
お客様各位 

2022 年 6 月 1 日 

アストマックス・エネルギー株式会社 

 

「アストでんき」料金改定ついて 

 

「アストでんき」料金改定及び廃止プランついて、下記のとおりご案内申し上げます。 

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

■廃止対象プラン 

 ナイトセイバープラン 

 

■料金改定対象プラン 

ブライトプラン、スマートプラン、基本料金ゼロプラン 

※フリープランは料金改定の対象外となります。 

 

■対象エリア 

当社供給の全エリア 

 

■実施日 

2022 年 7 月ご請求分より 

 

■改定内容 

ナイトセイバープランのご提供の廃止及び料金改定対象プランの基本料金及び従量料金に

ついての料金改定を下記のとおり実施いたします。 

 

■改定後の電気料金種別定義書、重要事項説明書の掲載先 

URL：https://astmaxenergy.co.jp/fine-prints/ 

 

・「ナイトセイバープラン」をご利用のお客様 

 ナイトセイバープランのご提供は 2022 年 7 月 1 日以降の検針日を以って廃止されますの

で、料金プラン変更をお願いいたします。 

 該当のお客様が選択できる料金プランは以下になります。 

 「フリープラン」「ブライトプラン」「スマートプラン」「基本料金ゼロプラン」 

 なお、2022 年 7 月 31 日までにご連絡が無い場合は自動的に「フリープラン」の適用に

なりますので予めご了承ください。 



 

・「アストでんき」のご利用を継続される場合のご契約に関して 

上記書面のご確認以外、お客様のお手続きは不要です。 

 

・他の電力会社への切り替えをご希望される場合 

「アストでんき」への解約お申し出及びお手続きは不要です。 

お客様にて、他社へお切り替えのお申し込みをお願いいたします。 

他社への契約切り替えは原則、お客様の需要場所ごとの検針日で行われるため、切り替え完

了となるまで通常は約 2 週間～1 カ月程度（※）かかりますのでお早めのお手続きをお願い

いたします。 

※お申し込み内容に不備があった場合、切り替え完了が通常より遅れる場合がございます。

お客様情報をご確認のうえ、正しい内容でお申し込みいただきますようお願いいたします。 

※他の電力会社への切り替え申込の際には、お客様ページ内の「ご利用請求明細」に記載さ

れている「お客様番号」及び「供給地点特定番号（22 桁）」でお手続きください。 

 

※ご不明な点は、アストマックス・エネルギーカスタマーセンターまで「お問い合わせフォ

ーム（https://astmaxenergy.co.jp/contact/）」からご連絡下さいますようお願いいたします。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

アストマックス・エネルギー株式会社 

カスタマーセンター  

 営業時間：平日 9：00 ～ 17:00  

 E メール：customerservice@astmax.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（料金改定新旧比較）※太字が改訂される単価になります。 

 

【ブライトプラン】※kVA 契約の場合は 10A=1kVA で換算して下さい。 

エリア 項目 
アンペア（kVA）/ 

使用量（kWh） 
（現在） （改定後） 

北海道 基本料金 10A 272.80 円 272.80 円 

15A 409.20 円 409.20 円 

20A 545.60 円 545.60 円 

30A 818.40 円 818.40 円 

40A 1091.20 円 1091.20 円 

50A 1364.00 円 1364.00 円 

60A 1636.80 円 1636.80 円 

従量料金 120kWh まで 23.93 円/kWh 26.00 円/kWh（+2.07 円） 

120kWh を超えて 280kWh まで 28.51 円/kWh 29.00 円/kWh（+0.49 円） 

280kWh 超 29.53 円/kWh 29.80 円/kWh（+0.27 円） 

東北 基本料金 10A 264.00 円 264.00 円 

15A 396.00 円 396.00 円 

20A 528.00 円 528.00 円 

30A 792.00 円 792.00 円 

40A 1,056.00 円 1056.00 円 

50A 1,320.00 円 1320.00 円 

60A 1,584.00 円 1584.00 円 

従量料金 120kWh まで 18.53 円/kWh 21.00 円/kWh（+2.47 円/kWh） 

120kW を超えて 300kW まで 24.69 円/kWh 24.70 円/kWh（+0.01 円/kWh） 

300kWh 超 27.50 円/kWh 27.50 円/kWh（+0.00 円/kWh） 

東京 基本料金 10A 228.80 円 228.80 円 

15A 343.20 円 343.20 円 

20A 457.60 円 457.60 円 

30A 686.40 円 686.40 円 

40A 915.20 円 915.20 円 

50A 1,144.00 円 1,144.00 円 

60A 1,372.80 円 1,372.80 円 

従量料金 120kWh まで 19.86 円/kWh 22.00 円/kWh（+2.14 円/kWh） 

120kWh を超えて 300kWh まで 24.95 円/kWh 26.00 円/kWh（+1.05 円/kWh） 

300kWh 超 26.99 円/kWh 29.00 円/kWh（+2.01 円/kWh） 



中部 基本料金 10A 257.37 円 257.37 円 

15A 386.06 円 386.06 円 

20A 514.74 円 514.74 円 

30A 772.11 円 772.11 円 

40A 1,029.48 円 1,029.48 円 

50A 1,286.85 円 1,286.85 円 

60A 1,544.22 円 1,544.22 円 

従量料金 120kWh まで 20.84 円/kWh 22.00 円/kWh（+1.16 円/kWh） 

120kWh を超えて 300kWh まで 25.02 円/kWh 26.00 円/kWh（+0.98 円/kWh） 

300kWh 超 26.49 円/kWh 28.00 円/kWh（+1.51 円/kWh） 

北陸 基本料金 10A 193.60 円 193.60 円 

15A 290.40 円 290.40 円 

20A 387.20 円 387.20 円 

30A 580.80 円 580.80 円 

40A 774.40 円 774.40 円 

50A 968.00 円 968.00 円 

60A 1,161.60 円 1,161.60 円 

従量料金 120kWh まで 17.72 円/kWh 20.00 円/kWh（+2.28 円/kWh） 

120kWh を超えて 300kWh まで 21.38 円/kWh 23.00 円/kWh（+1.62 円/kWh） 

300kWh 超 22.91 円/kWh 24.00 円/kWh（+1.09 円/kWh） 

関西 基本料金 最初の 15kWh まで 266.97 円 266.97 円 

従量料金 15kWh を超えて 120kWh まで 20.06 円/kWh 22.00 円/kWh（+1.94 円/kWh） 

120kWh を超えて 300kWh まで 25.46 円/kWh 26.00 円/kWh（+0.54 円/kWh） 

300kWh 超 26.48 円/kWh 29.00 円/kWh（+2.52 円/kWh） 

中国 基本料金 最初の 15kWh まで 269.88 円 269.88 円 

従量料金 15kWh を超えて 120kWh まで 20.57 円/kWh 21.00 円/kWh（+0.43 円/kWh） 

120kWh を超えて 300kWh まで 26.32 円/kWh 27.00 円/kWh（+0.68 円/kWh） 

300kWh 超 27.19 円/kWh 28.00 円/kWh（+0.81 円/kWh） 

四国 基本料金 最初の 11kWh まで 329.12 円 329.12 円 

従量料金 11kWh を超えて 120kWh まで 20.26 円/kWh 22.00 円/kWh（+1.74 円/kWh） 

120kWh を超えて 300kWh まで 25.61 円/kWh 27.00 円/kWh（+1.39 円/kWh） 

300kWh 超 27.50 円/kWh 29.50 円/kWh（+2.00 円/kWh） 

九州 基本料金 10A 267.30 円 267.30 円 

15A 400.95 円 400.95 円 

20A 534.60 円 534.60 円 



30A 801.90 円 801.90 円 

40A 1,069.20 円 1,069.20 円 

50A 1,336.50 円 1,336.50 円 

60A 1,603.80 円 1,603.80 円 

従量料金 120kWh まで 17.31 円/kWh 20.00 円/kWh（+2.69 円/kWh） 

120kWh を超えて 300kWh まで 22.40 円/kWh 23.00 円/kWh（+0.60 円/kWh） 

300kWh 超 24.44 円/kWh 26.00 円/kWh（+1.56 円/kWh） 

※5A でご契約いただいている一部のお客様に関しては基本料金は 10A の半額の単価となります。 

※参考 

東京電力エリア、契約容量 60A、月間使用量が平均 500kWh のお客様の場合の 1 ヶ月の電気料金計算例 

（燃料費調整及び再エネ賦課金は除く） 

・現在 ：基本料金 1,372.80 円 

従量料金 第 1 段 19.86 円/kWh×120kWh=2383.20 円 

第 2 段 24.95 円/kWh×（300kWh-120kWh）=4,491.00 円 

第 3 段 26.99 円/kWh×（500kWh-300kWh）=5,398.00 円 

     合  計 13,645 円（小数点以下切り捨て） 

・改定後：基本料金 1,372.80 円 

従量料金 第 1 段 22.00 円/kWh×120kWh=2,640.00 円 

第 2 段 26.00 円/kWh×（300kWh-120kWh）=4,680.00 円 

第 3 段 29.00 円/kWh×（500kWh-300kWh）=5,800.00 円 

     合  計 14,492 円（小数点以下切り捨て） 

※現在と比較して、月間 847 円、年間 10,164 円分の値上げになります。 

 

【スマートプラン】 

エリア 項目 
アンペア（kVA）/ 

使用量（kWh） 
（現在） （改定後） 

北海道 基本料金 1kVA につき 238.7 円 238.7 円 

従量料金 1kWh につき 29.02 円/kWh 31.00 円/kWh（+1.98 円/kWh） 

東北 基本料金 1kVA につき 231.00 円 231.00 円 

従量料金 1kWh につき 25.97 円/kWh 27.80 円/kWh（+1.83 円/kWh） 

東京 基本料金 1kVA につき 200.20 円 200.20 円 

従量料金 1kWh につき 25.46 円/kWh 29.00 円/kWh（+3.54 円/kWh） 

中部 基本料金 1kVA につき 214.50 円 214.50 円 

従量料金 1kWh につき 25.61 円/kWh 27.30 円/kWh（+1.69 円/kWh） 

北陸 基本料金 1kVA につき 145.20 円 145.20 円 



従量料金 1kWh につき 22.00 円/kWh 23.40 円/kWh（+1.40 円/kWh） 

関西 最低料金 1kVA につき 166.86 円 166.86 円 

従量料金 1kWh につき 22.91 円/kWh 24.75 円/kWh（+1.84 円/kWh） 

中国 基本料金 1kVA につき 284.90 円 284.90 円 

従量料金 1kWh につき 23.93 円/kWh 25.90 円/kWh（+1.97 円/kWh） 

四国 基本料金 1kVA につき 187.00 円 187.00 円 

従量料金 1kWh につき 23.42 円/kWh 25.70 円/kWh（+2.28 円/kWh） 

九州 基本料金 1kVA につき 148.50 円 148.50 円 

従量料金 1kWh につき 22.91 円/kWh 25.90 円/kWh（+2.99 円/kWh） 

※参考 

東京電力エリア、契約容量 6kVA、月間使用量が平均 500kWh のお客様の場合の 1 ヶ月の電気料金計算例 

（燃料費調整及び再エネ賦課金は除く） 

・現在 ：基本料金 200.20 円×6kVA=1,201.20 円 

従量料金 25.46 円/kWh×500kWh=12,730.00 円 

     合  計 13,931 円（小数点以下切り捨て） 

・改定後：基本料金 200.20 円×6kVA=1,201.20 円 

従量料金 29.00 円/kWh×500kWh =14,500.00 円 

     合  計 15,701 円（小数点以下切り捨て） 

※現在と比較して、月間 1,770 円、年間 21,240 円分の値上げになります。 

 

【基本料金ゼロプラン】 

エリア 項目 
アンペア（kVA）/ 

使用量（kWh） 
（現在） （改定後） 

北海道 従量料金 1kWh につき 28.90 円/kWh 32.00 円/kWh（+3.10 円/kWh） 

東北 従量料金 1kWh につき 25.80 円/kWh 28.00 円/kWh（+2.20 円/kWh） 

東京 従量料金 1kWh につき 25.80 円/kWh 28.80 円/kWh（+3.00 円/kWh） 

中部 従量料金 1kWh につき 25.80 円/kWh 28.50 円/kWh（+2.70 円/kWh） 

北陸 従量料金 1kWh につき 20.70 円/kWh 25.50 円/kWh（+4.80 円/kWh） 

関西 従量料金 1kWh につき 21.80 円/kWh 25.50 円/kWh（+3.70 円/kWh） 

中国 従量料金 1kWh につき 23.80 円/kWh 26.50 円/kWh（+2.70 円/kWh） 

四国 従量料金 1kWh につき 23.80 円/kWh 26.90 円/kWh（+3.10 円/kWh） 

九州 従量料金 1kWh につき 22.80 円/kWh 28.00 円/kWh（+5.20 円/kWh） 

※参考 

東京電力エリア、月間使用量が平均 500kWh のお客様の場合の 1 ヶ月の電気料金計算例 

（燃料費調整及び再エネ賦課金は除く） 

・現在 ：基本料金 0 円 



従量料金 25.80 円/kWh×500kWh=12,900.00 円 

     合  計 12,900 円（小数点以下切り捨て） 

・改定後：基本料金 0 円 

従量料金 28.80 円/kWh×500kWh =14,400.00 円 

     合  計 14,400 円（小数点以下切り捨て） 

※現在と比較して、月間 1,500 円、年間 18,000 円分の値上げになります。 

 


