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北海道電力株式会社 

 

新しい電気料金プラン「エネとくＳプラン」および 

「エネとくスマートプラン」のお申し込み受付開始について 
～おトクな料金プランがさらに充実！～ 

 

当社は、2 月 17 日より、ご家庭向けの新しい電気料金プラン「エネとくＳプラ

ン」および「エネとくスマートプラン」のお申し込み受付を開始いたします。 

 

「エネとくＳプラン」は、従量電灯Ｂ（契約電流 10～60 アンペア）で、毎月

のご使用量が 150～250kWh程度のお客さまがおトクになるプランです。モデル料

金では、従量電灯Ｂと比べ、毎月 5％以上お安くなります。 

 

「エネとくスマートプラン」は、省エネ・省ＣＯ２に貢献するヒートポンプ式

電化機器をお持ちのスマート電化のお客さま向けのプランです。当社のご家庭向

けプランでは初めて、「日曜日」と「祝日」を一日中おトクにご利用いただける時

間として設定しました。 

さらに、基本料金はお客さまの電気のご使用実績にもとづいた契約電力により

決定するため、家電製品の同時使用をお控えいただくなど、電気を上手にご利用

いただくことで、基本料金を抑えることが可能です。 

 

当社とご契約いただいているお客さまはもちろん、他社とご契約中のお客さま

にも魅力的なプランとなっておりますので、ぜひご加入ください。 

 

新料金プランへのお申し込みや、料金試算など詳しい説明をご希望のお客さま

は、ほくでんお客さま相談センター（0120-956-688）までお問い合わせください。 

 

当社は今後も、お客さまのご要望にお応えできる電気料金プランやサービス等

の拡充に向けて、さまざまな取り組みを進めてまいります。 

 

 ※ 「エネとくＳプラン」のお申し込み受付開始にあわせて、「Ｗｅｂ・ｅプラス」は新規

加入受付を終了いたします。なお、現在、Ｗｅｂ・ｅプラスでご契約いただいている

お客さまは、引き続きご契約いただけます。 

 

  【別紙】新しい電気料金プランの概要 

以 上 
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新しい電気料金プランのご紹介

エネとくＳプラン

エネとくスマートプラン

上記、２つの料金プランは、２月１７日（月）より
お申し込みの受付を開始いたします。

毎月のご使用量が150～250kWh程度のお客さま向け

エコキュートやエアコン等のヒートポンプ機器を
ご利用されるスマート電化のお客さま向け
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料金プランのラインアップ（１）

お客さまからお寄せいただくご意見

電気代を少しでも安くしたい

エアコンの購入を検討しているが、
おトクなプランはあるの？

ポイントが貯まるプランはないの？

そのお悩み、
ほくでんなら！

環境にやさしいスマート電化向け
のプランは？

■お客さまの多様なニーズやライフスタイルにお応えするために、

豊富な料金プランをご用意しています！

■このたび、２つの新たな料金プランを加え、お客さまに
さらにご満足いただけるラインアップを拡充いたします！

例えば...
ご使用量に応じておトクな「エネとくＭプラン」や「エネとくＬプラン」
エアコンをお持ちのお客さまにおすすめの「エネとくシーズンプラス」
電気料金に応じてポイントが貯まる「エネとくポイントプラン」など

さらに！
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エネとく
Ｓプラン

エネとく
Ｍプラン

エネとく
Ｌプラン

エネとくポイントプラン

★ＮＥＷ

エネとくシーズンプラス
（エアコン設置住宅向け）

エネとくスマートプラン
（スマート電化住宅向け）

150kWh 250kWh 400kWh

★ＮＥＷ

（月間使用量）

料金プランのラインアップ（２）

ｅタイム３プラス
（スマート電化住宅・ロードヒーティングあり）

4～7ページ

8～13ページ

ポイントを
貯めておトク
に使いたい

省エネ
電化機器を
おトクに
使いたい

ご使用量に
あわせて
おトクに
使いたい
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新しい電気料金プランのご紹介

エネとくＳプラン

毎月のご使用量が150～250kWh程度のお客さま向け
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■当社は、電気のご使用状況に応じておトクにご利用いただける
料金プランのラインアップを取り揃えております。

ご家庭向けの料金プランのラインアップ

エネとくＭプランエネとくＳプラン

毎月のご使用量の目安

エネとくＬプラン

150kWh ４00kWh２50kWh

ご使用量別のおすすめプラン

■毎月のご使用量が150～250kWh程度のお客さまに

とてもおトクな「エネとくＳプラン」新登場！
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「エネとくＳプラン」（１）

「エネとくＳプラン」の料金メリット例

■現在のご契約が従量電灯Bで、年間の電気料金が83,000円程度
（月間の電気料金が6,900円程度）のお客さまの場合、

エネとくＳプランにご加入いただくことで、年間4,600円
（▲5.5％）程度おトクになります。

従量電灯Ｂ エネとくＳプラン

82,900円 78,300円

〔試算の前提〕30アンペア・200kWh/月で算定
・再生可能エネルギー発電促進賦課金（2.95円/kWh）および

消費税等相当額を含み、燃料費調整額は含まない。

断然おトクです！

ぜひ、お申し込みください！

年間4,600円(5.5％↓)
程度おトクに！

javascript:ClickThumbnail(21)
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「エネとくＳプラン」（２）

■従量電灯Ｂで、契約電流が10～60アンペアのお客さま

※ 本プランへのご加入にあたっては、会員制Ｗｅｂサービス「ほくでんエネモール」へのご登録が必要となります。

■毎月150kWhまでのご利用が定額

■150kWhを超えた分も、従量電灯Ｂ
よりおトクな料金でご利用いただけます。

プランの詳細

＜エネとくＳプランの料金表＞

対象となるお客さま

区 分 料金単価（税込）

10アンペア 341.00円

15アンペア 511.50円

20アンペア 682.00円

30アンペア 1,023.00円

40アンペア 1,364.00円

50アンペア 1,705.00円

60アンペア 2,046.00円

■基本料金

区 分 料金単価（税込）

150kWhまで
（定額）

3,294.50円

150kWhをこえる
1kWhにつき

32.38円

■電力量料金
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新しい電気料金プランのご紹介

エネとくスマートプラン

エコキュートやエアコン等のヒートポンプ機器
をご利用されるスマート電化のお客さま向け
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■省エネ・省CO2に貢献するヒートポンプ式の電気暖房機・電気

給湯機などをご使用いただく、スマート電化向けのおトクな
料金プランのラインアップが充実いたしました。

スマート電化向けの料金プランのラインアップ

エネとくスマートプラン

ヒートポンプ式の電気暖房機：エアコン・温水暖房(ヒートポンプ式)等
ヒートポンプ式の電気給湯機：エコキュート等

スマート電化向けのおすすめプラン

ロードヒーティング

併用あり

ｅタイム３プラス

■スマート電化住宅等のお客さまに、さらにおトクなプラン
「エネとくスマートプラン」新登場！
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「エネとくスマートプラン」（１）

■ヒートポンプ式機器をご使用される下記試算例のお客さまの場合
年間の電気料金は、現在ご用意しているｅタイム３プラスと比べ

年間15,000円（▲4.4％）程度おトクになります。

［試算の前提］
・使用電力量 11,961kWh/年
・基本料金は、エネとくスマートプラン：9kW（実量制）

ｅタイム３プラス：12kVA（主開閉器契約）で算定。
・再生可能エネルギー発電促進賦課金（2.95円/kWh）

および消費税等相当額を含み、燃料費調整額は含まない。

【機器の前提】
・温水セントラル暖房（ヒートポンプ式）
・エコキュート ・ＩＨクッキングヒーター

「エネとくスマートプラン」の料金メリット例

ｅタイム３プラス エネとくスマートプラン

342,000円 327,000円

年間15,000円
（4.4％↓）

程度おトクに！
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「エネとくスマートプラン」（２）

「エネとくスマートプラン」の特徴①

■電力量料金を「日中時間」と「夜間・日祝時間」の２時間帯別
に設定し、日曜日・祝日は一日中おトクにご利用いただけます。

■時間帯区分を分かりやすく、また、電気をおトクにご利用いた
だける時間をたっぷりご用意しております。

平日・土曜日

0時 8時 22時

夜間・
日祝時間

夜間・
日祝時間日中時間 夜間・日祝時間

24時 0時 24時

日曜日・祝日

＜時間帯イメージ＞

平日・土曜日は夜間がおトク！ 日曜日・祝日はずーっとおトク！
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「エネとくスマートプラン」（３）

「エネとくスマートプラン」の特徴②

■基本料金は、お客さまの電気のご使用実績にもとづいた契約電力※により
決定します。

■契約電力は、お客さまの使用実績の最も大きい電力（kW）で決まります。
例えば、エアコンやテレビの稼働中に、掃除機などを一定の時間、同時に
使用すると、ご使用実績（kW）が大きくなります。

■家電製品の同時使用をお控えいただくなど、電気を上手にご利用いただく
ことで、基本料金を抑えることが可能です。

家電製品のタイマー機能等
を上手に活用することで、
契約電力（＝基本料金）を
抑えることが可能です！

※当月を含む過去１年間の各月のご使用実績のうち最も大きい値を「契約電力」といたします。
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「エネとくスマートプラン」（４）

プランの詳細

単 位 料金単価（税込）

基本料金 1kWにつき 396.00円

単 位 料金単価（税込）

電力量料金
日中時間 1kWhにつき 27.06円

夜間・日祝時間 1kWhにつき 17.64円

＜エネとくスマートプランの料金表＞

■次のいずれにも該当するお客さま

・ 暖房および給湯の熱源が電気であること

・ ヒートポンプ式の電気暖房機または電気給湯機をお持ちであること

対象となるお客さま

※ 本プランへのご加入にあたっては、会員制Ｗｅｂサービス「ほくでんエネモール」へのご登録が必要となります。
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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２つの料金プランは、2月17日（月）より
お申し込み受付を開始いたします。

■当社とご契約いただいているお客さまはもちろん、
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。

■ほくでんお客さま相談センターでは、お申し込み受付のほか
料金メリット試算等も承りますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

お申し込み受付について

＜料金プランに関するお問い合わせ先＞

◆ほくでんお客さま相談センター 0120－956－688（通話料無料）
受付時間：平日９時～１７時（年末年始、５月１日は除く）

◆インターネット（ほくでんホームページ）https://www.hepco.co.jp/

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

