
渡商会が電気を販売します。

エア・ウェイ・パワー

電気料金が よりお得に!

電気割引サービスのご案内

家族2人マンションでお住まいのAさん宅の場合
例1

年間約5,000円値下げ（税込）

電気料金が月額8,400円程度の場合＊＊

（契約アンペア40A 月間電力使用量310kWhを想定）

Powered  by 東燃ゼネラル石油

家族4人戸建てでお住まいのBさん宅の場合
例2

年間約10,000円値下げ（税込）

電気料金が月額14,000円程度の場合＊＊

（契約アンペア60A 月間の電力使用量480kWhを想定）

店舗兼住宅で美容院を経営しているCさんの場合
例3

年間約18,000円値下げ（税込）

電気料金が月額25,000円程度の場合＊＊

（契約容量10kVA 月間電力使用量810kWhを想定）

年間割引見込額＊

●現在のご契約：従量電灯 B/C A/kVA

●過去のご利用実績： kWh/ 月分

●年間電気料金（推定）＊＊

●割引率

●年間割引額（税込/推定）

＊推定値であり、実際の割引額はご利用状況により変わります。 ＊＊燃料費調整額、再エネ賦課金を除きます。

円

％

円



ご利用条件・年間割引額（税込）の目安

・従量電灯Bをご契約の方：契約アンペアが30A以上のお客さまに割引料金をご提供します
・従量電灯Cをご契約の方：全てのお客さまに割引料金をご提供します

契約種別 契約容量
割引率
（％）

月間電力使用量ごとの年間割引額の目安（円、税込）

100kWh/月 200kWh/月 300kWh/月 400kWh/月 500kWh/月 600kWh/月 700kWh/月

従量電灯A -
お申込みいただけません

従量電灯B

10/15/20A

30A 3 1,000 1,900 2,800 3,900 5,000 6,100 7,100

40A 5 1,800 3,300 4,900 6,700 8,500 10,300 12,100

50A 5 2,000 3,500 5,000 6,800 8,600 10,400 12,200

60A 6 2,600 4,400 6,300 8,400 10,600 12,700 14,900

従量電灯C 10kVA 6 3,400 5,200 7,100 9,200 11,400 13,500 15,700
※上記は、2015年11月時点での東京電力の電力料金をベースにした場合に想定される年間の割引額です。 ※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、割引の対象外で
す。燃料費調整額は東京電力が規定する金額と同額を別途適用致します。 ※東京電力が提供する口座振替割引は本サービスでは適用されません。上記の割引額は口座振替割引適用
前との比較です。 ※料金割引額がお客様のご使用状況に依って変わります。 ※割引料金単価は、今後変動する可能性があります。

切替に費用は必要か？

費用は発生しません。

工事は必要なのか？ 切替時に停電等は発生するのか？

計量器（メーター）を交換する場合がありますが、

工事は電力会社が行います。停電は発生しません。

よくあるご質問

停電が増えたりしないのか？

電力会社から途絶えることなくバックアップを受け

ますので、電気の品質や供給の安定性は、従来と全

く変わりません。

故障・災害時などの停電時の対応はどうなるのか？

これまで通り、電力会社により事故対応が行なわれます。

ご提供エリア 申込開始時期

東京電力管内 2016年1月（事前申込受付開始）
※電力の供給は2016年4月から行います

お申込み方法

●郵送の場合 ・・・・・・・・・・・・販売員にお問い合わせください

●インターネットの場合 ・・・・・ http://mydenki.jp/simulation?dlr_code=5760 からお申し込みください

電力小売供給者

●東燃ゼネラル石油株式会社（myでんきお客さまセンター TEL：0120‐505‐607）

東燃ゼネラル石油とは・・・
東燃ゼネラル石油を中心とする東燃ゼネラルグループは、エッソ、モービル、
ゼネラルのブランドのもと、安定的にエネルギーを供給し、日本を未来へと動
かすエネルギーカンパニーになることを目指しています。

東燃ゼネラルグループの大型発電所（建設予定）

市原
火力発電所

千葉県市原市に、石炭を燃料とした大型発電所を建設。
新鋭の設備で環境負荷を低減。（従来の石炭発電所比）

清水天然ガス
発電所（仮称）

静岡県清水地区に、天然ガスを燃料とした大型発
電所を建設。高効率・クリーンな天然ガス発電設備。

※東燃ゼネラル石油が供給する電気は、従来通り、電力会社の送電網を利用してお届けします
※電気の提供は小売電気事業者である東燃ゼネラル石油が行います



店舗の場合

年間約8,000円値下げ（税込）

年間割引見込額＊

●現在のご契約：従量電灯 B/C A/kVA

●過去のご利用実績： kWh/ 月分

●年間電気料金（推定）＊＊ 円

●割引率 ％

●年間割引額（税込/推定） 円

＊推定値であり、実際の割引額はご利用状況により変わります。 ＊＊燃料費調整額、再エネ賦課金を除きます。

業務用電気割引サービスのご案内

業務用で電気をご利用の店舗・事務所等に 適

割安な電気料金でコスト削減が図れます

Powered  by 東燃ゼネラル石油

例１

事務所の場合

年間約15,000円値下げ（税込）

例２

加工所の場合

年間約45,000円値下げ（税込）

例３

電気料金が月額 13,500円程度の場合＊＊

（契約アンペア40A 月間電力使用量480kWhを想定）

電気料金が月額 21,000円程度の場合＊＊

（契約アンペア60A 月間電力使用量720kWhを想定）

電気料金が月額 63,000円程度の場合＊＊

（契約容量20kVA 月間電力使用量2,000kWhを想定）



・従量電灯Bをご契約の方：契約アンペアが30A以上のお客さまに割引料金をご提供します
・従量電灯Cをご契約の方：全てのお客さまに割引料金をご提供します

契約種別 契約容量
割引率
（％）

月間電力使用量ごとの年間割引額の目安（円、税込）

100kWh/月 200kWh/月 300kWh/月 400kWh/月 500kWh/月 600kWh/月 700kWh/月

従量電灯A -
お申込みいただけません

従量電灯B

10/15/20A

30A 3 1,000 1,900 2,800 3,900 5,000 6,100 7,100

40A 5 1,800 3,300 4,900 6,700 8,500 10,300 12,100

50A 5 2,000 3,500 5,000 6,800 8,600 10,400 12,200

60A 6 2,600 4,400 6,300 8,400 10,600 12,700 14,900

従量電灯C 10kVA 6 3,400 5,200 7,100 9,200 11,400 13,500 15,700

※上記は、2015年11月時点での東京電力の電力料金をベースにした場合に想定される年間の割引額です。 ※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、割引の対象外で
す。燃料費調整額は東京電力が規定する金額と同額を別途適用致します。 ※東京電力が提供する口座振替割引は本サービスでは適用されません。上記の割引額は口座振替割引適用
前との比較です。 ※料金割引額がお客様のご使用状況に依って変わります。 ※割引料金単価は、今後変動する可能性があります。

切替に費用は必要か？

費用は発生しません。

工事は必要なのか？ 切替時に停電等は発生するのか？
計量器（メーター）を交換する場合がありますが、
工事は電力会社が行います。停電は発生しません。

停電が増えたりしないのか？
電力会社から途絶えることなくバックアップを受け
ますので 、電気の品質や供給の安定性は、従来
と全く変わりません。

故障・災害時などの停電時の対応はどうなるのか？

これまで通り、電力会社により事故対応が行なわれます。

東京電力管内 2016年1月（事前申込受付開始）
※電力の供給は2016年4月から行います

●東燃ゼネラル石油株式会社（myでんきお客さまセンター TEL：0120‐505‐607）

ご利用条件・年間割引額（税込）の目安

よくあるご質問

Q

A

Q

A

Q

A

東燃ゼネラルグループの大型発電所（建設予定）

Q

A

ご提供エリア 申込開始時期

お申込み方法

電力小売供給者

東燃ゼネラル石油とは・・・
東燃ゼネラル石油を中心とする東燃ゼネラルグループは、エッソ、モービル、ゼネラルのブ
ランドのもと、安定的にエネルギーを供給し、日本を未来へと動かすエネルギーカンパニー
になることを目指しています。

市原火力発電所
千葉県市原市に、石炭を燃料とした大型発電所を建設。 新
鋭の設備で環境負荷を低減。（従来の石炭発電所比）

清水天然ガス発電所（仮称）
静岡県清水地区に、天然ガスを燃料とした大型発電所を
建設。高効率・クリーンな天然ガス発電設備

※東燃ゼネラル石油が供給する電気は、従来通り、電力会社の送電網を利用してお届けします
※電気の提供は小売電気事業者である東燃ゼネラル石油が行います

●郵送の場合 ・・・・・・・・・・・・販売員にお問い合わせください

●インターネットの場合 ・・・・・ http://mydenki.jp/simulation?dlr_code=5760 からお申し込みください



契約電力5kWの店舗の例

年間 大約6,500円値下げ
（税込）

年間割引見込額（推定）＊

●現在のご契約：低圧電力 kW

●過去のご利用実績： kWh/ 月分

●月額割引額（税込/推定）： 円/月＊＊

●割引適用月： 月＊＊

●年間割引額（税込/推定）： 円/年＊＊

＊あくまで目安の推定値であり、実際のご利用状況により、割引額は変わります。 ＊＊割引適用条件があります（裏面参照）。 ＊＊＊力率割引（5％）込の金額

低圧電力（動力）割引メニュー

電気料金割引でコスト削減
Powered  by 東燃ゼネラル石油

例１

契約電力10kWの事務所の例

年間 大約13,000円値下げ
（税込）

例２

契約電力20kWの加工場の例

年間 大約25,900円値下げ
（税込）

例３

電気料金が月額 9,000円程度の場合＊＊＊

契約電力5ｋW

月間電力使用量250kWhを想定

電気料金が月額 18,000円程度の場合＊＊＊

契約電力10ｋW

月間電力使用量500kWhを想定

電気料金が月額 36,000円程度の場合＊＊＊

契約電力20ｋW

月間電力使用量1,000kWhを想定

●「低圧電力（動力）契約の電気料金が高い」と
お悩みの企業に、基本料金割引をご提案します。

●特に、契約電力と比べて、電力使用量が
比較的少ないお客様に 適です。

ご提示する年間割引額は、過去実績に基づくものです。

（ ）

（ ）

（ ）



ご
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kW

月々の電力料金から一定額を割引します。
（月間電力使用量が一定量以下の場合に限る）

契約種別
契約容量
（ｋW）

割引適用の
上限となる

使用電力量（ｋWｈ）

割引額の目安（円、税込）

月間
割引額

年間 大
割引額

低圧電力

5 350 540 6,500

6 420 648 7,800

7 490 756 9,100

8 560 864 10,400

9 630 972 11,700

10 700 1,080 13,000

15 1,050 1,620 19,400

20 1,400 2,160 25,900

25 1,750 2,700 32,400

30 2,100 3,240 38,900

※お申込みに際し、上記の使用電力量の上限値以下の「電気ご利用料のお知らせ（明細書）」（過去１年以内に発行されたもの）をご提出頂く必要があります。※サービス提供に際し、月間
の電力使用量が上限値を超えた場合、当該月の電気料金は割引されません。上記の年間割引額は、12ヶ月すべて割引適用された場合の金額です。 ※上記は、2015年11月時点での東
京電力の電力料金をベースにした場合に想定される年間の割引額です。 ※東京電力が提供する口座振替割引は本サービスでは適用されません。上記の割引額は口座振替割引適用前
との比較です。 ※割引料金単価は、今後変動する可能性があります。

東京電力管内

2016年1月（事前申込受付開始）※電力の供給は2016年4月から行います

●東燃ゼネラル石油株式会社（myでんきお客さまセンター TEL：0120‐505‐607）

ご利用条件・割引額（税込）の目安

東燃ゼネラルグループの大型発電所（建設予定）

東燃ゼネラル石油とは・・・ 東燃ゼネラル石油を中心とする東燃ゼネラルグループは、エッソ、モービル、ゼネラルのブ
ランドのもと、安定的にエネルギーを供給し、日本を未来へと動かすエネルギーカンパニー
になることを目指しています。

東燃ゼネラル石油を中心とする東燃ゼネラルグループは、エッソ、モービル、ゼネラルのブ
ランドのもと、安定的にエネルギーを供給し、日本を未来へと動かすエネルギーカンパニー
になることを目指しています。

市原火力発電所
千葉県市原市に、石炭を燃料とした大型発電所を建設。 新
鋭の設備で環境負荷を低減。（従来の石炭発電所比）

清水天然ガス発電所（仮称）
静岡県清水地区に、天然ガスを燃料とした大型発電所を
建設。高効率・クリーンな天然ガス発電設備

※東燃ゼネラル石油が供給する電気は、従来通り、電力会社の送電網を利用してお届けします
※電気の提供は小売電気事業者である東燃ゼネラル石油が行います

＋

ご提供エリア

申込開始時期

お申込み方法

電力小売供給者

「従量電灯」契約も

併せて切り替えるとさらにお得

従量電灯Cの場合、

従量電灯料金

６％引き

従量電灯B（30A以上）の場合、

従量電灯料金

３％〜６％引き
（上記の割引に当たっては一定の条件がありますので、

詳しくは販売員にお問い合わせください）

株式会社渡商会
〒221-0021 横浜市神奈川区子安通2-234

TEL：045-441-1327
代理店コード：5760

●郵送の場合 ・・・・・・・・・・・・販売員にお問い合わせください

●インターネットの場合 ・・・・・ http://mydenki.jp/simulation?dlr_code=5760 からお申し込みください


