でんき契約約款料金表（BIGLOBE でんき）新旧対照表（2021 年 2 月 17 日実施）
■でんき契約約款料金表（BIGLOBE でんき）
改定前（旧）

改定後（新）

料 金 表

でんき契約約款料金表（BIGLOBE でんき）

1 契約種別

1 契約種別

(略)

(略)

（新設）

（3） BIGLOBE でんき M（北海道）および BIGLOBE でんきＬ（北海道）について
は，2021 年 2 月 17 日をもって，当社が適当と認めたときを除き，新たな需給契約の申込
み（需給契約の変更の申込みを除きます。）の受付を終了いたします。

2 BIGLOBE でんき M 料金表

2 BIGLOBE でんき M 料金表

(1) BIGLOBE でんき M（北海道）

(1) BIGLOBE でんき M（北海道）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

税抜額

税抜額（税込額）

契約電流10アンペア

310円00銭

契約電流10アンペア

310.00円（341.00円）

契約電流15アンペア

465円00銭

契約電流15アンペア

465.00円（511.50円）

契約電流20アンペア

620円00銭

契約電流20アンペア

620.00円（682.00円）

契約電流30アンペア

930円00銭

契約電流30アンペア

930.00円（1,023.00円）

契約電流40アンペア

1,240円00銭

契約電流40アンペア

1,240.00円（1,364.00円）

契約電流50アンペア

1,550円00銭

契約電流50アンペア

1,550.00円（1,705.00円）

契約電流60アンペア

1,860円00銭

契約電流60アンペア

1,860.00円（2,046.00円）

ロ 電力量料金

ロ 電力量料金

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。
税抜額

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

21円79銭

税抜額（税込額）
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

21.79円（23.96円）

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時につき

27円50銭

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時につき

27.50円（30.25円）

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

30円89銭

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

30.89円（33.97円）

ハ 最低月額料金

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。

といたします。
税抜額

1契約につき

228円00銭

(2) BIGLOBEでんきM（東北）

税抜額（税込額）
1契約につき

228.00円（250.80円）

(2) BIGLOBEでんきM（東北）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合

の基本料金は，半額といたします。

の基本料金は，半額といたします。
税抜額

税抜額（税込額）

契約電流10アンペア

300円00銭

契約電流10アンペア

300.00円（330.00円）

契約電流15アンペア

450円00銭

契約電流15アンペア

450.00円（495.00円）

契約電流20アンペア

600円00銭

契約電流20アンペア

600.00円（660.00円）

契約電流30アンペア

900円00銭

契約電流30アンペア

900.00円（990.00円）

契約電流40アンペア

1,200円00銭

契約電流40アンペア

1,200.00円（1,320.00円）

契約電流50アンペア

1,500円00銭

契約電流50アンペア

1,500.00円（1,650.00円）

契約電流60アンペア

1,800円00銭

契約電流60アンペア

1,800.00円（1,980.00円）

ロ 電力量料金

ロ 電力量料金

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

税抜額
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16円88銭

税抜額（税込額）
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16.88円（18.56円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

23円02銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

23.02円（25.32円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

26円61銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

26.61円（29.27円）

ハ 最低月額料金

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。

といたします。
税抜額

1契約につき

税抜額（税込額）

238円00銭

1契約につき

(3) BIGLOBEでんきＭ（東京）

238.00円（261.80円）

(3) BIGLOBEでんきＭ（東京）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

税抜額

税抜額（税込額）

契約電流10アンペア

260円00銭

契約電流10アンペア

260.00円（286.00円）

契約電流15アンペア

390円00銭

契約電流15アンペア

390.00円（429.00円）

契約電流20アンペア

520円00銭

契約電流20アンペア

520.00円（572.00円）

契約電流30アンペア

780円00銭

契約電流30アンペア

780.00円（858.00円）

契約電流40アンペア

1,040円00銭

契約電流40アンペア

1,040.00円（1,144.00円）

契約電流50アンペア

1,300円00銭

契約電流50アンペア

1,300.00円（1,430.00円）

契約電流60アンペア

1,560円00銭

契約電流60アンペア

1,560.00円（1,716.00円）

ロ 電力量料金

ロ 電力量料金

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。
税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

18円07銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

18.07円（19.87円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

24円07銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

24.07円（26.47円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

27円79銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

27.79円（30.56円）

ハ 最低月額料金

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。

といたします。
税抜額

1契約につき

税抜額（税込額）

214円39銭

1契約につき

(4) BIGLOBEでんきM（北陸）

214.39円（235.82円）

(4) BIGLOBEでんきM（北陸）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない
場合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない
場合の基本料金は，半額といたします。

税抜額

税抜額（税込額）

契約電流10アンペア

220円00銭

契約電流10アンペア

220.00円（242.00円）

契約電流15アンペア

330円00銭

契約電流15アンペア

330.00円（363.00円）

契約電流20アンペア

440円00銭

契約電流20アンペア

440.00円（484.00円）

契約電流30アンペア

660円00銭

契約電流30アンペア

660.00円（726.00円）

契約電流40アンペア

880円00銭

契約電流40アンペア

880.00円（968.00円）

契約電流50アンペア

1,100円00銭

契約電流50アンペア

1,100.00円（1,210.00円）

契約電流60アンペア

1,320円00銭

契約電流60アンペア

1,320.00円（1,452.00円）

ロ 電力量料金

ロ 電力量料金

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。
税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16円21銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16.21円（17.83円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

19円75銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

19.75円（21.72円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

21円30銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

21.30円（23.43円）

ハ 最低月額料金

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。

といたします。
税抜額

1契約につき

税抜額（税込額）

164円81銭

1契約につき

(5) BIGLOBEでんきM（四国）

(5) BIGLOBEでんきM（四国）

最低料金および電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

最低料金

1契約につき最初の11キロワット時まで
11キロワット時をこえ120キロワット時までの
1 キロワット時につき

電力量料金

120キロワット時をこえ300キロワット時まで
の1 キロワット時につき
300キロワット時をこえる 1 キロワット時に
つき

164.81円（181.29円）

最低料金および電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

税抜額

税抜額

374円00銭

（税込額）

18円51銭

最低料金

11キロワット時をこえ120キロワット時までの
1 キロワット時につき
電力量料金

120キロワット時をこえ300キロワット時まで
の1 キロワット時につき
300キロワット時をこえる 1 キロワット時に
つき

(6) BIGLOBEでんきM（九州）
イ 基本料金

374.00円
（411.40円）

24円53銭
27円72銭

1契約につき最初の11キロワット時まで

(6) BIGLOBEでんきM（九州）
イ 基本料金

18.51円
（20.36円）
24.53円
（26.98円）
27.72円
（30.49円）

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない
場合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない
場合の基本料金は，半額といたします。

税抜額

税抜額（税込額）

契約電流10アンペア

270円00銭

契約電流10アンペア

270.00円（297.00円）

契約電流15アンペア

405円00銭

契約電流15アンペア

405.00円（445.50円）

契約電流20アンペア

540円00銭

契約電流20アンペア

540.00円（594.00円）

契約電流30アンペア

810円00銭

契約電流30アンペア

810.00円（891.00円）

契約電流40アンペア

1,080円00銭

契約電流40アンペア

1,080.00円（1,188.00円）

契約電流50アンペア

1,350円00銭

契約電流50アンペア

1,350.00円（1,485.00円）

契約電流60アンペア

1,620円00銭

契約電流60アンペア

1,620.00円（1,782.00円）

ロ 電力量料金

ロ 電力量料金

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。
税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

15円87銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

15.87円（17.45円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

20円96銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

20.96円（23.05円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

23円68銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

23.68円（26.04円）

ハ 最低月額料金

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

下回る場合は，その1月の料金は，次の最低月額料金および7（再生可能エネルギー

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。

といたします。
税抜額

1契約につき

286円16銭

税抜額（税込額）
1契約につき

286.16円（314.77円）

3 BIGLOBE でんき L 料金表

3 BIGLOBE でんき L 料金表

(1) BIGLOBE でんき L（北海道）

(1) BIGLOBE でんき L（北海道）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

税抜額
契約容量1キロボルトアンペアにつき

税抜額（税込額）

310円00銭

契約容量1キロボルトアンペアにつき

ロ 電力量料金

310.00円（341.00円）

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

21円79銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

21.79円（23.96円）

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時につき

27円50銭

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時につき

27.50円（30.25円）

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

30円89銭

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

30.89円（33.97円）

(2) BIGLOBE でんき L（東北）

(2) BIGLOBE でんき L（東北）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

税抜額
契約容量1キロボルトアンペアにつき

税抜額（税込額）

300円00銭

契約容量1キロボルトアンペアにつき

ロ 電力量料金

300.00円（330.00円）

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16円88銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16.88円（18.56円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

23円02銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

23.02円（25.32円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

26円61銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

26.61円（29.27円）

(3) BIGLOBE でんき L（東京）
イ 基本料金
基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

(3) BIGLOBE でんき L（東京）
イ 基本料金
基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

税抜額
契約容量1キロボルトアンペアにつき

税抜額（税込額）

260円00銭

契約容量1キロボルトアンペアにつき

ロ 電力量料金

260.00円（286.00円）

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

18円07銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

18.07円（19.87円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

24円07銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

24.07円（26.47円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

27円79銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

27.79円（30.56円）

(4) BIGLOBE でんき L（北陸）

(4) BIGLOBE でんき L（北陸）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

税抜額
契約容量1キロボルトアンペアにつき

税抜額（税込額）

220円00銭

契約容量1キロボルトアンペアにつき

ロ 電力量料金

220.00円（242.00円）

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16円21銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

16.21円（17.83円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

19円75銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

19.75円（21.72円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

21円30銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

21.30円（23.43円）

(5) BIGLOBE でんき L（九州）

(5) BIGLOBE でんき L（九州）

イ 基本料金

イ 基本料金

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場
合の基本料金は，半額といたします。

税抜額
契約容量1キロボルトアンペアにつき

ロ 電力量料金

270円00銭

税抜額（税込額）
契約容量1キロボルトアンペアにつき

ロ 電力量料金

270.00円（297.00円）

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

税抜額

税抜額（税込額）

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

15円87銭

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき

15.87円（17.45円）

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

20円96銭

120キロワット時をこえ300キロワット時までの1 キロワット時につき

20.96円（23.05円）

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

23円68銭

300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき

23.68円（26.04円）

5 料金等の支払方法

5 料金等の支払方法

（略）

（略）

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は、以下に定める払込取扱票発行等

(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は、以下に定める払込取扱票発行等

手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。

手数料（払込取扱票発行手数料）の支払いを要します。

区分

単位

手数料額

区分

単位

手数料額

払込取扱票発行等手数料

払込取扱票の発行１回ごとに

税抜額 100 円

払込取扱票発行等手数料

払込取扱票の発行１回ごとに

税抜額 100 円

（払込取扱票発行手数料）

（払込取扱票発行手数料）

（略）

（税込額 110 円）

（略）

8 燃料費調整

8 燃料費調整

（略）

（略）

(2) 基準単価
基準単価は，平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。
イ BIGLOBE でんきＭ（四国）
税抜額
最低料金
電力量料金

1契約につき最初の11キロワット時まで

1円95銭8厘

上記をこえる1キロワット時について

17銭8厘

ロ イ以外

(2) 基準単価
基準単価は，平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。
イ BIGLOBE でんきＭ（四国）
税抜額（税込額）
最低料金
電力量料金

1契約につき最初の11キロワット時まで

1.958円（2.154円）

上記をこえる1キロワット時について

0.178円（0.196円）

ロ イ以外
税抜額

BIGLOBEでんきＭ（北海道）
1キロワット時につき

17銭9厘

BIGLOBEでんきＬ（北海道）
BIGLOBEでんきＭ（東北）

税抜額（税込額）
BIGLOBEでんきＭプラン（北海

道）
1キロワット時につき

20銭1厘

1キロワット時につき

0.179円（0.197円）

BIGLOBEでんきＬプラン（北海

BIGLOBEでんきＬ（東北）

道）

BIGLOBEでんきＭ（東京）
1キロワット時につき

21銭1厘

BIGLOBEでんきＬ（東京）

BIGLOBEでんきＭプラン（東北）

BIGLOBEでんきＭ（北陸）

BIGLOBEでんきＬプラン（東北）
1キロワット時につき

14銭6厘

BIGLOBEでんきＬ（北陸）

BIGLOBEでんきＭプラン（東京）

BIGLOBEでんきＭ（九州）

BIGLOBEでんきＬプラン（東京）
1キロワット時につき

12銭4厘

BIGLOBEでんきＭプラン（北陸）

BIGLOBEでんきＬ（九州）

BIGLOBEでんきＬプラン（北陸）
BIGLOBEでんきＭプラン（九州）

(3) 離島ユニバーサルサービス調整

BIGLOBEでんきＬプラン（九州）

（略）

1キロワット時につき

0.201円（0.221円）

1キロワット時につき

0.211円（0.232円）

1キロワット時につき

0.146円（0.161円）

1キロワット時につき

0.124円（0.136円）

(3) 離島ユニバーサルサービス調整

ニ 離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし，以

（略）

下の通りといたします。

ニ 離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし，以
下の通りといたします。

税抜額
1キロワット時につき

3厘

税抜額（税込額）

（略）

1キロワット時につき

0.003円（0.003円）

（略）
9 契約者等にかかる情報の利用

9 契約者等にかかる情報の利用

（略）

（略）

でんき約款 38（契約者等にかかる情報の利用）に定めるほか，ビッグローブ株式会社が

でんき約款 37（契約者等にかかる情報の利用）に定めるほか，ビッグローブ株式会社が

適法かつ公正な手段により取得した個人情報は，ビッグローブ株式会社が定める個人情報保

適法かつ公正な手段により取得した個人情報は，ビッグローブ株式会社が定める個人情報保

護ポリシーに従って適正に取り扱うものとします。

護ポリシーに従って適正に取り扱うものとします。

（略）

（略）

附

則（実施期日）

この料金表は，2020 年 12 月 1 日から実施いたします。

附

則（実施期日）
この料金表は，2021 年 2 月 17 日から実施いたします。

