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ケーブルライフでんきについて 
 

この度は、ケーブルライフでんきをお申込いただき、 

誠にありがとうございます。 

こちらはケーブルライフでんきについての重要な書類ですので、 

ご一読の上、大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木ケーブルテレビ  

栃木センター 
〒328-0024 栃木市樋ノ口町 43-5  TEL  0120-25-1819 

下野センター 
〒329-0434 下野市祇園 1 丁目 7－23 

堀ノ内ビル 1 階 
TEL  0120-22-1880 

館林ケーブルテレビ 〒374-0039 館林市美園町 13-2  TEL  0120-17-1823 

結城ケーブルテレビ 〒307-0001 結城市大字結城 13743-1 TEL  0120-58-1822 

筑西ケーブルテレビ 〒308-0031 筑西市丙 360 スピカビル 5 階 TEL  0120-09-1811 
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【ケーブルライフでんき お申し込み後の流れ・諸注意事項】 

 

今回の電力切替に関しまして、お客様から「旧電力会社」へのご連絡の必要はございません（切替前の 

アンペア数変更は除く）。「旧電力会社」へのお手続きは、当社にて代行しておこないますのでご安心下さい。 

 

●工事について 

ケーブルライフでんきに切り替えるにはスマートメーターの交換工事が必要となります。 

・東京電力パワーグリッド様が委託した工事会社により無償で交換工事が行われます。 

・交換工事に原則お客様立会の必要はございません。（停電を伴う工事の場合は、お客様の立会が必要となります） 

※既築の場合、新たな電線の引込工事をおこなうことはございません、既存の電線をそのまま使います。 

※交換にあたっては、事前に東京電力パワーグリッド様が委託した工事会社から連絡が入ります。 

※スマートメーターは、毎月の検針業務の自動化や、電気使用状況の見える化を可能とするものです。 

※スマートメーター交換工事が完了していなくても、ケーブルライフでんきへの切替処理は行われます。 

 

●ご請求のタイミングについて 

申込処理後、次回検針日もしくは次々回検針日に切替処理が行われます。 

電気料金のお引き落としは検針日の属する月の翌々月（２ヶ月後）の１０日（土日祝祭日の場合は翌営業日）に、当社

のその他サービス（テレビ・インターネット・電話サービス）の料金と合算でのご請求となります。 

※でんきパック割引が適用になるのは電気料金のご請求が開始されたタイミングからとなります。 

また「お申込み受領のお知らせ」が東急パワーサプライより郵送されます（「お申込み受領のお知らせ」には供給開始

日が記載されています。またマイページログイン用の設定情報も同時にお知らせされます）。 

 

●決済方法について 

当社の全サービスで決済方法が同一である場合のみケーブルライフでんきのお申し込みを承っております。 

ケーブルライフのお申し込み後に、サービスごとに異なる決済方法であることが発覚した場合には、全サービスで決

済方法を揃えていただくご案内をさせていただきますので、予めご了承ください（決済方法を同一にできない場合に

はケーブルライフでんきのお申し込みを承れません）。 

 

●ご利用明細の発行及び再発行処理について 

従量電灯 B の場合、毎月 110 円(税込)にて毎月のご利用明細を発行してお届けするサービスがございます。なお従量

電灯 C及び低圧電力のご利用明細 の発行については無料となります。いずれもお申込時にお申し出ください。※マイ

ページにてご利用明細を確認することもできます。ただしインターネット接続環境と接続端末が必要となります。 

 

●ご利用料未納の履歴がある場合のお申し込みについて 

ケーブルライフでんきのお申込日から遡って過去１年間に当社サービスのご利用料のお支払いについて２ヶ月連続し

て未納の履歴がある場合には、お申し込みをお断りしております。お申し込み後に発覚した場合には、お申し込み自

体をキャンセルさせていただきますので、予めご了承ください。 
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●電気サービスご利用料未納時の契約解除について 

ケーブルライフでんきのご利用料金のお支払いが２ヶ月連続で確認できない場合には、事前に書面にてご通告したう

えでご契約を解除させていただきます。当社がお客さまとのご契約を解除した場合、電気の供給が停止します。なお

電気の供給停止によりお客様に損害が生じましても、当社は一切その責任を負い兼ねますのでご承知おきください。 

また電気供給の停止後には、電気のご契約を当社ケーブルライフでんきには戻せません。契約解除前に事前送付する

書面にて、東京電力エナジーパートナー様のご連絡先をお知らせいたしますのでお客さまにて申込みのお手続きをお

願いします。 

 

●各種お問い合わせ先 

契約内容の変更や、電気に関するご不明点・お問合せ等がございましたら、まずは当社へお問い合わせください。 

栃木ケーブルテレビ 0120-25-1819  

館林ケーブルテレビ 0120-17-1823  

結城ケーブルテレビ 0120-58-1822  

筑西ケーブルテレビ 0120-09-1811  

 

停電時には当社までお問い合わせください。なお、広範囲での停電時等の場合は、東京電力パワーグリッドへのお

問い合わせをお願いする場合もございます。 

東京電力パワーグリッド 0120-995-007 / 03-6375-9803 (有料) 

 

【東急パワーサプライ 重要事項説明】 

1．電気需給契約のお申し込みと供給開始日について 

・お客様が新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ電気需給約款【低圧】、電気重要事項説明（本書

面）、一般送配電事業者が定める託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ、当社指定の様式

にてお申込をいただきます。ただし、軽易なものについては、口頭、電話等によるお申込みを受け付ける事があ

ります。 

・申込書にご記入いただいた事項に加え、後日必要な情報の提供をお願いすることがあります。 

・供給開始予定日は、原則として、当社にてお申し込みを受け付けた日から標準処理期間（一般送配電事業者が

定める計量メーター取り替え等に要する期間）が満了した後の最初の検針日となります。 

 

2．スマートメーターへの取替等について 

・小売電気事業者切替にあたって、スマートメーターが未設置のお客さまに関しては、計量器の取替工事が行わ

れます。工事にあたっては以下の点についてご留意ください。 

・工事は東京電力パワーグリッド株式会社が委託した工事会社が単独で実施します。 

・工事会社よりお客さま宛に、事前に電話等にて連絡を行い、工事日をお知らせします。ただし、連絡が取れな

い場合は、直接工事会社が訪問する場合があります。 

・敷地内への立入等、お客さまとの立会作業が必要となる場合があります。 

・原則として、無停電工事であるものの、現場状況により停電工事が発生する場合があります。 

・原則として、工事等に要するお客さまの費用負担はありません。供給開始等に伴い工事費負担金が発生した場

合は、一般送配電事業者が見積り算定した実費を当社がお客さまに請求いたします。 
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3．電力契約解除に伴う不測の不利益について 

・従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。実際ど

のような不利益を被るかは従前の小売電気事業者にご確認ください。 

①過去電力使用量の照会不可 

②解約に伴う違約金の発生（複数年契約等の場合） 

③発行ポイントの失効 

④継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア 

⑤電気ご使用量のお知らせ（検針票）の戸別配布終了 

⑥従前の小売電気事業者にて新規申込受付を終了している契約メニューへの再申込不可 

 例）東京電力エナジーパートナー株式会社の場合：電化上手 等 

 

4．ご契約の内容について 

・契約種別については、電気需給約款【低圧】に定めるもののうち、従前の小売電気事業者との間で適用されて

いた契約種別等に対応するものを適用します。また、契約電流・容量・電力は従前の小売電気事業者との間で適

用されているものと同等のものとします。 

・ 契約電流が 20A 以下の場合等、当社が提供をしていない契約電流等ではご契約いただけません。ご契約いた

だくためには、アンペア数の変更等が必要となります。 

・供給電圧は 100V、200V、100V および 200V のいずれかとし、周波数は 50Hz とします。 

・低圧電力のご契約は、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。 

 

5．電気ご使用量や電気料金の計算方法について 

・供給電力等の計測は一般送配電事業者が設置した計量器により実施し、その計量値を受領後に料金を計算いた

します。 

・電気料金は、電気需給約款【低圧】の別表に基づき計算されます。 

・料金の算定期間は、原則として前月の検針日（計量日）から当月の検針日（計量日）の前日までの期間になり

ます。ただし、契約終了時や転居先での電気需給契約における契約開始月等、上記によらない場合があります。 

・お客様が電気の契約先をご検討される際の比較しやすさを考慮し、当社の電気料金は、東京電力エナジーパー

トナー株式会社の経過措置料金と同様の料金構成（基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー

発電促進賦課金）とするとともに、燃料費調整額は同社と同じ料金方法を採用しております。 

・電気使用量および請求金額は、東急パワーサプライお客さま専用 Web サイト（マイページ）にてご確認いた

だけます。お客さま専用 Web サイト（マイページ）の初期パスワードは、原則として供給開始日までにお知らせ

いたします。ただし、転居先での電気需給契約の場合等、供給開始日以降にお知らせすることがあります。 

 

6．電気料金のお支払いについて 

・電気料金のお支払いには、当社取扱のクレジットカードまたは口座振替をご選択いただけます。 

・請求書等の郵送をご希望されるお客様は別途当社が定める手数料をご負担いただきます。その他お客さまが電

気を不正に使用した際の違約金など一般送配電事業者から当社に請求される費用についても同様に、お客さまに

請求いたします。 
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7. クレジットカードでのお支払いについて 

・お客さまは、料金等を、お客さまが指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づい

て支払うものとします。 

・お客さまは、お客さまから当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社

が、お客さまが指定したクレジットカードの発行カード会社の指示により、お客さまが指定したクレジットカー

ド以外で当社が料金等の請求をした場合も、お客さまは、当該請求に基づき支払うものとします。 

・お客さまが指定したクレジットカードのクレジットカード番号・有効期限・名義に変更があった場合、お客さ

まは遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。 

・当社は、お客さまが指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、お客さまが指定したク

レジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社またはお客さまの指定したクレジットカード会社

の判断により一方的にクレジットカード支払いを拒否するものとします。 

 

8. 電気の需給に関するお客さまご協力のお願い 

・電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下の事項を遵守していただ

きます。 

(1) 供給設備の施設等に関する事項 

・一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等に関する協力 

(2) 給電指令の実施または制限・中止に関する事項 

・一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安

上必要がある場合における需要者の電気の使用の制限・中止への協力 

(3) 需要場所への立入りに関する事項 

・供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計・施工、改修または検査に伴う、

土地、建物への立入りへの協力 

・不正な電気の使用の防止等に必要な、需要者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他

電気工作物の確認もしくは検査、または需要者の電気の使用用途の確認に伴う土地、建物への立入りへの協力 

・計量値の確認、供給の開始、廃止、停止、その他一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な

措置に伴う土地・建物への立入りへの協力 

(4) 電力品質維持に関する協力 

・負荷の特性等（不平衡負荷、電圧・周波数変動、波形ひずみ、高調波等）により他者の電気の使用を妨害、ま

たは妨害するおそれがある場合等における、必要な調整装置または保護装置の需要場所への施設あるいは一般送

配電事業者の供給設備の変更または専用供給設備の施設への協力 

 

9．契約期間と契約更新について 

・契約期間は電気需給契約が成立した日から、供給開始日以降 1 年目までの日とします。 

・ただし、契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は契約

期間終了後も 1 年毎に同一条件で継続されるものとします。 

 

10．お客さま希望による契約変更または解約について 

・引越しの場合は、電気の使用停止日が決まり次第、当社に対して事前に解約のお申し出をいただくことで、電

気需給契約を解約することができます。 
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・契約の変更または解約をご希望されるお客さまは、以下に記載する当社窓口までご連絡ください。 

 

11．東急パワーサプライが行う契約の解除について 

・東急パワーサプライは、次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約を解除することができます。 

①電気需給約款【低圧】によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった

事実を解消しない場合 

②お客さまが、電気使用終了期日の通知をせず、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らか

な場合 

③支払期日を 40 日経過してもお客さまが料金等を支払われない場合 

④その他、お客さまが電気需給約款【低圧】の規定に違反した場合 

 

12．無契約状態となった場合の手続きについて 

・お客さまがクーリング・オフを希望される場合や、11.に記載した事由によって当社より契約を解除された場合

等には、無契約状態となり電気の供給が停止するおそれがあります。そのため、他の小売電気事業者に小売供給

契約を申し込むか、東京電力パワーグリッド株式会社の特定小売供給を申し込む必要があります。 

 

13．電気料金の改定に関するお客さま承諾について 

・当社は、他の小売電気事業者の電気料金が改定された場合や、託送供給等約款の改定または発電費用や電力調

達費用等の変動により料金改定が必要となる場合、電気需給約款【低圧】を改定することがあります。その場合、

新たな電気料金、およびその適用開始日を電子メールその他の方法により、お客さまに通知いたします。新たな

電気料金をご承諾いただけない場合、新たな電気需給約款等の適用開始日の 10 日前までに当社に対して解約の

お申し出をいただくことで、契約を解除することができます。 

・解約のお申し出が上記期限までにない場合は、電気需給約款等の変更をご承諾いただけたものとみなします。 

 

14．電磁的交付について 

・東急パワーサプライまたは当社は、電気需給約款【低圧】、各種説明書（これらの変更を含みます）、各種案内、

契約内容、取引履歴等の内容を、書面の交付（郵送）に代え、web サイト、電子メール等の東急パワーサプライ

所定の電磁的方法により、お客さまに交付します。お客さまは、電磁的交付によることを承諾していただきます。 

・お客さまは、契約更新、契約変更時における契約内容の説明および電磁的交付の内容について、次の事項を承

諾するものといたします。 

（１）電気需給契約を更新するとき 

① 供給条件の説明を行う場合 

・更新後の契約期間のみを電磁的交付することなく説明すること 

② 契約締結後の電磁的交付を行う場合 

・小売電気事業者の名称および住所、契約年月日、更新後のあらたな契約期間ならびに供給地点特定番号 

（２）電気需給約款等を変更するとき（（3）に定める場合を除く） 

① 供給条件の説明および契約締結前の電磁的交付を行う場合 

・当該変更をしようとする事項のみとすること 

② 契約締結後の電磁的交付を行う場合 

・小売電気事業者の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号 
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（３）電気需給約款等を変更するときであって、法令改廃に伴う形式的な変更等の実質的内容を伴わない内容で

ある場合 

① 供給条件の説明を行う場合は、変更をしようとする事項の概要のみを電磁的交付することなく説明すること 

② 契約締結後の電磁的交付を行わないこと 

 

15．個人情報の取り扱いについて 

・東急パワーサプライまたは当社は、電気需給約款【低圧】、各種説明書（これらの変更を含みます）、各種案内、

契約内容、取引履歴等の内容を、書面の交付（郵送）に代え、web サイト、電子メール等の東急パワーサプライ

所定の電磁的方法により、お客さまに交付します。お客さまは電磁的交付によることを承諾していただきます。 

(1) 東急でんき＆ガスをはじめとする当社サービス（以下、「当社サービス」といいます。）の受付および提供

のため 

(2) 当社サービスの開始・変更・終了のために必な手続きを行うため 

(3) 当社サービスの情報提供およびお問い合わせ対応等のサポートならびにサービス向上のため 

(4) 当社サービスの料金その他の請求業務を行うため 

(5) エネルギー供給設備、消費機器等の修理・取替・点検等の保安活動のため 

(6) 懸賞、作品公募およびキャンペーン等の当選ご本人への通知・発表ならびに景品・賞品・謝礼の提供その

他の諸対応のため 

(7) お客さまにとって有用と思われる当社、東急グループ各社および提携先企業等の商品、サービス、優待、

イベント・キャンペーン、セミナー等に関する情報、サービスのお知らせに利用するため 

(8) 東急グループ各社および当社サービスの契約の締結を代理している事業者等の商品、サービス、キャンペ

ーン等のご案内のために、当該事業者等にお客さまの個人情報を提供するため 

(9) お客さまに個別にご了解いただいた目的に利用するため 

(10) 他人による成りすまし等の権利侵害からお客さま情報を守ることを目的とした本人確認に利用するため 

(11) その他当社の事業と密接に関連する目的に利用するため 

 

なお、当社は、電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者、他の小売電気事業者等との間でお客さまの個人情

報を共同で利用することがあります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。 

 

16．お問い合わせ先 

申込状況の確認、解約、各種サービスの変更手続き等、ご不明な点は、以下の窓口へお問い合わせください。 

【小売電気事業者】 

株式会社 東急パワーサプライ お客さまセンター 

(小売電気事業者登録番号 A0069) 

一般電話・携帯・PHS から 0120-109-708 

受付時間 :9:30~18:30 

【販売代理店】 

ケーブルテレビ株式会社(栃木ケーブルテレビ) 

一般電話・携帯・PHS から 0120-25-1819 

受付時間:(9:00~19:00) 
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電気需給【低圧】規約 
 
第１条（規約の適用） 

ケーブルテレビ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、株式会社東急パワーサプライが規定する「電気需給 
約款【低圧】」（以下、「約款」といいます。）による電気需給契約（以下、「サービス契約」といいます。）に関して、
契約事務および請求等を、当社の定める「電気需給【低圧】規約」（以下、「本規約」といいます。）により行う 
ものとします。 

２.サービス契約については、約款を優先的に適用することとし、約款に特に記載のない事項に関しては本規約を 
適用するものとします。 

第２条（規約の変更） 
当社は、本規約を、株式会社東急パワーサプライとサービス契約を締結する者（以下、「加入者」といいます。） 
の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、サービス契約の契約事務および請求等は、 
変更後の本規約に基づき行われるものとします。 

２．本規約を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し当社の定める 
方法によりその内容を通知します。 

第３条（サービス契約の申込み） 
当社を介して約款に定める電気需給【低圧】の提供を受けようとする者（以下、「申込者」といいます。）は、 
本規約の内容を承認の上、約款の規定に基づき、当社にサービス契約の申込みを行うものとします。 

２．前項の規定に関わらず、サービス契約のお申込みができる方は、当社が提供するサービス（以下、「その他 
サービス」といいます。）にご加入の方と致します。 

３．第 1項に規定する申込み通知の際の利用住所が、「その他サービス」と同一住所の場合には、原則として 
その他サービスと同一の契約名義とするものとし、支払方法についても同様とします。 

４．当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、第１項に規定する申込み通知を承諾 
しない場合があります。 

（１）申込者が約款および本規約に違反するおそれがある場合 
（２）申し込み内容に虚偽の記載があった場合 
（３）その他、サービス契約締結が不適当であった場合 

５．前項の規定により、当社がサービス契約の申込み通知を受領しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の 
定める方法によりその旨を通知します。 

第４条（加入者が行うサービス契約の解約） 
加入者は、サービス契約を解約しようとするときは、約款の規定に基づき、当社にサービス契約の解約通知 
を行うものとします。 

第５条（その他の提供条件） 
加入者は、サービス契約の申込み時に通知したサービス内容、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座 
等の変更がある場合には当社に通知するものとします。 

２．加入者は、約款の規定により、サービス契約の申込み時に通知した住所の変更請求をすることはできません。 
この場合、加入者は、約款の規定に基づき、サービス契約を解約した上で、新たにサービス契約を申し込むも 
のとします。なお、加入者は、この場合のサービス契約解約および新たな申込みについて、第３条の規定に基 
づき当社に通知するものとします。 

第６条（加入者の支払い義務） 
加入者は、約款の規定により、株式会社東急パワーサプライより当社が譲り受けた債権（約款の規定により 
支払いを要することになった料金その他の債務にかかわる債権）の額に相当する料金等を当社に支払う義務 
を負うものとします。 

２．加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6％の遅延損害金を当社に支払うもの 
とします。 

３．前二項の支払い義務は、サービス契約が解約または解除された後も有効に存在するものとします。 
第７条（料金等の支払い期限等） 

当社は、第７条（加入者の支払い義務）の規定により加入者が支払う義務を負う料金等について、支払期限 
を定めて加入者に請求します。 

２．前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、 
当該料金等を支払うものとします。 

３．加入者は、第一項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせること 
ができるものとします。 

第８条（当社が行うサービス契約の解除） 
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス契約を解除することができるものとします。 
（１） 第７条（加入者の支払い義務）に規定する料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合 
（２） 申し込み内容に虚偽に事項を記載したことが判明した場合 
（３） 約款の規定に違反した場合 

２．当社は前項の規定により、サービス契約を解除しようとするときは、約款に規定するとおり、解除の 15日 
前までに通知します。 

第９条（個人情報） 
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護に対する基本方針」に基づいて適正に取り 
扱うものとします。 

第１０条（損害賠償の特約および免責事項） 
当社が第９条（当社が行うサービス契約の解除）の規定により、サービス契約を解除したことによって加入 
者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。 
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２．加入者が、電気の使用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決する 
ものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 

３．加入者が、電気の使用により、当社に損害を与えた場合には、当社は当該加入者に対して相応の損害賠償の 
請求を行うことができるものとします。 

第１１条（国内法への準拠） 
本規約は日本国国内法に準拠するものとし、本規約により生じる一切に紛争等については、宇都宮簡易裁判所 
栃木支部または宇都宮地方裁判所 栃木支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第１２条（定めなき事項） 
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は誠意をもって協議の上、解決に当たるもとします。 

 
付則 この規約は 2016年 3月 1日より施行します。 
付則 この規約は 2018年 7月 6日より施行します。 
付則 この規約は 2019年 9月 1日より施行します。 
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