
地域の大手電力会社のご請求金額 - 託送料金相当額 - 再エネ賦課金

1.08（消費税率）❶
アンビットのご請求金額 - 託送料金相当額 - 再エネ賦課金

1.08（消費税率）❷

(1 - ❷÷❶)x100 ＝ アンビットによる節減額の割合 (％)

❶ - ❷ ＝ アンビットによる節減額 (円)

託送料金相当額、再エネ賦課金、そして地域の大手電力会社とは何ですか？?
託送料金相当額
託送料金は、一般送配電事業者の送配電ネットワークを利用するに当たって発生する料金です。お客さまが電力会社に支払う
電気料金には、当該託送料金に相当する金額（託送料金相当額）が含まれております *2。
各送配電事業者の託送料金に関しては下記リンクよりご確認ください。
 
北海道電力      http://www.hepco.co.jp/corporate/con_service/cnttran.html
東北電力 　　http://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/rule/consignment.html
東京電力 　　http://www.tepco.co.jp/ep/private/plan2/chargelist06.html
中部電力 　　https://www.chuden.co.jp/corporate/study/free/fre_pricelist/index.html?cid=ul_me
北陸電力 　　http://www.rikuden.co.jp/ryokinshikumi/index.html
関西電力 　　http://www.kepco.co.jp/corporate/takusou/yakkan/sodenservice.html
中国電力 　　http://www.energia.co.jp/elec/h_menu/pricelist/wr.html
四国電力 　　http://www.yonden.co.jp/business/jiyuuka/retail/ryoukin/santei.html
九州電力 　　http://www.kyuden.co.jp/user_wheeling_index

再エネ賦課金
「再生可能エネルギー発電促進賦課金（再エネ賦課金）」は、再生可能エネルギー（風力・地熱・水力など）での発電を普
及させるために、電気料金の一部として消費者が負担するものです。また、賦課金の単価は毎年全国一律の料金を国が定
めます *3。

地域の大手電力会社
地域の大手電力会社とは、1950 年～2016 年の間に発送電一貫体制および地域の電気事業独占が認められていた旧一般電力
事業者の北海道電力、東北電力、東京電力 *4、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
の 10 事業者です。*5

*1 アンビット・エナジー・ジャパンの低価格保証プランは、当社独自のレート変動型プランです。*2 託送料金相当額は地域によって金額が異なります。*3 2016 年度
の再エネ賦課金単価は、1kWh 当たり 2.64 円となっております。詳細は経済産業省のホームページよりご確認ください。*4 東京電力は 2016 年に社名変更および組織
変更を行い、小売電気事業は東京電力エナジーパートナーに継承されました。  *5 2018 年 1 月現在、アンビット・エナジー・ジャパンは日本国内において、沖縄と一部
の離島を除き全ての地域でサービスを提供しております。
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アンビットの低価格保証プラン*1の節減額と割合は、
このように計算されます！



アンビットに乗り換えると、電気料金が 9.03％ 安くなります。

１年間で約  4,476 円 おトクになります！
* 諸条件適用

【料金試算について】
・本料金比較は、所定の契約プラン、使用量および当社が設定している条件に基づいて試算したものです。 

・また、試算用のモデルプランは一般家庭でのご利用を想定したものです。商店・事務所（小規模事業者）の場合は、利用状況が異なるため、試算結果が実際の料金

と異なる場合がございます。 

・比較対象の各電力会社の料金および燃料費調整額、再エネ賦課金、託送料金相当額などは、試算時において公開されている情報に基づいたものです。

・表示されている節減額をはじめとするすべての結果はあくまでも目安であり、お客さまの契約時の電気料金に適用することを保証するものではありません。  

・お客さまが現在ご利用中の電力会社のプランや割引などの組合せによっては、当社への乗り換えで安くならない場合がございますのであらかじめご了承ください。

kWh 単価 (円/kWh) 料金

≦ 120  

121- 300

> 300

19.52

26.00

30.02

2342.40

4680.00

0.00

8145.60
燃料費調整額 -930.00
再エネ賦課金 792.00

基本料金 1 1 23.20

電気料金合計 8,008

1.08

託送料金相当額   再エネ賦課金

円8,008 - 2,754.6 - 792 ≒   4,131 

≦ 120  

121- 300

> 300

18.40

24.51

28.30

2208.00

4411.80

0.00

7743.00

792.00

7,605 - 2,754.6 - 792
1.08

-930.00

kWh 単価 (円/kWh) 料金

燃料費調整額
再エネ賦課金

1 1 23.20基本料金

電気料金合計 7,605

託送料金相当額   再エネ賦課金

≒   3,758円

❷❶

東京電力 アンビット

アンビットならこんなにもおトク！ 

【ご注意】
・他の地域の大手電力会社 *¹ と契約しているお客さまにも、上記の料金算出法が適用されます。

・アンビットの料金と割引率は月によって異なる可能性があります。現在の料金が記載されている電力プラン説明書については、ご紹介コンサルタントにお問合せく

ださい。

・燃料費調整額は、電力会社によって異なります。当社の燃料費調整額は、お客さまの現在の契約内容に基づいて算出しています。なお、地域の大手電力会社以外の

電気事業者と契約している場合は、別途所定の料金となります。

・ 託送料金の詳細については東京電力のウェブサイトをご確認ください。 http://www.tepco.co.jp/ep/private/plan2/chargelist06.html 

　

Ambit Energy Japan, GK

Copyright © 2018 Ambit Energy Japan, GK. All Rights Reserved. http://www.ambitenergy.co.jp

現在東京電力エナジーパートナーをご利用の場合………

モデルプラン：2 人暮らし（月間電気使用量 300kWh、契約プラン従量電灯 B/40A）

    



【料金試算条件】
・本料金比較は、所定の契約プラン、使用量及び当社が設定している条件に基づいて試算したものです。 

・また、試算用のモデルプランは一般家庭でのご利用を想定したものです。商店・事務所（小規模事業者）の場合は、利用状況が異なるため、試算結果が実際の料金

と異なる場合がございます。 

・比較対象としている各電力会社の料金及び燃料費調整額、再エネ賦課金、託送料金相当額などは、試算時において公開されている情報に基づいたものです。

・表示されている節約額をはじめとするすべての結果はあくまでも目安であり、お客さまの契約時の電気料金への適用を保証するものではありません。  

・お客さまが現在ご利用中の電力会社のプランや割引などの組合せによっては、当社への乗り換えで安くならない場合がございますので予めご了承ください。

【ご注意】
・他の地域の大手電力会社 *¹ と契約しているお客様にも、上記の料金算出法が適用されます。

・アンビットの料金と割引率は月によって異なる可能性があります。現在の料金が記載されている電力プラン説明書については、ご紹介コンサルタントにお問合せく

ださい。

・燃料費調整額は、電力会社によって異なります。当社の燃料費調整額は、お客さまの現在の契約内容に基づいて算出しています。なお、地域の大手電力会社以外の

電気事業者と契約している場合は、別途所定の料金となります。

・ 託送料金の詳細については関西電力のウェブサイトをご確認ください。 http://www.kepco.co.jp/corporate/takusou/yakkan/sodenservice.html 

　

アンビットに乗り換えると、電気料金が  8.54％ 安くなります。

１年間で約  4,380 円 の節約になります！
* 諸条件適用

アンビットならこんなにもおトク！ 
　　　　　　　　　　　～現在関電と契約しているお客様へ～
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現在関西電力をご利用の場合………

モデルプラン：2 人暮らし（月間電気使用量 300kWh、契約プラン従量電灯 A）

kWh 単価 (円/kWh) 料金

16 - 120  

121 - 300

> 300

19.76

26.19

29.94

327.65

2074.80

4714.20

0.00

71 1 6.65

燃料費調整額 23.97
再エネ賦課金 792.00

最低料金 ( 最初の 15kWh まで )

電気料金合計 7,933

7,933 - 2,526 - 792
1.08

≒   4,273 

託送料金相当額 再エネ賦課金

円 7,539 - 2,526 - 792
1.08

kWh 単価 (円/kWh) 料金

託送料金相当額 再エネ賦課金

≒   3,908 円

16 - 120  

121 - 300

> 300

18.67

24.74

28.29

309.60

1960.35

4453.20

0.00

6723.15

燃料費調整額 23.97
再エネ賦課金 792.00

最低料金 ( 最初の 15kWh まで )

電気料金合計 7,539

❷❶

関西電力 アンビット


