
平成３０年８月３１日 

四 国電力株式会社 

 

ご家庭向けの新たな料金プランの導入と 

電化住宅キャンペーンの実施等について 
 

 

 当社は、安心・快適・経済的な電化住宅の普及拡大を通じて、お客さまのより豊かな暮ら

しの実現に貢献できるよう、本年10月 1日より、新たに電化住宅をご採用されるお客さま向

けに「でんか割」を設定した 「でんかｅプラン」を導入することといたしましたので、お知

らせいたします。 

 

これにあわせて、９月１日から 12 月末日までの日程で、「でんかｅプラン」のＰＲならび

に電化住宅の普及促進を目的に、「でんかｅプラン 誕生キャンペーン」を実施いたします。 

 

なお、「でんかｅプラン」の導入に伴い、「スマートｅプラン［タイプＬ＋］」「スマートｅ

プラン［タイプＨ＋］」の２つの料金プランについては、平成30年９月 30日をもって、新規

ご加入の申込受付を終了させていただきます。 

 

 また、当社が保有する再生可能エネルギー電源で生み出された電気（CO2フリー）をお届け

する「再エネプレミアムプラン」についても、本年 10 月 1 日より、新たに導入いたします。

これにより、環境に関心のあるお客さまの期待にお応えしてまいります。 

 

 当社といたしましては、引き続きお客さまから選び続けていただけるよう、お客さまのご

要望を踏まえた新料金プランの設定や各種サービスの向上に努めてまいります。 

 

 

１．「でんかｅプラン」の導入と電化住宅キャンペーンの実施等について 

 

（１）「でんかｅプラン」の導入について 
 

概 要 
新たに電化住宅をご採用されるお客さま向けのプランです。ＩＨ･エコキュー
トなどの電化機器の設置により、電気料金を最大10%割引いたします。 

実施時期 平成 30年 10月１日（平成30年９月３日申込受付開始） 

 

（２）「でんかｅプラン 誕生キャンペーン」の実施 
 

概 要 

・テレビＣＭや電化ＰＲイベント等を通じて、電化住宅のメリットを訴求し
てまいります。 

・キャンペーン期間中に「でんかｅプラン」に加入するなどの各種条件を満
たしている お客さまの中から抽選で、豪華賞品をプレゼントいたします。

実施時期 平成 30年９月１日～平成30年 12月 31日 

 



（３）平成30年９月 30日をもって新規ご加入の申込受付を終了するプラン 
 

スマートｅプラン［タイプＬ＋］ スマートｅプラン［タイプＨ＋］ 

  ※平成30年９月30日時点で、これらの料金プランにご加入いただいているお客さまについては、

10月以降も引き続き、現行の料金プランをご利用いただけます。 

 

 

２．「再エネプレミアムプラン」の導入について 
 

概 要 

標準的な料金プランより割高となるものの、当社が保有する再エネ電源100％
の電気をお届けする環境に優しいＣＯ２フリーの料金プランです。 

※多数のお申込みをいただいた場合、ご加入いただけないことがあります。 

実施時期 平成 30年 10月１日（平成30年９月３日申込受付開始） 

 

 

３．新料金プランの導入等に関するお問い合わせについて 
 

新料金プランへのご加入を希望される場合は、当社へのお申込みが必要です。新料金プランへ

のご加入を希望される場合や、内容についてご不明な点がある場合は、下記フリーダイヤルまで

お問合せください。 
 

お電話受付時間 

平日（月～金）8:40～17:20 

※祝日を除く 

徳島県 0120－564－552  高知県 0120－410－430 

愛媛県 0120－410－452  香川県 0120－410－761 

 

 

 

 

 

 

以  上 

 

 （添付資料１）新たな料金プランの料金単価等について 

 （添付資料２）ご家庭向けの新たな料金プランの概要について 

 （添付資料３）電化住宅キャンペーンの内容について 

 

※「でんかｅプラン」については、当社ＨＰでも最適プラン
シミュレーションを行えます。 



 

  

新たな料金プランの料金単価等について 
 

 

１．でんかｅプラン 

（１）料金単価 

区分・単位 料金単価（税込）

基 本 料 金 

１契約につき最初の 10kW まで 

 

 

 

 

8,480.00 円 

上記をこえる１kW につき  552.00 円 

電
力
量
料
金

平日デイタイム 70kWh をこえる 1kWh につき   31.90 円 

ナイト･ホリデータイム 240kWh をこえる 1kWh につき   21.24 円 

※ 各月の契約電力は、当月を含む過去 12 か月の各月の最大需要電力のうち、最も大きい値とします。 
※ 燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は含んでおりません。 

※ 時間帯区分等については、以下の通りです。 

休 日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日および休日、１月２日、 

１月３日、４月 30 日、５月１日、５月２日、12 月 30 日および 12 月 31 日 

平 日：休日以外の日 

平日デイタイム（平日昼間時間）：平日の午前９時から午後 11 時までの時間 

ナイト･ホリデータイム（夜間･休日時間）：平日昼間時間以外の時間 

 

 

（２）電化機器割引額 

区分・単位 区分 

ＩＨ割 
総容量が２kVA 以上の電磁誘導加熱調理器等（IH クッキングヒーター等）

をご使用いただいている場合、「基本料金＋電力量料金」の５%を割引 

エコキュート割 
総容量が１kVA 以上の夜間蓄熱式機器（エコキュートや電気温水器等）を

ご使用いただいている場合、「基本料金＋電力量料金」の５%を割引 

でんか割 
「ＩＨ割」「エコキュート割」の両方の適用を受けるお客さまの場合、「基

本料金＋電力量料金」の 10%を割引 

※ 各割引の割引対象額は、基本料金と電力量料金（燃料費調整前）の合計額であり、書面発行手数料･

延滞利息額･再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。 

※ 「IH 割」･「エコキュート割」と「でんか割」の重複適用は行いません。 
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ただし、以下使用量を含む 
･平日デイタイム：70kWh 
･ナイト･ホリデータイム：240kWh 



 
 

２．再エネプレミアムプラン 

区分・単位 料金単価（税込）

最 低 料 金 平日の最初の 11kWh まで 807.84 円 

電
力
量
料
金 

第１段 11kWh をこえ 120kWh までの１kWh につき   22.16 円 

第２段 120kWh をこえ 300kWh までの１kWh につき   28.66 円 

第３段 300kWh をこえる１kWh につき   32.11 円 

※ 燃料費調整制度は適用されません。 
※ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は含んでおりません。 
 



ご家庭向けの新たな料金プランの概要について

平成30年8月31日
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1“よんでん” が 新たな料金プラン をご用意いたします！！

新たに電化住宅をお考えの
お客さま向けに…

環境に関心のある
お客さま向けに…

ＩＨを使う忙しい朝の時間帯や、エコ
キュートでお湯を沸かす夜だけでなく、
お休みの日も グーッと おトクに！
「でんか割」 でおトクを実感！！

再エネ100％の電気をお届け
ご家庭で使う電気のCO2排出量が
ゼロになります！！
ご加入者だけの嬉しい限定特典付き

平成30年10月から、
ご家庭のお客さま向けに２つの“うれしい”新料金プランを設定します。



2■ でんかｅプラン（１）

平 日

休 日

休日･夜間

基本料金
最初の10kWまで
7,632円/月

上記を超える1kWにつき
496.80円/月

ただし、以下使用量を含む
平日昼間使用量 ：70kWh
休日･夜間使用量：240kWh

23時

9時

「でんかｅプラン」の料金イメージ
（料金単価は「でんか割(10%割引)」適用後）

19.12円/kWh
28.71円/kWh

ＩＨ割 2kW以上のＩＨを設置のお客さまの電気料金を
毎月5％割引いたします。

エコキュート割 エコキュート等の電気給湯器を設置のお客さま
の電気料金を毎月5％割引いたします。

ＩＨと電気給湯器の両方を設置のお客さまは、
「でんか割」が適用され、
電気料金が10%おトクになります。

※各割引の割引対象額は、基本料金と電力量料金（燃料費調整前）の合計額であり、書面
発行手数料･延滞利息額･再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。

※「IH割」と「エコキュート割」の両方の適用条件を満たした場合、「でんか割」を適用いたします。
（「IH割」･「エコキュート割」と、「でんか割」の重複適用は行いません）

※「IH割」･「エコキュート割」･「でんか割」の割引額の上限はありません。

平日昼間

おトクな料金割引について

『でんかeプラン』は、平日の昼間に比べ、夜間と休日をグッとおトクに設定したプランです。
新たな割引「でんか割」で電化住宅をお考えのお客さまにおススメです。
9月3日(月) から先行受付を開始し、10月１日（月)から実施いたします。



3■ でんかｅプラン（２）
【参考】モデルケース
電灯のご使用量が380kWh/月のご家庭のお客さまが 電化住宅に切り替えた場合

１カ月あたりの住まいの光熱費(税込)

ガス併用住宅 電化住宅 エコキュート

電化住宅にすると
約20,700円/月

光熱費が年間

約70,000円
おトクに！

約14,800円/月

電気代
(電灯)

ガス代
(調理＋給湯)

電気代
電灯
＋

エコキュート
＋

ＩＨクッキングヒーター

従量電灯Ａ でんかｅプラン

［算定諸元］●電化住宅の光熱費は、電灯使用量380kWh／月[ガス併用戸建住宅4人家族における平均電灯使用量：当社調べ]のお客さまが、給湯にエコキュート[120kWh／月]、調理にIH
クッキングヒーター[57kWh／月（一般家庭のコンロの調理負荷を2.2GJ／年として算出。）]を設置し、でんかeプランに加入した場合の料金。●ガス併用住宅の光熱費のうち、電気代は電
灯使用量380kWh／月[従量電灯A]、ガス代は都市ガス[ベーシックプラン]より算出した場合の料金。[給湯はエコキュートの月平均使用量を熱量換算して算出。調理は一般家庭のコンロの調
理負荷を2.2GJ／年として算出。]なお、電気代は平成30年8月分の燃料費調整額、平成30年度再生可能エネルギー発電促進賦課金、ありがとう割引額[▲1,032円／年]を含んだ金額。ガス代
は平成30年8月分原料費調整後の料金。注1：試算結果には書面発行手数料は含みません。注2：光熱費のみの比較であり、工事費等の初期費用および機器本体の買取費用は含みません。注
3：世帯人数は目安であり、ご使用状況によって実際の使用量とは異なります。注4：「書面発行手数料」、「ありがとう割引」について、詳しくは当社ホームページ
（http://www.yonden.co.jp/）にてご確認ください。注5：当社との電気のご契約は「電気需給条件[低圧]・料金条件」等によります。「 電気需給条件[低圧]・料金条件」等は当社ホーム
ページまたは店頭にてご覧いただけます。



4■ 再エネプレミアムプラン

再エネプレミアムプラン
区 分 単 位 単価（円）

最低料金 最初の11kWhまで 1契約･1月
あたり 807.84

電力量
料金

１段目 120kWhまで 1kWh
あたり 22.16

2段目 300kWhまで 1kWh
あたり 28.66

3段目 300kWh超過分 1kWh
あたり 32.11

『再エネプレミアムプラン』は、当社が保有する再エネ発電所を活用し、再エネ100％のクリーンな電気
をお届けする料金プランです。（※多数のお申込みをいただいた場合、ご加入いただけないことがあります。）
本プランは環境や再エネ立地地域に貢献するプランと位置付けており、本プランの売上を、再エネ発電の
維持・拡大や再エネ立地地域のＰＲ等に活用いたします。本プランにご加入のお客さま限定の特典もご提
供していく予定です。
9月3日(月) から先行受付を開始し、10月１日（月)から実施いたします。

■ オリジナル切手
当社のダムをデザインしたオリジナル切手（非売品）を、ご加入のお客さま全員にプレゼントいたします。

再エネプレミアムプラン限定の加入特典（一例）

⇒ご家庭でお使いになる電気のCO2排出量がゼロに！

【再エネプレミアムプランの電源構成（平成30年度計画）】

水力（3万kW未満）
79.5％

水力
（3万kW以上）
19.5％

バイオマス
0.7％

太陽光 0.3％

※ 燃料費調整制度の適用は行いません。再生可能エネルギー発電促進賦課金は
申し受けます。

■ ダム･水力発電所の巡視体験ツアーへのご招待
当社のダムや水力発電所の巡視点検パトロールを体験いただけるツアーへ抽選でご招待いたします。普段は入る
ことができないダムや地下発電所の内部にご案内させていただく予定です。

［切手のイメージ］



5

プランの特長

標準のお客さま おトクｅプラン 従量電灯Ａと比べて、300kWhを超える部分の単価を割安に設定した
おトクな料金プラン。

電化住宅のお客さま でんかｅプラン
割安な料金単価を設定している夜間・休日に電気のご使用をシフトする
ことにより、おトクにご利用いただける料金プラン。IH・エコキュート等のご使
用により、さらにおトクな割引が適用。

環境に関心のある
お客さま 再エネプレミアムプラン

従量電灯Aよりも割高になるものの、使用する電気のCO2排出係数がゼ
ロになる料金プラン。

（参考）ご家庭向けの主な料金プラン一覧

【ご家庭向けの主な料金プランのラインナップ 】

New!!

New!!

【参考】おトクな特典「ありがとう割引」「料金連動ポイント」について
上記のプランは、いずれも「ありがとう割引」ならびに「料金連動ポイント」の適用対象です。
ありがとう割引：
料金連動ポイント ：

ご契約継続期間が１年を経過するごとに、電気料金を1,032円（税込）割引いたします。
毎月の電気料金のお支払額200円につき「１よんでんポイント」が貯まります。
（「よんでんコンシェルジュ」の個人本会員にご登録いただく必要があります）



6■ 新たな料金プランの申込受付について
『でんかeプラン』『再エネプレミアムプラン』は、9月3日(月)から先行受付を開始し、10月１日(月)から
実施いたします。

２．パソコン･スマホからのお申込み（でんかeプランのみ）

１．お電話からのお問合せ・お申込み

よんでん でんかｅプラン

http://www.yonden.co.jp/kouri/menu/kojin/020.html

『でんかｅプラン』
『再エネプレミアムプラン』に
関する専用ダイヤル

徳島県 0120－564－552 高知県 0120－410－430
愛媛県 0120－410－452 香川県 0120－410－761
［ 受付時間／月～金 8:40～17:20 ※祝日を除く（フリーダイヤル） ］

http://www.yonden.co.jp/kouri/menu/kojin/020.html


 

 

 

 

 

 

名  称 「でんかｅプラン 誕生キャンペーン」 

期  間 平成３０年９月１日(土)から１２月３１日(月)まで 

対象要件 
期間中に、「でんかｅプラン」に加入し、「でんか割」「ＩＨ割」「エコキュート

割」のいずれかの適用条件を満たし、ご契約が開始したお客さま。 

実施内容 
対象要件を満たすお客さまから抽選で、１０万円相当のカタログギフトを１０

名様に、１万円相当のカタログギフトを１００名様に進呈いたします。 

応募要否 
対象要件を満たす全てのお客さまを対象に抽選を行いますので、特段ご応募い

ただく必要はありません。 

当選通知 
賞品の発送をもってお知らせに代えさせていただきます。 

（平成 31 年２月頃発送予定） 

問合せ先 

徳島支店 0120-564-552 高知支店 0120-410-430 

愛媛支店 0120-410-452 香川支店 0120-410-761 

  電話受付時間／月曜日～金曜日 8:40～17：20 ※祝日・年末年始（12/29～1/3）を除きます。 

 

≪電化住宅キャンペーンの内容について≫ 

添付資料３
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