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首都圏エリア向け
電気料金プランのご紹介
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首都圏エリアでのご家庭向け電力販売の開始について

お客さまからお寄せいただくご意見

工場だけじゃなく、家でも
ほくでんの電気を使いたい！

地元である北海道を応援したい！

そんな声に、ほくでんが
お応えします！

春から首都圏へ引っ越しするんだけど、
ほくでんの電気は使えないの？

■首都圏エリアでご家庭などを対象とした電力販売を開始
いたします！ さらに！

■北海道の特色を活かした、おトクな料金プランをご用意
いたします！
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首都圏エリア向け電気料金プランについて

北海道ベーシックプランＢ・Ｃ

上記、３つの料金プランは、３月２日（月）より
お申し込みの受付を開始いたします。

当社では、首都圏エリアのお客さま向けに、以下の電気料金プランを新たに
設定いたしました。

ＡＮＡマイルプランＢ

北海道パワープラン
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（参考）対象となる首都圏エリア

東京都（※）

千葉県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

山梨県

神奈川県

静岡県
（富士川以東）

※ 離島供給約款が適用される以下の地域は除きます。
大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島および母島
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北海道ベーシックプランＢ・Ｃ

「北海道ベーシックプランＢ・Ｃ」の概要

首都圏エリアにお住まいのご家庭（20A～60A）
商店・事務所（６ｋＶＡ以上）のお客さま向け
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「北海道ベーシックプランＢ・Ｃ」（１）

「北海道ベーシックプランＢ」の料金メリット例

■現在のご契約が東京電力エナジーパートナー（東京電力ＥＰ）の
従量電灯Bで、年間の電気料金が108,200円程度（月間の電気
料金が9,000円程度）のお客さまの場合、

北海道ベーシックプランＢにご加入いただくことで、

年間3,900円（▲3％）程度おトクになります。

東京電力ＥＰ
従量電灯Ｂ

北海道
ベーシックプランＢ

108,200円 104,300円
〔試算の前提〕
・ご家庭の平均的なケース（30アンペア・

333kWh/月）で算定。
・消費税等相当額を含み、再生可能エネルギー

発電促進賦課金および燃料費調整額は含まない。

特典として、
毎年、道産品をプレゼント
いたします。

年間3,900円(3％↓)
程度おトクに！

※ 詳細は、受付開始の３月２日以降、当社ホームページ
にてお知らせいたします。

(※)
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「北海道ベーシックプランＢ・Ｃ」（２）

※ 本プランご加入後のご請求額などについては、会員制サイト「ほくでん首都圏ポータルサイト」にてお知らせ

いたしますので、事前の会員登録が必要となります。

プランの詳細

北海道ベーシックプランＢ 北海道ベーシックプランＣ

対象となる
お客さま

東京電力ＥＰの従量電灯Ｂで、
契約電流が20～60アンペア
相当のお客さま

東京電力ＥＰの従量電灯Ｃ
相当のお客さま

料
金
表

基本
料金

電力量
料金

お支払方法 クレジットカード（※）

単 位 料金単価（税込）

10Aごとに 286.00円

区 分 単 位 料金単価（税込）

120kWhまで

1kWh

19.82円

120kWhをこえ300kWhまで 25.28円

300kWhをこえる分 27.48円

単 位 料金単価（税込）

1kVAごとに 286.00円

ご使用量にかかわらず、東京電力ＥＰの
従量電灯Ｂ・Ｃより必ずお安くなります！
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ＡＮＡマイルプランＢ

「ＡＮＡマイルプランＢ」の概要

首都圏エリアにお住まいの
ご家庭のお客さま（３0Ａ～60Ａ）向け

【ＡＮＡカード会員限定】
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「ＡＮＡマイルプランＢ」（１）

「ＡＮＡマイルプランＢ」の料金メリット例

■現在のご契約が東京電力ＥＰの従量電灯Bで、年間の電気料金が
108,200円程度（月間の電気料金が9,000円程度）のお客さま

の場合、ＡＮＡマイルプランＢにご加入いただき、
ＡＮＡカードにて料金をお支払いいただくことで、

年間1,100円（▲1％）程度おトクになります。

東京電力ＥＰ
従量電灯Ｂ

ＡＮＡ
マイルプランＢ

108,200円 107,100円

ＡＮＡのマイルが年間
530マイル程度貯まります。

年間1,100円(1％↓)
程度おトクに！

※ ＡＮＡのマイル付与は、本プランにお申し込みのうえで、
電気料金をＡＮＡカードにてお支払いいただくことが
条件となります。

(※)

〔試算の前提〕
・ご家庭の平均的なケース（30アンペア・

333kWh/月）で算定。
・消費税等相当額を含み、再生可能エネルギー

発電促進賦課金および燃料費調整額は含まない。
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「ＡＮＡマイルプランＢ」（２）

※１ マイル付与対象は、ＡＮＡカードにてお支払いいただく電気料金の総額となります。なお、本プランご加入後、
お支払いをＡＮＡカードから、ＡＮＡカード以外に変更された場合は、マイル付与の対象外となります。

※２ 本プランご加入後のご請求額などについては、会員制サイト「ほくでん首都圏ポータルサイト」にてお知らせ
いたしますので、事前の会員登録が必要となります。

プランの詳細

ＡＮＡマイルプランＢ

対象となる
お客さま

東京電力ＥＰの従量電灯Ｂで、契約電流が30～60アンペア
相当のお客さま

料
金
表

基本
料金

電力量
料金

お支払方法 ＡＮＡカード限定（※１、２）

マイル付与 電気料金200円（※１）につき１マイル付与

単 位 料金単価（税込）

10Aごとに 286.00円

区 分 単 位 料金単価（税込）

120kWhまで

1kWh

19.85円

120kWhをこえ300kWhまで 26.18円

300kWhをこえる分 29.57円

ご使用量にかかわらず、東京電力ＥＰの従量電灯Ｂ
より必ずお安くなり、さらにマイルが貯まります！
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北海道パワープラン

「北海道パワープラン」の概要

首都圏エリアの商店・事務所・工場などで
大型の冷蔵庫や空調などをお使いのお客さま向け
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「北海道パワープラン」（１）

「北海道パワープラン」の料金メリット例

■現在のご契約が東京電力ＥＰの低圧電力で、年間の電気料金が
272,500円程度（月間の電気料金が22,700円程度）のお客さま

の場合、北海道パワープランにご加入いただくことで、

年間1,900円（▲1％）程度おトクになります。

東京電力ＥＰ
低圧電力

北海道
パワープラン

272,500円 270,600円

年間1,900円(1％↓)
程度おトクに！

〔試算の前提〕
・事務所（空調）の平均的なケース

（13キロワット・ 6,600kWh/年）で算定。
・消費税等相当額を含み、再生可能エネルギー

発電促進賦課金および燃料費調整額は含まない。
・東京電力ＥＰには、力率割引5%を含む。
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「北海道パワープラン」（２）

※ 本プランご加入後のご請求額などについては、会員制サイト「ほくでん首都圏ポータルサイト」にてお知らせ

いたしますので、事前の会員登録が必要となります。

プランの詳細

北海道パワープラン

対象となる
お客さま

東京電力ＥＰの低圧電力
（冷暖房エアコンや電動機などの三相機器をご使用）のお客さま

料
金
表

基本
料金

電力量
料金

お支払方法 クレジットカード（※）

単 位 料金単価（税込）

1kW 1,065.90円

単 位 料金単価（税込）

1kWh 15.80円
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新規加入キャンペーンのご紹介

今なら、契約開始から最初の2ヶ月間は基本料金が無料！

対象：2020年5月31日までのお申し込みで、
北海道ベーシックプランＢ・Ｃに新規ご加入のお客さま

キャンペーン①

今なら、抽選で150名様に、
北海道グルメのカタログギフトをプレゼント！

対象：2020年5月31日までのお申し込みで、
北海道ベーシックプランＢ・Ｃ、ＡＮＡマイルプランＢ、
北海道パワープランに新規ご加入のお客さま

キャンペーン②

（注）キャンペーンの詳細については、受付開始の3月2日（月）以降、当社ホーム
ページにてお知らせいたします。
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新料金プランに関するお申し込み・お問い合わせ

■今回ご紹介した3つの料金プランは、3月2日（月）より
お申し込み受付を開始いたします。

■進学や就職、転勤などにより、首都圏エリアで新生活
を始めるお客さまはもちろん、首都圏エリアにお住ま
いで、他社とご契約中のお客さまも、ぜひご加入を
お願いいたします。

お申し込み受付について

＜ ２月２８日までのお問い合わせ先＞
①ほくでん首都圏販売部 03－3217－0870

＜ ３月２日以降＞

（インターネットによるお申し込み）

②ほくでんホームページ https://www.hepco.co.jp/

（お問い合わせ窓口）

③ほくでん首都圏お問い合わせ窓口 0570－028－855

※上記①および③の受付時間：平日９時～１７時（年末年始、５月１日は除く）

https://www.hepco.co.jp/

