


 

 

2022年4月吉日 

 

お客さま各位 

 

株式会社サイサン 

【本書に関するお問合せ先】 

フリーダイヤル 0120-106-142 

Webからのお問い合わせ 

https://eneone.tayori.com/q/saisan-to-eneone/ 

 

 分社化に伴う電力事業の社名・体制およびご契約内容等変更のお知らせ 

 

拝啓 平素は株式会社サイサンならびにガスワングループが提供する各種サービスをご利用いただきまして誠にありが

とうございます。 

 さて、弊社は2022年6月1日より、お客さまへのサービス向上のため電力小売事業部門を独立させ、一層の体制強化

を図ることといたしました。今後も弊社サイサンがお客さまの業務窓口であることに変更はございませんが、①電力供給

をグループ会社として発足する「株式会社エネワンでんき」にて担当いたしますこと、②燃料費調整額の算定方法変更お

よび①等に伴う電気供給約款等の変更がございますことを、電気事業法等に基づき当書面にてお知らせいたします。 

 なお、当変更において、お客さまに行っていただくことはございません。お客さまの電力のご利用、お支払日やお支払

先に変更はございません。電気料金は引き続き弊社サイサンまたは代理店よりご請求申し上げます。 

 引き続きガスワングループの各種サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

I 株式会社エネワンでんきの会社概要 

商 号 株式会社エネワンでんき 代 表 取 締 役 吉澤 正人 

本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 丸の内センタービル2F 

 

II ご契約内容の変更箇所 

 2022年5月31日まで 2022年6月1日以降 

小売電気事業者 株式会社サイサン（登録番号A0015） 株式会社エネワンでんき（登録番号A0015） 

本店所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 

丸の内センタービル2F 

お問い合わせ先 

※変更なし 

エネワンサービスセンター 

フリーダイヤル 0120-106-142（受付時間24時間） メールアドレス info-ene@saisan.co.jp 

 

III 代理店および請求書発行元 

(1) 2022年5月31日以前にサイサンへ直接お申し込みいただいたお客さま 

2022年6月1日以降はサイサンが代理店となります。引き続きサイサンへ電気料金をお支払いいただきます。 

サイサンの本店所在地ならびにお問い合わせ先につきましては、Ⅱ（ご契約内容の変更箇所）の通りです。 

(2) 2022年5月31日以前に代理店にお申し込みいただき、サイサンへ電気料金をお支払いのお客さま 

2022年6月1日以降も代理店の変更はございません。引き続きサイサンへ電気料金をお支払いいただきます。 

(3) 2022年5月31日以前に代理店にお申し込みいただき、代理店へ電気料金をお支払いのお客さま 

2022年6月1日以降も代理店の変更はございません。引き続き代理店へ電気料金をお支払いいただきます。 

 

 



 

 

IV 燃料費調整額の算定方法の変更点（2022年6月1日以降） 

1. 変更の対象 

低圧で電気をご利用のお客さま 

2. 変更の時期 

2022年7月ご利用分の電気料金から 

ただし、6月1日以降新規にご使用を開始されたお客さまは、ご使用開始日から変更を適用いたします。 

3. 変更の内容 

原油価格上昇やウクライナ情勢等の影響による燃料価格の高騰に伴い、適切な燃料価格を電気料金に反映して安定的な電力

供給を行うことを目的とし、下表①の通り、燃料費調整額の算定に用いる平均燃料価格の上限値を撤廃いたします。変更前

の電気供給約款では平均燃料価格が下表②の平均燃料価格上限を超えた場合はその超過分を燃料費調整に反映しないこと

となっておりますが、この変更により、下表②の平均燃料価格上限を超えた場合も燃料費調整に反映することといたします。 

表① 電気供給約款の新旧対照表（下線部が変更箇所） 

変更前 変更後 

別表2 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定さ

れた値といたします。なお，燃料費調整単価の単位は，1 銭と

し，その端数は，小数点以下第1位で四捨五入いたします。 

(ｲ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下表②基準平均燃

料価格を下回る場合 

燃料費調整単価= (下表②基準平均燃料価格−平均燃料価格)

× (2)の基準単価 1,000⁄  

(ﾛ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下表②基準平均燃

料価格を上回り，かつ，下表②平均燃料価格上限以下の場合 

燃料費調整単価= (平均燃料価格−下表②基準平均燃料価格)

× (2)の基準単価 1,000⁄  

(ﾊ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下表②平均燃料価

格上限を上回る場合，平均燃料価格は，下表②平均燃料価格上

限といたします。 

燃料費調整単価= (下表②平均燃料価格上限

−下表②基準平均燃料価格)

× (2)の基準単価 1,000⁄  

別表2 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定さ

れた値といたします。なお，燃料費調整単価の単位は，1 銭と

し，その端数は，小数点以下第1位で四捨五入いたします。 

(ｲ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下表②基準平均燃

料価格を下回る場合 

燃料費調整単価= (下表②基準平均燃料価格−平均燃料価格)

× (2)の基準単価 1,000⁄  

(ﾛ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下表②基準平均燃

料価格を上回る場合 

燃料費調整単価= (平均燃料価格−下表②基準平均燃料価格)

× (2)の基準単価 1,000⁄  

（削除） 

表② 供給区域ごとの基準平均燃料価格および平均燃料価格上限 

供給区域 基準平均燃料価格 平均燃料価格上限 供給区域 基準平均燃料価格 平均燃料価格上限 

東北電力管内 31,400円 47,100円 中国電力管内 26,000円 39,000円 

東京電力管内 44,200円 66,300円 四国電力管内 26,000円 39,000円 

中部電力管内 45,900円 68,900円 九州電力管内 27,400円 41,100円 

北陸電力管内 21,900円 32,900円 沖縄電力管内 25,100円 37,700円 

関西電力管内 27,100円 40,700円    

※ 当変更への異議を理由に解約されるお客さまにおかれましては、お客さまからのご申告にもとづき、解約事務手数料

を適用対象外とさせていただきます。 

4. 各種URLおよびQRコード 

電気供給約款等の変更内容詳細や燃料費調整制度につきましては以下のURL またはQR コードよりご確認いただけます。 

変更後の電気供給約款等および新旧対照表 

https://www.saisan.net/news/220331.html 

 

 

 

 

 

燃料費調整制度に関するご案内 

http://www.saisan.net/saisan/pps2/fuelcost.html 



 

 

V ご契約に関する重要事項説明（2022年6月1日以降） 
1. 電力供給契約 

(1) 電力供給契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾した日に成立します。 

(2) ご契約期間は、お申し込みを当社が承諾した日から供給開始日以降1年目

の日までとし、それ以降は1年毎に自動で更新いたします。 

(3) ご契約内容の変更や、ご契約の終了等の際は、当社「エネワンサービスセ

ンター」までご連絡ください。 

※ お客さまのお申し出により供給開始日以降1年目の日以前に解約された場合、

解約事務手数料として3,300円（税込）をお支払いいただきます。また、お

客さまの都合による頻繁な契約電流・契約容量・契約電力の変更や、当社の

他の電力供給プランへの変更には、応じられないことがあります。 

2. 電気料金の算定方法 

(1) 電気料金の算定期間は、原則として以下の通りとなります。 

① 「前月の計量日から当月の計量日の前日」または「前月の検針日から

当月の検針日の前日」までの期間といたします。 

② 契約を開始した際は、電力供給の開始日から「直後の計量日の前日または直

後の検針日の前日」までの期間とし、契約を終了した際は、「直前の計量日ま

たは直前の検針日」から終了日の前日までの期間といたします。なお、この

場合には「電気供給約款（低圧）」に定めた方法で日割り計算を実施します。 

(2) 電気料金は、「エネワンでんき料金表（本書下部のURL またはQR コー

ドからアクセスしてご覧ください。）」に「燃料費調整額」を加減して得ら

れた金額に、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えた金額となり

ます。なお、キャンペーン等により割引が適用される場合があります。 

(3) 燃料費調整額の算定に用いる毎月の燃料費調整単価は当社ホームページ

をご確認ください。 

http://www.saisan.net/saisan/pps2/fuelcost.html 

3. 債権譲渡に関する特則 

(1) 当社は、お客さまの電気料金債権を、当社が指定する債権譲受人（以下当該債権譲

受人）へ譲渡し、当該債権譲受人より請求書を発行いたします。請求書発行元につ

いてはⅡ（変更後のご契約内容）をご確認ください。なお、当社および当該債権譲

受人は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略いたします。 

(2) 当社は、当該債権譲受人へお客さまに係る氏名、名称、住所もしくは居所、

連絡先の電話番号および請求書の送付先ならびにその他債権の請求およ

び回収を行うために必要な情報を提供する場合があります。 

4. 料金のお支払い 

(1) 当該債権譲受人への料金の支払方法および支払期日は、当該債権譲受人の定める

ところによります。ただし、当該債権譲受人が株式会社サイサン（以下サイサン）

である場合の料金その他の支払方法および支払期日は次の通りです。 

① クレジットカードによるお支払いの場合は、ご指定のクレジットカー

ド会社の規約にもとづきお支払いいただきます。 

② 口座引落しの場合は、原則として検針日の翌々 月6日（金融機関が休業

日の場合、翌営業日）にご指定の預金口座からお支払いいただきます。 

③ 振込みの場合は、原則として検針日の翌月末日にお支払いいただきます。 

④ ①または②のお手続きが完了するまでの間、コンビニ払込票により、

記載の支払期日までにお支払いいただきます。金融機関や収納代行企

業等によるお手続き期間中など、当社がやむをえないと判断した場合

を除き、発行手数料220円(税込)をお支払いいただきます。 

⑤ その他の支払方法については、株式会社サイサンの規定によりご指定い

ただける場合があります。 

(2) 支払期日を過ぎてもお客さまに電気料金をお支払いいただけない場合や、

その他「電気供給約款（低圧）」に定める場合には、当社は契約を解除する

15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。 

5. 電気の供給方法 

(1) 当社は一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、お客さまに電気を供給

いたします。 

(2) 当社または一般送配電事業者は、お客さまの土地もしくは建物に立ち入ら

せていただく等、業務上必要なご協力をお願いすることがあります。 

(3) 契約電流は30・40・50・60アンペア(A)のいずれかとし、原則として、お

客さまのお申し込みにもとづき決定いたします。 

(4) 契約容量・契約電力は原則として契約主開閉器の定格電流または契約負荷

設備の容量にもとづき決定いたします。ただし、他の小売電気事業者から

当社へ電力供給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との電力供

給契約終了時点の契約容量・契約電力を引き継ぐものとします。 

(5) 供給電圧は、100または200ボルト(V)、または100ボルト(V)および200

ボルト(V)となります。 

(6) 周波数は50または60ヘルツ(Hz)となります。 

6. カーボンニュートラルでんき（実質再エネプラン）をお申し込みのお客さま 

(1) カーボンニュートラルでんき（実質再エネプラン）は、当該プランをご契

約のお客さまに供給する電気について、再生可能エネルギー指定の非化石

証書を100%活用し、実質的にCO2排出量をゼロとするプランです。 

(2) 当該プランにおける電源構成および非化石証書の使用状況については、当

社のホームページをご確認ください。 

http://www.saisan.net/saisan/pps2/elec-co2.html 

7. その他 

(1) お客さまが当社へ電力供給契約を切替える際、電力量計（スマートメータ

ー）の設置工事が必要となる場合がありますが、お客さまの費用負担はご

ざいません。ただし、お客さまのご希望によってその他の工事等が発生す

る場合は、お客さまに工事費をご負担いただくことがあります。 

(2) お客さまが当社へ電力供給契約を切り替えるために、切り替え前の小売電

気事業者との契約を解除することにより、お客さまに以下の不利益が生じ

ることがあります 

① 契約解除に伴って違約金等の支払いが必要となる場合があります。 

② ポイント等が失効する場合があります。 

③ 各種照会サービス、その他取引に関わるサービス等がご利用停止にな

る場合があります。 

(3) 当社は、託送供給等約款の変更、法令・条例・規則等の変更、消費税率および地

方消費税率の税率の変更、その他当社が必要と判断した場合には電気料金、電気

供給約款（低圧）、供給契約条件、契約条項兼重要事項説明書等を変更すること

があります。その場合は、当社ホームページ等により、通知いたします。 

※ 当変更への異議を理由に解約されるお客さまにおかれましては、お客さまからのご申告にもとづき、解約事務手数料

を適用対象外とさせていただきます。 

 

以上 

 

 

 

 

エネワンでんき 電気供給約款 
http://www.saisan.net/saisan/pps2/yakkan_low.html 
 
 
 
 
 

エネワンでんき 料金表 
http://www.saisan.net/saisan/pps2/elec-ryoukin.html 
 
 
 
 
 

 


