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○電気料金プラン定義書［ほっとでんき 太陽光発電電力供給］ 

 

現行 改定後 備考 

1  適用条件 

(1) 東京電力パワーグリッドエリア，中部電力エリア, 九州電力エリアの場

合電灯または小型機器を使用する需要で，イまたはロのいずれか，お

よびハに該当するものに適用いたします。 

 

(2) 関西電力エリアの場合 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のイまたはロのいずれか，

およびハに該当するものに適用いたします。 

 

2  契約電流，契約容量，または最大需要容量 

(1) 東京電力パワーグリッドエリア，中部電力エリア, 九州電力エリ 

アの場合 

 

(2) 関西電力エリアの場合 

 

附  則 （実施期日） 

本定義書は，2020年 10月１日より実施いたします。 

 

 

1  適用条件 

(1) 東京電力パワーグリッドエリア，中部電力パワーグリッドエリア, 九州電

力送配電エリアの場合電灯または小型機器を使用する需要で，イまた

はロのいずれか，およびハに該当するものに適用いたします。 

 

(2) 関西電力送配電エリアの場合 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のイまたはロのいずれか，

およびハに該当するものに適用いたします。 

 

2  契約電流，契約容量，または最大需要容量 

(1) 東京電力パワーグリッドエリア，中部電力パワーグリッドエリア, 九州電

力送配電エリアの場合 

 

(2) 関西電力送配電エリアの場合 

 

附  則 （実施期日） 

本定義書は，2023年 2月１日より実施いたします。 

 

 

 



TRENDE 株式会社 

新旧対照表（2023 年 2月 1日改定）  ※傍線部分は改定箇所 

 2 

現行 改定後 備考 

別 表 

1  電気料金単価 

基本料金および電力量料金単価は，契約種別に応じて，次のとおりと

いたします。 

(1)「ほっと１０」 

イ 標準料金プラン（略） 

 

ロ 特別料金 

太陽光需給約款 36（系統電力供給サービス）の当社系統電力 

供給サービスを終了する場合には，次の特別料金を適用いたしま

す。 

(ｲ) 東京電力パワーグリッドエリア 

a 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。 

1契約につき 1,120円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 30円 57銭 

 

 

別 表 

1  電気料金単価 

基本料金および電力量料金単価は，契約種別に応じて，次のとおりと

いたします。 

(1)「ほっと１０」 

イ 標準料金プラン（略） 

 

ロ 特別料金 

太陽光需給約款 36（系統電力供給サービス）の当社系統電力 

供給サービスを終了する場合には，次の特別料金を適用いたしま

す。 

(ﾊ) 東京電力パワーグリッドエリア 

a 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。 

1契約につき 990円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 25円 57銭 
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現行 改定後 備考 

(ﾛ) 中部電力エリア 

a 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。 

1契約につき 1,120円 

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 28円 46銭 

 

(ﾊ) 関西電力エリア 

a 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。 

1契約につき 1,527円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 23円 63銭 

 

 

(ﾛ) 中部電力パワーグリッドエリア 

a 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。 

1契約につき 990円 

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 23円 57銭 

 

(ﾊ) 関西電力送配電エリア 

a 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。 

1契約につき 1,397円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 18円 63銭 
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現行 改定後 備考 

(ﾆ) 九州電力エリア 

a 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。 

1契約につき 1,120円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 26円 06銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ) 九州電力送配電エリア 

a 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。 

1契約につき 990円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 19円 06銭 
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現行 改定後 備考 

(2)「ほっと２０」 

イ 標準料金プラン（略） 

 

ロ 特別料金 

太陽光需給約款 36（系統電力供給サービス）の当社系統 

電力供給サービスを終了する場合には，次の特別料金を適 

用いたします。 

(ﾛ) 東京電力パワーグリッドエリア 

a 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。 

1契約につき 1,120円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 30円 57銭 

 

(ﾛ) 中部電力エリア 

a 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。 

1契約につき 1,120円 

(2)「ほっと２０」 

イ 標準料金プラン（略） 

 

ロ 特別料金 

太陽光需給約款 36（系統電力供給サービス）の当社系統 

電力供給サービスを終了する場合には，次の特別料金を適 

用いたします。 

(ﾆ) 東京電力パワーグリッドエリア 

a 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。 

1契約につき 990円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 24円 57銭 

 

(ﾛ) 中部電力パワーグリッドエリア 

a 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。 

1契約につき 990円 
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現行 改定後 備考 

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 28円 46銭 

 

(ﾊ) 関西電力エリア 

a 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。 

1契約につき 1,527円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 23円 63銭 

 

(ﾆ) 九州電力エリア 

a 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。 

1契約につき 1,120円  

 

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1 キロワット時につき 22円 57銭 

 

(ﾊ) 関西電力送配電エリア 

a 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。 

1契約につき 1,397円  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 17円 63銭 

 

(ﾆ) 九州電力送配電エリア 

a 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。 

1契約につき 990円  
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以上 

現行 改定後 備考 

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 26円 06銭 

 

  

b 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の太陽光使用電力量によって 

算定いたします。 

1キロワット時につき 18円 06銭 

 

 


