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管轄エリア 需要区分 分類番号 契約種別 

北海道電力 

電灯需要 

（2） あんしんでんきビジネスプラン 

（3） あんしんでんきずっとおトクプラン 

（9） あんしんでんきビジネスプランプラス 

（10） あんしんでんきずっとおトクプランプラス 

電力需要 

（1） あんしんでんき動力プラン 

（2） あんしんでんき低圧セットプラン 

（5） あんしんでんき動力プランプラス 

東北電力 

電灯需要 

（2） あんしんでんきビジネスプラン 

（3） あんしんでんきずっとおトクプラン 

（9） あんしんでんきビジネスプランプラス 

（10） あんしんでんきずっとおトクプランプラス 

電力需要 

（1） あんしんでんき動力プラン 

（2） あんしんでんき低圧セットプラン 

（5） あんしんでんき動力プランプラス 

東京電力 

電灯需要 

（2） あんしんでんきビジネスプラン 

（3） あんしんでんきずっとおトクプラン 

（9） あんしんでんきビジネスプランプラス 

（10） あんしんでんきずっとおトクプランプラス 

（17） 「シェアレストランでんきガスセットプラン」 

電力需要 

（1） あんしんでんき動力プラン 

（2） あんしんでんき低圧セットプラン 

（5） あんしんでんき動力プランプラス 

北陸電力 

電灯需要 

（2） あんしんでんきビジネスプラン 

（3） あんしんでんきずっとおトクプラン 

（9） あんしんでんきビジネスプランプラス 

（10） あんしんでんきずっとおトクプランプラス 

電力需要 

（1） あんしんでんき動力プラン 

（2） あんしんでんき低圧セットプラン 

（5） あんしんでんき動力プランプラス 

 

 



 

 

管轄エリア 需要区分 分類番号 契約種別 

中部電力 

電灯需要 

（2） あんしんでんきビジネスプラン 

（3） あんしんでんきずっとおトクプラン 

（9） あんしんでんきビジネスプランプラス 

（10） あんしんでんきずっとおトクプランプラス 

電力需要 

（1） あんしんでんき動力プラン 

（2） あんしんでんき低圧セットプラン 

（5） あんしんでんき動力プランプラス 

中国電力 

電灯需要 

（2） あんしんでんきビジネスプラン 

（3） あんしんでんきずっとおトクプラン 

（9） あんしんでんきビジネスプランプラス 

（10） あんしんでんきずっとおトクプランプラス 

電力需要 

（1） あんしんでんき動力プラン 

（2） あんしんでんき低圧セットプラン 

（5） あんしんでんき動力プランプラス 

四国電力 

電灯需要 

（2） あんしんでんきビジネスプラン 

（3） あんしんでんきずっとおトクプラン 

（9） あんしんでんきビジネスプランプラス 

（10） あんしんでんきずっとおトクプランプラス 

電力需要 

（1） あんしんでんき動力プラン 

（2） あんしんでんき低圧セットプラン 

（5） あんしんでんき動力プランプラス 

九州電力 

電灯需要 

（6） あんしんでんきビジネスプラン Q 

（7） あんしんでんきずっとおトクプラン Q 

（13） あんしんでんきビジネスプラン Q プラス 

（14） あんしんでんきずっとおトクプラン Q プラス 

電力需要 

（5） あんしんでんき動力プラン Q 

（6） あんしんでんき低圧セットプラン Q 

（9） あんしんでんき動力プラン Q プラス 

※関西電力が管轄するエリアについては次頁以降に記載 

 

 



 

管轄エリア 需要区分 分類番号 契約種別 

関西電力 電灯需要 

（16） ベーシックプラン 20 

（17） 法人スマートプラン 20 

サロンでんきビジネスプラン 20 

やまとでんきビジネスプラン 20 

バリューでんきビジネスプラン 20 

栃木でんきビジネスプラン 20 

フラワーでんきビジネスプラン 20 

クリニックでんきビジネスプラン 20 

宿泊でんきビジネスプラン 20 

あんしんでんきビジネスプラン 20 

（18） ずっとおトクプラン 20 

サロンでんきずっとおトクプラン 20 

やまとでんきずっとおトクプラン 20 

バリューでんきずっとおトクプラン 20 

栃木でんきずっとおトクプラン 20 

フラワーでんきずっとおトクプラン 20 

クリニックでんきずっとおトクプラン 20 

宿泊でんきずっとおトクプラン 20 

あんしんでんきずっとおトクプラン 20 

（19） パックプラン 20 

（20） 法人スマートプラン R20 

（21） もっとずっとおトクプラン 20 

（22） 店舗応援プラン 20 

（23） 法人スマートプラン 20 プラス 

バリューでんきビジネスプラン 20 プラス 

やまとでんきビジネスプラン 20 プラス 

クリニックでんきビジネスプラン 20 プラス 

宿泊でんきビジネスプラン 20 プラス 

あんしんでんきビジネスプラン 20 プラス 

（24） ずっとおトクプラン 20 プラス 

バリューでんきずっとおトクプラン 20 プラス 

やまとでんきずっとおトクプラン 20 プラス 

クリニックでんきずっとおトクプラン 20 プラス 

宿泊でんきずっとおトクプラン 20 プラス 

あんしんでんきずっとおトクプラン 20 プラス 



 

管轄エリア 需要区分 分類番号 契約種別 

関西電力 

電灯需要 （25） 法人スマートプラン R20 プラス 

（26） 従量オフィスサポートプラン 20 

（27） 従量店舗サポートプラン 20 

（28） ずっとおトクオフィスサポートプラン 20 

（29） ずっとおトクプラン店舗サポートプラン 20 

電力需要 

（6） 動力プラン 20 

サロンでんき動力プラン 20 

やまとでんき動力プラン 20 

バリューでんき動力プラン 20 

栃木でんき動力プラン 20 

フラワーでんき動力プラン 20 

クリニックでんき動力プラン 20 

宿泊でんき動力プラン 20 

あんしんでんき動力プラン 20 

（7） 低圧セットプラン 20 

サロンでんき低圧セットプラン 20 

やまとでんき低圧セットプラン 20 

バリューでんき低圧セットプラン 20 

栃木でんき低圧セットプラン 20 

フラワーでんき低圧セットプラン 20 

クリニックでんき低圧セットプラン 20 

宿泊でんき低圧セットプラン 20 

あんしんでんき低圧セットプラン 20 

（8） 動力オフィスサポートプラン 20 

（9） 動力店舗サポートプラン 20 

（10） 動力プラン 20 プラス 

バリューでんき動力プラン 20 プラス 

やまとでんき動力プラン 20 プラス 

クリニックでんき動力プラン 20 プラス 

宿泊でんき動力プラン 20 プラス 

あんしんでんき動力プラン 20 プラス 

 

以上 


