

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

す。 

42 保安の責任 

託送約款等に定めるところにより，当該一般送配電事業は，需給地点に至るまでの供給設

備（当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。）および計量器等需要場

所内の当該一般送配電事業者の電気工作物について，保安の責任を負います。 

42 保安の責任 

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，需給地点に至るまでの供

給設備（当該一般送配電事業者等が所有権を有さない設備を除きます。）および計量器等

需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物について，保安の責任を負います。 

43 調   査 

 当該一般送配電事業者は，法令および託送約款等に定めるところにより，お客さまの電気

工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。 

43 調   査 

 当該一般送配電事業者等は，法令および託送約款等に定めるところにより，お客さまの電

気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。 

44 調査に対するお客さまの協力 

(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には，その工事が完成したとき，すみ

やかにその旨を関西電力，当該一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた調査

機関に通知していただきます。 

(2) 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，43（調査）により調査

を行うにあたり，必要があるときは，お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していた

だきます。 

44 調査に対するお客さまの協力 

(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には，その工事が完成したとき，すみ

やかにその旨を関西電力，当該一般送配電事業者等または経済産業大臣の登録を受けた調

査機関に通知していただきます。 

(2) 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，43（調査）により調

査を行うにあたり，必要があるときは，お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示してい

ただきます。 

45 保安に対するお客さまの協力 

(1) 託送約款等に定めるところにより，次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を当該

一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には，当該一般送配電事業者は，ただ

ちに適当な処置をいたします。 

イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作

45 保安に対するお客さまの協力 

(1) 託送約款等に定めるところにより，次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を当該

一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合には，当該一般送配電事業者等

は，ただちに適当な処置をいたします。 

イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工



物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ お客さまが，お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が

生ずるおそれがあり，それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると

認めた場合 

(2) お客さまが，当該一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で，

当該一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは，その期間について，当該一般送配電

事業者は，（1）に準じて，適当な処置をいたします。 

(3) お客さまが，当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設

置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされた後，

その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，そ

の内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において，保安上とくに必

要があるときには，当該一般送配電事業者は，お客さまにその内容の変更をしていただくことが

あります。 

作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ お客さまが，お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が

生ずるおそれがあり，それが当該一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあ

ると認めた場合 

(2) お客さまが，当該一般送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合

で，当該一般送配電事業者等が保安上必要と認めるときは，その期間について，当該一般

送配電事業者等は，（1）に準じて，適当な処置をいたします。 

(3) お客さまが，当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設

置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，変更または修繕工事をされた後，

その物件が当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，

その内容を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合において，保安上とく

に必要があるときには，当該一般送配電事業者等は，お客さまにその内容の変更をしていただ

くことがあります。 

附     則 

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 

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 

３ 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 

３ 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） 

 


