よくあるご質問
すべての建物・施設が割引サービスの対象ですか？

特別高圧・高圧ユーザー様へ

電気料金が削減出来ない建物・施設もございます。現在の電気の使用実績等を事前に精査させていただき、
料金プランをご提案いたします。
一般的に、時間帯（昼・夜）や、曜日、季節によって電気の使用量が変動する場合は、コスト削減メリットが

（供給電圧 20,000 ボルト以上）

大きくなる傾向があります。

（供給電圧 6,000 ボルト以上）

電気料金

※当社供給エリアは全国（沖縄、離島を除く）となります。

電気代はどれくらい削減できますか？
お客さまがご利用されている現在の電力契約や電力使用パターンにより変動します。
具体的には、個別にご相談させていただききます。

削減のご提案

契約期間はどうなりますか？
単年契約か複数年契約かを選択いただけます。特にお申し出のない限り自動更新となります。当社への切替後、
契約期間満了前での解約の場合には、違約金や精算金が発生いたします。詳細は、当社担当にご確認ください。
※単年契約の場合、供給開始日から起算して 1 年以上経った場合の解約には、原則として違約金は発生いたしません。

供給開始までにどれくらいの時間がかかりますか？
目安としては、特別高圧・高圧とも 2〜3 ヶ月程度となります。

ＥＮＥＯＳ株式会社 電力供給サービス

初期費用はどれくらい必要ですか？

電力会社は選ぶ時代 ! 電力コスト削減へ。

特別な工事が発生しない限り、通常、費用は発生しません。

ＥＮＥＯＳ( 株 ) の発電所が止まっても停電にならないのですか？

ＥＮＥＯＳ( 株 ) の電力に切り替える3つのメリット

当社発電所が停止しても、地域の一般送配電事業者から途絶えることなくバックアップを受けますので、
電気の供給に支障はありません。電気の品質や供給の安定性は、従来と全く変わりません。

工事は必要ですか？ 切替時に停電等は発生しますか？
計量器（メーター）を交換する場合がありますが、工事は一般送配電事業者が行います。
なお、計量器を交換する場合、一時的に停電の可能性があります。予め日時を調整した上で行います。

故障・災害時など突発停電時の対応はどうなりますか？
地域の一般送配電事業者へご連絡いただければ、調査及び事故等の対応が行われます。
なお、お客さま設備の故障・事故等による停電時は、従来通りお客さま側の電気主任技術者にお問い合わせください。

メリット1

メリット2

メリット3

料金が

変わらない

お申込は

当社が 提 供するおトクな 料金単価によ

当社に切り替えていただいても、電気の

す。※1

一般送配電事業者の送電網を利用して

どういった施設への供給実績がありますか？

おト ク

供給実績のある主な施設として、国立競技場や皇居、東京都庁などがあります。

まずはお気軽にお見積り依頼・お問い合わせください。
〈販売代理店〉

〈WEB サイトでもご確認いただけます〉
こちらの URL や QR コードからも、
ＥＮＥＯＳ株式会社の電力に関する
情報をご確認いただけます。
https://www.eneos.co.jp/denki-business/kouatsu/index.html

〈または、こちらまで〉

東京都千代田区大手町一丁目1番 2 号
ＥＮＥＯＳ株式会社
小売電気事業者登録番号 A0050
電気ガス販売部
TEL. 03-6713-4346

代理店コード

（受付時間 9:00 〜 17:20
2020.08

A301D

土日祝日・年末年始を除く）

り、月 々 の 電 気 料 金 の 削 減 が 可 能 で

特に昼・夜や 休日・平日等で 使 用量 が
異なるような施設に最適です。

安心

品 質・信 頼 性 は 従 来 通りです。現 在 の

電気をお届けしますので、供給安定性は

これまでと全く変わりません。

カンタン

電 気契 約の切替 時には、書 類手 続きだ
けで 契 約変 更できます。書 類も当社が

用意するので、お客さまにご用意いただ

く必要はありません。※2

原 則、初期導入コストはかかりません。

※1 特別高圧または高圧で受電している施設が対象です。また、お客さまの電気のご利用状況によっては、割安な電気料金をご提示できない場合がございます。
※2 書類作成に必要な情報は一部ご提供いただきます。
※3 特別な工事が発生する場合などは、お客さまに費用をご負担いただく場合がございます。

ＥＮＥＯＳ( 株 )ならではのコスト最適化で、おトクを実現！

4Stepで簡単切替！お見積は無料です！

電気料金削減のイメージ
当社は、自社電源を保有し、
低廉なベース電源 ( 製油所の発電設備など )と
需給を調整するミドル電源( 川崎天然ガス発電など )を、
バランスよく組み合わせて、
おトクになるように努めています。

書類手続きだけで契約変更できます。また原則として、初期導入コストはかかりません。
※特別な工事が発生する場合などは、お客さまに費用をご負担いただく場合がございます。

コストダウン

Step

基本料金

電力量料金

燃料費調整額※

燃料費調整額※

再生可能エネルギー
発電促進賦課金

再生可能エネルギー
発電促進賦課金

現在の電力会社

ＥＮＥＯＳ( 株 )

※九州エリアの場合、離島ユニバーサルサービス調整額を含む

Step

お見積の作成

基本料金
電力量料金

1

お客さまから過去 1 年分の明細を
頂戴し、電気料金削減シミュレー
ションを作成させていただきます。

2

Step

お見積・契約内容の合意

3

Step

送配電会社との接続協議

切替に必要な書類を弊社が作成
し、送配電会社に提出します。

弊社のお見積内容をご確認いた
だき、切替の場合は申込書を提出
いただきます。

4

電気需給契約の締結
供給開始の 2 週間〜1 か月前を目
処に、弊社との電気需給契約を締
結していただきます。

ＥＮＥＯＳ株式会社について
ＥＮＥＯＳ株式会社は、2020 年 6月、JXTG エネルギー株式会社から社名変更いたしました。
石油製品および石油化学製品などの精製・製造および販売、ガス・石炭の輸入および販売、電気の供給などを行っています。

年間の電気料金を削減できる可能性があります！
当社は、これまで様々な施設に対して電気料金の削減を提案してまいりました。
自社はきっとおトクにならない…。 とあきらめてしまう前に、まずはお見積をしてみませんか？
事務所

病院

工場

削減率

17%

■ 年間電気料金

408

（万円）

契約電力

339

（万円）

108kW

69

年間使用電力量

万円

削減

23 万 kWh

■ 小売電気事業に活用している発電設備

削減率

15 %

■ 年間電気料金

2,112
（万円）

契約電力

1,787
（万円）

293kW

325
削減

年間使用電力量

万円

100 万 kWh

削減率

3,343
（万円）

契約電力

3,043
（万円）

407kW

仙台製油所（9万kW）

9%

■ 年間電気料金

300

年間使用電力量

削減

柿の沢水力発電（0.5万kW）

フロンティアエネルギー新潟

（10万kW：当社引き取り3.5万kW）

万円
大阪製油所（13万kW）

216 万 kWh

※削減額は電気の使用状況によって異なります。過去の電気料金明細書から確認できますので、お気軽にお見積をご依頼ください。 ※掲載の写真はイメージです。

◀60Hz

水島製油所（6万kW）

50Hz▶

鹿島製油所（11万kW）

麻里布製油所（13.2万kW）
五井火力発電所（仮称、建設予定）

さらにおトク・便利になる選択肢もご用意！
■複数年契約でさらにおトクに！

■クレジットカード支払いでさらに便利に！

複数年での契約を締結いただけるお客さまへは、
複数年割引を適用させていただきます。
単年契約と比べて、さらにおトクな料金体系と
なりますので、ぜひご検討ください。

下記のマークがついた、お客さまがお持ちの
クレジットカードで電気料金等をお支払いいただけます。

支払い業務の簡素化、振込手数料の削減など、
業務効率化を促進いただけます。
※事前にクレジットカード会社による所定の
審査等がございます。

川崎天然ガス発電

（80万kW：当社引き取り42.1万kW）

川崎製油所（4.1万kW）

大分製油所（13.7万kW）
※2019年8月現在
製油所など自家使用除き発電能力

根岸製油所（34.2万kW）

■ 川崎天然ガス発電株式会社
発電規模

40万kW × 2基

発電方式

ガスタービン複合発電

発電燃料

天然ガス

運転開始

1号機
2 号機

出資比率

ＥＮＥＯＳ(株)

2008 年 4月
2008 年 10 月
51％

川崎天然ガス発電

