
お申込みにあたって（重要事項説明）（2020 年 8 月 1 日現在）       

 
お客さまが みやまスマートエネルギー株式会社（以下「当社」といいます。）に電気需給契約 

（以下「電気の契約」といいます。）をお申し込みいただくにあたり、当社が小売する低圧電力 

「みやまんでんき」の需給条件等の重要な内容について、ご理解いただきたい内容は以下の通りです。 

また、低圧電力の供給エリアは、九州電力管内（離島は除く）となります。 

 

1. 電気料金について 

お客さまに適用される基本料金、電力量料金単価および料金の算出方法は、以下のプランおよび 

契約容量から選定頂きます。なお、契約電力は、従前の小売電気事業者との間で適用されていた 

契約電力が適用されます。 

 

◆みやまんでんき「オール電化プラン」（お申込み契約容量範囲 3kVA～49kVA）   （消費税込み） 

プラン名 契約容量 基本料金（円） 

電力量料金（１kWh あたり）（円） 

平日昼間 
８時～２２時 

休日昼間 

８時～２２時 
22 時～
翌８時 

夏冬 春秋 夏冬 春秋 

オール 
電化 S 
プラン 

10 kVA まで 1,588.89 

26.89 24.00 21.27 17.88 13.26 10 kVA

超過 

15 kVA まで 4,338.89 

15 kVA 超過分 １kVA あたり 550.00 

プラン名 契約容量 基本料金（円） 

電力量料金（１kWh あたり）（円） 

８時～ 

１０時 

１０時～１７時 17 時～ 

22 時 

22 時～
翌８時 夏季 その他季 

オール 
電化 N 
プラン 
【新規加
入停止】 

6 kVA まで 1,150.93 

23.23 36.77 30.91 23.23 10.48 6 kVA

超過 

10 kVA まで 1,588.89 

10 kVA 超過分 １kVA あたり 297.00 

プラン名 契約容量 基本料金（円） 

電力量料金（１kWh あたり）（円） 

８時～ 

１０時 

１０時～１８時 １８時～ 

翌８時 夏季 その他季 

オール 
電化 E 
プラン 
【新規加
入停止】 

6 kVA まで 1,150.93 

23.23 36.77 30.91 16.30 6 kVA

超過 

10 kVA まで 1,588.89 

10 kVA 超過分 １kVA あたり 297.00 

※オール電化 S プランは九州電力の電化でナイト・セレクトに相当し、オール電化Ｎプランは季時別電灯に相当します。 

◆みやまんでんき「従量料金プラン」                                       （消費税込み）  

プラン名 契約容量 基本料金（円） 
電力量料金（１kWh あたり）（円） 

120 kwh まで ～300 kwh 300kwh 超 

従量料金 
B プラン 

３０Ａ 880.00 

17.38 22.44 23.43 
４０Ａ 1,163.80 

５０Ａ 1,454.75 

６０Ａ 1,745.70 

従量料金 
C プラン 

6kVA～49kVA １kVA あたり 290.95 17.38 22.44 23.10 

◆みやまんでんき「曜日別料金プラン」（お申込み契約容量範囲 3kVA～10kVA）   （消費税込み） 

プラン名 契約容量 基本料金（円） 
電力量料金（１kWh あたり）（円） 

平日（月～金曜日） 休日 
(土・日・祝） 夏季 その他季 

休日 
おでかけ 
プラン 
【新規加
入停止】 

6 kVA まで 1,455.26 

20.91 20.75 28.99 

10 kVA まで 1,567.50 

  

 



◆みやまんでんき「ビジネスプラン」（お申込み契約容量範囲 6kVA～49kVA）   （消費税込み） 

プラン名 契約単位 基本料金（円） 電力量料金（１kWh あたり）（円） 

くすっぴか

Bizプラン 
1ｋVA １kVA あたり 297.00 22.44 

プラン名 契約容量  基本料金（円） 
電力量料金（１kWh あたり）（円） 

平日（月～金曜日） 休日 
(土・日・祝） 夏季 その他季 

ウィークデイ

ビジネス 

プラン 

【新規加入
停止】 

6 ～10kVA まで 1,567.50 

24.55 22.51 32.69 
10kVA 超過分 １kVA あたり 297.00 

◆みやまんでんき「低圧動力プラン」（お申込み契約容量範囲 １kW～49kW）    （消費税込み） 

プラン名 契約単位 基本料金（円） 
電力量料金（１kWh あたり）（円） 

夏季 その他季 

低圧動力 

プラン 
１kW １kW あたり 908.60 17.05 15.40 

プラン名 契約単位 基本料金（円） 夏冬 春秋 

低圧動力 

低稼働 

プラン 

１kW １kW あたり 671.00 21.34 20.02 

 

2．お申込み方法、ご契約の成立について 

① 電気需給契約は、当社所定の様式によってお客さまよりお申込みいただき、これに対して、当社が

供給承諾の意思表示を行ったときに成立いたします。ただし、当社は、法令、電気の供給状況、供

給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申込みを承諾できない場合があ

ります。 

② 当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾したときに、お客さまに供給開始予定日を通知し

供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。 

 

3. 需給契約期間および自動更新について 

契約期間は電気の契約成立後、料金適用開始の日以降１年目の日までとします。ただし、契約期間

満了に先だってお客さま、または当社から別段の意思表示がない場合は、本契約は契約期間満了後も

１年ごとに同一条件で継続されるものとします。別段の意思表示は、お客様に対し、当社所定の書面

をもって行うものとします。 

 

4. 切替のお手続きおよび計量器工事について 

従前の小売電気事業者からの切替の手続きおよび計量器取替工事は、計量器の位置を変更しない場

合は、お客さまの費用負担なしで実施されるものとします。 

  お客さまの要望で、位置や配線の変更を希望される場合は、お客様の費用負担となる場合がござい 

ます。 

 

5. 従前の電力契約解除に伴う不測の不利益について 

従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性がありま

す。実際どのような不利益を被るかは従前の小売電気事業者にご確認ください。 

① 過去電力使用量の照会不可 

② 契約期間中の解約に伴う違約金の発生（複数年契約などの場合） 

③ 発行ポイントの失効 

④ 継続利用割引に適用される継続利用期間の解除 

 

6. 追加情報の提供について 

当社加入申込書にご記入いただいた事項に加え、後日必要な情報の提供をお願いする場合がござい

ます。 



 

7. 電気料金の算定期間の変更について 

電気料金の算定期間は、前月の検針日（計量日）から当月の検針日（計量日）の前日までの期間に

なります。 

 

8. 電力使用量および請求金額の通知について 

  お客さまには、Web 請求を除いて当社より郵送にて電力使用量および請求金額を通知いたします。

なお、当社からの郵送物の発送日は、検針日から第８営業日までといたします。 

9. 電気料金等のお支払について 

① 電気料金のお支払には、振込、口座振替、コンビニエンスストアおよびクレジットカードでの支払

いを選択いただけます。ただし、クレジットカードでの支払いは、個人契約のみといたします。 

② お支払メニューを選択される場合、電気料金のうち基本料金から毎月５５円（消費税込み）の割引

をいたします。 

お支払メニューは以下の通りですが、選択できるメニューは、①または②のどちらか一つとなります。 

① 家族おまとめ契約支払メニュー（３親等までの家族の同時申込みが必要です） 

② 水道料金セット支払メニュー（みやま市の水道料金とのセット支払メニューです） 

 

10. クレジットカードでのお支払を選択されるお客様へ 

① お客さまは、料金等を、お客さまが指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の 

規約に基づいて支払うものとします。 

② お客さまは、お客さまから当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。 

また、お客さまが指定したクレジットカードの発行カード会社の指示により、お客さまが指定した

クレジットカード以外で当社が料金等の請求をした場合も、お客さまは、当該請求に基づき支払う

ものとします。 

③ お客さまが指定したクレジットカードのクレジットカード番号・有効期限・名義に変更があった 

場合、お客さまは遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。 

④ 当社は、お客さまが指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、お客さまが 

指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社またはお客さまの指定し

たクレジットカード会社の判断により一方的にクレジットカード支払いを拒否するものとします。 

 

11. 生活支援サービスについて 

  お客さまが、生活支援サービスに申込みをされた場合、ご利用料金に上限を設定する場合があります。 

 

12. お客様が行う契約種別（契約プラン）の変更について 

お客さまが、当社の契約種別の変更を希望される場合、変更申込み日から１０営業日以降の検針日か

ら変更をいたします。なお、契約期間に関わらず、変更に伴う手数料はいただきません。 

 

13. お客さまが行う契約の解除について 

① お引越しの場合は、電気の使用停止日が決まり次第、当社に対して事前に解約のお申し出をいただ

くことで、本契約を解除することができます。 

② お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止日を定めて、当社に通知

していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止日までに需給を終了させる

ための適当な処置を行います。 

③ 他の小売電気事業者へ切替をされる場合は、当社への解約のお申し出とともに、切替日について、

新しく契約される小売電気事業者へお申込みください。 

④ 上記 ③ による料金適用開始の日以降一年未満での解約の申し出の場合、解約手数料として、 

２，２００円（消費税込み）をいただきます。 

⑤ ２０２０年度（２０２１年３月３１日まで）のお申込みについては、キャンペーン期間として、 

上記 ④ で定める解約手数料は、無料といたします。 

 

14. 当社が行う契約の解除について 

当社は、次のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができます。 



本契約の解除後は、お客様の手続き無く、九州電力送配電との無契約状態となります。 

① 電気需給約款（低圧）によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理

由となった事実を解消しない場合 

② お客さまが、電気使用終了期日の通知をせず、その需要場所から移転し、電気を使用していない 

ことが明らかな場合 

③ 支払期日を３０日経過してもお客さまが料金等を支払われない場合 

④ その他、お客さまが電気需給約款（低圧）の規定に違反した場合 

 

15. 個人情報の取扱いについて 

当社は、「個人情報保護方針」に基づき、お客さまの個人情報（お客さまから直接書面にてお預かり

した情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開されている情報を当社が独自で取得したも 

のを含みます。）を次のような目的で利用します。 

① 当社サービスの受付・提供 

② 情報提供・お問い合わせ対応等のサポート 

③ 料金請求 

④ 当社、および当社サービスの販売を代理している事業者等からの当該事業者の商品・サービス・

キャンペーンのご案内および当該事業者等に対するお客さまの個人情報の提供 

⑤ 電力広域的運営推進機関および九州電力送配電に対する接続供給契約上の切替等の手続き 

なお、当社は、電力広域的運営推進機関、九州電力送配電、他の小売電気事業者との間でお客さ

まの個人情報を共同で利用することがあります。 

 

16. 契約内容の更新、変更時のご説明について 

ご契約の更新、変更に伴うご説明については、以下の事項といたします。 

① 契約の更新：「3.需給契約期間および自動更新について」を対象とします。 

② 法令改廃に伴う形式的な変更等の実質的内容を伴わない変更：変更事項を対象とします。 

③ ②以外の変更：変更事項を対象とします。 

 

17. 電気料金の改定および消費税の変更に関するお客さま承諾について 

当社は、他の小売電気事業者の電気料金が改定された場合や、託送供給等約款の改定または発電費

用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合、電気需給約款（低圧）および料金単価

を改定することがあります。その場合、新たな電気料金およびその適用開始日を検針票（請求書）お

よび電子メールその他の方法により、お客さまに通知いたします。新たな電気料金をご承諾いただけ

ない場合、電気需給約款（低圧）の変更の通知受領後３０日以内に当社に対してご解約のお申し出を

いただくことで、3.の定めにかかわらず、本契約を解除することができます。解約のお申し出が前文で

定める期限までにない場合は、電気需給約款（低圧）の変更をご承諾いただけたものとみなします。 

なお、消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき

電気需給約款（低圧）を変更いたします。 

 

18. お問い合わせ先 

申込状況の確認、解約、各種サービスの変更手続き、追加情報提供受付等、ご不明な点は、 

以下までお問合せください。 

事業者の名称 みやまスマートエネルギー株式会社（小売電気事業者登録番号 A0155） 

事業者の本社住所 〒835-0023 福岡県みやま市瀬高町小川１５番地１ 

来場による 

お問い合わせ 

（ショールーム） 

住所：福岡県みやま市瀬高町小川 21-2 スマイルパレスガーデン 

（みやま市役所本庁南口真正面） 

※受付時間：9:00～17:00（平日のみ、但し年末年始・祝日は除きます） 

電話による 

お問い合わせ 

0120-173804（フリーダイヤル［通話料無料］、い～なみやまし） 

※一般電話・携帯・PHS から発信できます 

※受付時間：9:00～18:00（平日のみ、但し年末年始・祝日は除きます） 

メールによる 

お問い合わせ 

ホームペ－ジ ：http://miyama-se.com/ 

問合せアドレス：mail@miyama-se.com 


