
新旧対照表 〔2023年 4月 1日実施〕 

 

■ au でんき供給約款（東京電力・auEL） 

改定前（旧） 改定後（新） 

au でんき供給約款（東京電力・auEL） 

2022 年 11月 1日実施 

au でんき供給約款（東京電力・auEL） 

2023 年 4月 1日実施 

1 対象となるお客さま 

(1) この au でんき供給約款（東京電力・auEL）（以下「au でんき約款」といいます。）

は，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，一般送配電事業者

（栃木県，群馬県，茨城県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県および静

岡県〔富士川以東〕を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。）が維持および運用す

る供給設備を介して，東京電力エナジーパートナー株式会社（以下「東京電力」といいま

す。）から低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して，auEL が東京電力の代理人として，

申込受付，料金算定，および請求等を実施するときの供給条件を定めたものです。 

 なお，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 対象となるお客さま 

(1) この au でんき供給約款（東京電力・auEL）（以下「au でんき約款」といいます。）

は，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，一般送配電事業者また

は配電事業者（栃木県，群馬県，茨城県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山

梨県および静岡県〔富士川以東〕を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者に

限ります。）が維持および運用する供給設備を介して，東京電力エナジーパートナー株式会社

（以下「東京電力」といいます。）から低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して，auEL が

東京電力の代理人として，申込受付，料金算定，および請求等を実施するときの供給条件

を定めたものです。 

 なお，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） 

(2) 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。）の変更または法令の制定もしくは改廃（消費税および地方消費税の税率の

変更を含みます。）により，この au でんき約款および料金表を変更する必要が生じた場合，

変更後の託送約款等または法令をふまえ，東京電力および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，契約期間満了前であっても，料金そ

2 au でんき約款および料金表の変更 

（略） 

(2) 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。）の変更または法令の制定もしくは改廃（消費税および地

方消費税の税率の変更を含みます。）により，この au でんき約款および料金表を変更する必

要が生じた場合，変更後の託送約款等または法令をふまえ，東京電力および 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，契約期間満了前



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） 

であっても，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） 

5 契約電流および契約容量 

(1) 契約電流 

（略） 

   ロ 当該一般送配電事業者は，契約電流に応じて，電流制限器その他の適当な装置

(以下｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付けます。 

（略） 

5 契約電流および契約容量 

(1) 契約電流 

（略） 

   ロ 当該一般送配電事業者等は，契約電流に応じて，電流制限器その他の適当な装

置(以下｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付けます。 

（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，次の事

項を明らかにして，東京電力または 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。 

    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，契約主開閉器，契約電流，契約容量，発電設備，業種，用途，

使用開始希望日，使用期間および料金の支払方法 

（略） 

(3) 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。 

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，次の事

項を明らかにして，東京電力または 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。 

    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，契約主開閉器，契約電流，契約容量，発電設備，蓄電池，業

種，用途，使用開始希望日，使用期間および料金の支払方法 

（略） 

(3) 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。 

8 需給契約の成立および契約期間 

(1)  需給契約は，申込みを東京電力および 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，東京電力または auEL

は，承諾を取り消すことがあります。この場合には，その理由をお知らせいたします。 

(2)  契約期間は，次によります。 

  イ 契約期間は，需給契約が成立した日から，料金適用開始の日が属する年度（４月

8 需給契約の成立および契約期間 

(1)  需給契約は，申込みを東京電力および 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，東京電力または

auEL は，承諾を取り消すことがあります。この場合には，その理由をお知らせいたします。 

(2)  契約期間は，次によります。 

  イ 契約期間は，需給契約が成立した日から，料金適用開始の日が属する年度（４月



１日から翌年の３月 31 日までの期間をいいます。）の末日までといたします。 

 

 

 

（略） 

１日から翌年の３月 31 日までの期間をいいます。）の末日までといたします。ただし，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，原則として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。 

（略） 

10 需給契約の単位 

 東京電力および auEL は，原則として，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。 

10 需給契約の単位 

 東京電力および auEL は，原則として，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。ただし，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を除きます。 

18 使用電力量の算定 

(1)  auEL は，当該一般送配電事業者から受領した検針の結果により，料金表３（料金

の算定期間）に規定する料金の算定期間における使用電力量を算定いたします。auEL は算

定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。 

（略） 

18 使用電力量の算定 

(1)  auEL は，当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果により，料金表３（料

金の算定期間）に規定する料金の算定期間における使用電力量を算定いたします。auEL は

算定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。 

（略） 

26 供給の停止等 

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，接続供給を停止し，または電

気の使用を制限し，もしくは中止すること（以下総称して「供給の停止等」といいます。）があり

ます。その場合，東京電力および auEL は，供給の停止等にともなう料金の減額は行ないませ

ん。 

26 供給の停止等 

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，接続供給を停止し，または

電気の使用を制限し，もしくは中止すること（以下総称して「供給の停止等」といいます。）が

あります。その場合，東京電力および auEL は，供給の停止等にともなう料金の減額は行ない

ません。 

28 損害賠償および債務の履行の免責 

(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，または当該一般送配

電事業者による供給の停止等が行なわれた場合で，それが東京電力および auEL の責めとな

らない理由によるものであるときには，東京電力および auEL は，お客さまの受けた損害につい

ての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。 

（略） 

28 損害賠償および債務の履行の免責 

(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，または当該一般送配

電事業者等による供給の停止等が行なわれた場合で，それが東京電力および auEL の責めと

ならない理由によるものであるときには，東京電力および auEL は，お客さまの受けた損害につ

いての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。 

（略） 

29 設備の賠償 29 設備の賠償 



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，東京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，東京電力は，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。 

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，東京電力が当該一般送

配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は，東京電力は，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。 

32 需給契約の廃止 

（略） 

(2)  需給契約は，33（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 お客さまの責めとなる理由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） 

32 需給契約の廃止 

（略） 

(2)  需給契約は，33（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 お客さまの責めとなる理由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） 

35 供給方法および工事 

当該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お客さまが電気の供給を受

ける場合の供給の方法および工事については，託送約款等に定めるところによるものといたしま

す。 

35 供給方法および工事 

当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を

受ける場合の供給の方法および工事については，託送約款等に定めるところによるものといたし

ます。 

36 工事費負担金等相当額の申受け等 

(1)  当該一般送配電事業者から，託送約款等にもとづき，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，

東京電力は，請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として

工事着手前に申し受けます。  

(2)  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相当額に係る工

事費負担金の精算を受けた場合は，東京電力は，工事費負担金等相当額をすみやかに精

算するものといたします。 

（略） 

36 工事費負担金等相当額の申受け等 

(1)  当該一般送配電事業者等から，託送約款等にもとづき，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，東京電力は，請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則と

して工事着手前に申し受けます。  

(2)  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相当額に係る

工事費負担金の精算を受けた場合は，東京電力は，工事費負担金等相当額をすみやかに

精算するものといたします。 

（略） 

附   則（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（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。 



 


