
令和３年８月６日 

四国電力株式会社 

電気料金プランの一部見直しについて 

 当社は、お客さまの生活スタイルにあわせて、さまざまな料金プランをご用意しており

ます。このうち、時間帯別に料金単価を設定している「季節別時間帯別電灯」など、平成

２８年３月までに新規受付を終了した一部の料金プラン※１について、近年の一日の電気の

使われ方の変化を踏まえ、来年４月１日※２より、料金単価を見直すことといたしました。

具体的には、昼間料金を引下げ、夜間料金を引上げるとともに、深夜運転機器を対象と  

した割引※３を廃止いたします。 

このたび単価の見直しを行う料金プランは、電力の小売全面自由化以前、導入当時の 

電気の使われ方に基づき、昼間料金を高めに設定する一方、夜間料金を割安に設定して 

おりました。これは、電力需要の多い昼間には、燃料費が割高な発電所を追加運転して  

対応することから、発電にかかる費用が夜間よりも多く必要であったためです。 

しかしながら、近年では、太陽光発電の設置拡大や省エネルギーの進展等に伴い昼間の

電力需要が減少する一方、電気給湯機の普及や生活スタイルの多様化等に伴い夜間の電力

需要が増加するなど、以前に比べて一日の電気の使われ方が大きく変化し、発電にかかる

昼間と夜間の費用差が縮小しております。 

こうした需給構造の変化は、「でんかｅプラン」など、自由化以降に設定した自由料金

プランには既に反映しており、今回の見直しは、旧来の時間帯別料金プランにも同様に 

反映するものです。 

現在、対象プランにご加入中のお客さまには、１０月上旬以降、本見直し内容をダイ  

レクトメールにより個別にお知らせいたします。

当社は、本見直し後も「安心・快適・経済的」といった特長を有する電化住宅をおすす

めしていくとともに、各種サービスの充実・強化により、引き続き、お客さまから選んで

いただけるよう努めてまいります。 

※１ 「従量電灯Ａ」などの規制料金プランや、現在も新規ご加入の受付を行っている「おトクｅプラン」

「でんかｅプラン」などの自由料金プランについては、単価の見直しはありません。 

※２ 令和４年４月の検針日以降のご使用分を対象とし、５月分電気料金より適用いたします。

※３ 夜間時間帯の中でも、従来、電力需要が特に少なかった深夜時間帯で電気が使用されるように制御

されている電気給湯機等を設置されたお客さまを対象とした割引です。 

別紙：料金単価表 

  【お客さまからのお問い合わせ先】 

・カスタマーセンター（ＴＥＬ：０１２０－４５９－１６１）

電話受付時間／月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

［祝日・年末年始（１２／２９～１／３）を除きます。］ 



（参考１）見直し対象となる電気料金プラン 
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（参考２）一日の電気の使われ方の変化（年度平均） 

※ ２４時間の電力需要の合計を１００％とし、各時間帯の比率をグラフ化

※24時間の電力需要の合計を 100％とし、各時間帯の比率をグラフ化
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昼間時間帯の需要減 

▷ 太陽光発電の設置増

省エネルギーの進展など

夜間時間帯の需要増 

▷ 電気給湯機の普及など

おトクｅプラン 

でんかｅプラン 

でんかｅマンションプラン 

時間帯別に料金を設定 

季節別時間帯別電灯 

時間帯別電灯 

ピークシフト型時間帯別電灯 

スマートｅプラン［タイプＬ］

スマートｅプラン［タイプＨ］

深夜電力Ｂ、第２深夜電力 

＜今回の見直し対象プラン＞ 

新規加入受付中 新規加入受付終了 



（参考３）ひと月あたりの光熱費比較（平均的なモデル料金） 

 

以 上 

電気

12,670 円

（見直し後）

電気

14,381 円

（見直し後）

電気

16,892 円

電気

16,480 円

ガス

8,357 円

ガス併用

（調理：ガス、給湯：ガス）

季節別時間帯別電灯

（エコキュート）

季節別時間帯別電灯

（電気温水器）

でんかｅプラン

（エコキュート）

見直し影響
654円

（算定条件） 

〇季節別時間帯別電灯（エコキュート）は、契約容量 6kVA（2kWのエコキュートを設置）、 
合計使用量 620kWh（昼間 375kWh、夜間 245kWh）にて算定。 

〇季節別時間帯別電灯（電気温水器）は、契約容量 6kVA（4kWの電気温水器を設置）、 

合計使用量 800kWh（昼間 375kWh、夜間 425kWh）にて算定。 
〇でんかｅプラン（エコキュート）は、契約容量 6kVA（2kWのエコキュートを設置）、 
 合計使用量 620kWh（平日昼間 235kWh、休日・夜間 385kWh）にて算定。 

〇ガス併用の電気料金は、従量電灯Ａを適用し、合計使用量 443kWhにて算定。 
〇ガス料金は四国ガスのベーシックプランを適用。消費税等相当額を含み、原料費調整額（2021年 5月：▲33.15 円／㎥） 
を含む。 

 給湯は電気温水器の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／年で算出。 
〇電気料金は消費税等相当額および、燃料費調整額（2021年 5月：▲1.51 円／kWh、従量電灯Ａ最低料金部分▲16.59円）、 
再生可能エネルギー発電促進賦課金（2021年度：3.36円／kWh、従量電灯Ａ最低料金部分 36.96円）、ありがとう割引 

（▲1,056円／年）を含む。

▲ 6,646円 ▲ 4,135円 ▲ 4,547円

見直し影響
19円



 

料金単価表 

① 季節別時間帯別電灯 （円）

旧料金 新料金 見直し内容

1,650.00 1,650.00 －

506.00 506.00 －

夏季 1kWhにつき 32.56 30.36 ▲2.20

その他季 1kWhにつき 27.14 24.94 ▲2.20

1kWhにつき 11.24 13.44 +2.20

機器容量1kVAにつき ▲ 154.00 － 廃止

機器容量1kVAにつき ▲ 220.00 － 廃止

▲10% ▲10% －

※1 電気の使用が主に1～6時となるようマイコン制御できる機器を設置した場合の割引

※2 タイムスイッチにより、1～6時に限り電気を使用できるよう設定した機器を設置した場合の割引

5時間通電機器割引額 ※2

全電化住宅割引額 

昼間（7～23時）
電力量料金

基本料金

通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 ※1

区分・単位
料金単価（税込）

1契約につき最初の10kVAまで

上記をこえる1kVAにつき

夜間（23～翌7時）

② 時間帯別電灯 （円）

旧料金 新料金 見直し内容

1,210.00 1,210.00 －

374.00 374.00 －

22.39 22.39 －

29.67 29.67 －

33.53 31.33 ▲2.20

夜間（23～翌7時） 11.24 13.44 +2.20

▲ 154.00 － 廃止

▲ 220.00 － 廃止

区分・単位

90kWhをこえ230kWhまでの1kWhにつき

230kWhをこえる1kWhにつき

料金単価（税込）

基本料金
1契約につき最初の10kVAまで

上記をこえる1kVAにつき

最初の90kWhまでの1kWhにつき

電力量料金
昼間（7～23時）

1kWhにつき

通電制御型夜間蓄熱式機器割引額

5時間通電機器割引額

機器容量1kVAにつき

機器容量1kVAにつき

③ ピークシフト型時間帯別電灯 （円）

旧料金 新料金 見直し内容

1,210.00 1,210.00 －

374.00 374.00 －

ピーク時間（夏季の13～16時） 56.85 54.65 ▲ 2.20

21.45 21.45 －

28.42 28.42 －

32.12 29.92 ▲2.20

夜間（23～翌7時） 11.24 13.44 +2.20

▲ 154.00 － 廃止

▲ 220.00 － 廃止

区分・単位

昼間（7～23時）

最初の90kWhまでの1kWhにつき

90kWhをこえ230kWhまでの1kWhにつき

230kWhをこえる1kWhにつき

通電制御型夜間蓄熱式機器割引額

料金単価（税込）

基本料金
1契約につき最初の10kVAまで

上記をこえる1kVAにつき

5時間通電機器割引額 機器容量1kVAにつき

電力量料金

1kWhにつき

1kWhにつき

機器容量1kVAにつき

別 紙 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

④ スマートｅプラン［タイプＬ］ （円）

旧料金 新料金 見直し内容

1,210.00 1,210.00 －

374.00 374.00 －

21.05 21.05 －

27.91 27.91 －

41.87 39.67 ▲2.20

朝夕（7～9、17～23時） 27.76 27.76 －

夜間（23～翌7時） 11.24 13.44 +2.20

▲ 154.00 － 廃止

▲ 220.00 － 廃止

区分・単位
料金単価（税込）

基本料金
1契約につき最初の10kVAまで

上記をこえる1kVAにつき

90kWhをこえる1kWhにつき

通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 機器容量1kVAにつき

5時間通電機器割引額 機器容量1kVAにつき

1kWhにつき

1kWhにつき

電力量料金

昼間（9～17時）

最初の40kWhまでの1kWhにつき

40kWhをこえ90kWhまでの1kWhにつき

⑤ スマートｅプラン［タイプＨ］ （円）

旧料金 新料金 見直し内容

1,650.00 1,650.00 －

506.00 506.00 －

夏季 1kWhにつき 37.76 35.56 ▲2.20

その他季 1kWhにつき 31.47 29.27 ▲2.20

1kWhにつき 27.19 27.19 －

1kWhにつき 24.60 24.60 －

1kWhにつき 11.24 13.44 +2.20

機器容量1kVAにつき ▲ 154.00 － 廃止

機器容量1kVAにつき ▲ 220.00 － 廃止

通電制御型夜間蓄熱式機器割引額

5時間通電機器割引額

区分・単位
料金単価（税込）

基本料金
1契約につき最初の10kVAまで

上記をこえる1kVAにつき

平日昼間（9～17時）

平日朝夕（7～9、17～23時）

休日昼間（7～23時）

夜間（23～翌7時）

電力量料金

⑥ 深夜電力Ｂ （円）

旧料金 新料金 見直し内容

基本料金 330.00 330.00 －

電力量料金 11.24 13.44 +2.20

料金の13%を割引 － 廃止

区分・単位

契約電力1kWにつき

1kWhにつき

通電制御型夜間蓄熱式機器割引額

料金単価（税込）

⑦ 第2深夜電力 （円）

旧料金 新料金 見直し内容

基本料金 209.00 209.00 －

電力量料金 10.00 12.20 +2.20

区分・単位

契約電力1kWにつき

1kWhにつき

料金単価（税込）

■ 季節区分

夏季 7/1～9/30

その他季 10/1～翌6/30

■ 休日は以下の日をいいます。

 土曜日、日曜日および祝日

 1/2、1/3、4/30、5/1、5/2、12/30、12/31


