
別紙  
仕 様 書  

 
１ 概要  
（１）件名  

集合住宅歴史館で使用する電気  
（２）需要場所  

東京都八王子市石川町 2683-3 
（３）業種及び用途  

業務用電力（契約電力 500kw 未満）  
２ 仕様  
（１）供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、受電方式、  

受電設備総容量、蓄熱層の有無  
①  電気方式 ： 交流３相３線式  
②  供給電圧（標準電圧） ： 6,600V 
③  計量電圧（標準電圧） ： 6,600V 
④  標準周波数 ： 50 ヘルツ  
⑤  受電方式 ： １回線受電  
⑥  受電設備総容量 ： 2,050KVA（受電トランス総容量）  
⑦  蓄熱式負荷設備 ： 無  
⑧  太陽光発電： 有（15kW）  

（２）契約電力及び予定使用電力量  
 ①契約電力 ： 285kW 

※なお、契約電力については、供給を受けた月の最大需要電力と前 11    

月の最大需要電力のうち、そのいずれか大きい値をもって決定すること

とする。  
  ②予定使用電力量 ： 351,800kWｈ  

※なお、月別の予定使用電力量は別紙１のとおり  
また、月別予定電力量は、直近の使用実績に基づいた想定数量であり、

実際の使用量を約するものではない。  
（３）契約期間  

令和元年 12 月１日（0 時）から令和３年７月 31 日（24 時）まで  
（４）電力量等の検針  

 ①自動検針装置 ： あり  
  ②電力会社の検針方法 ： HT 検針  
  ③計量器の構成 ： 東芝 変成器付複合計器（普通級）型式 SM3ER－R 
（５）需給地点  
   当該地域を管轄する一般電気事業者の供給用配電箱における一般電気事

業者の母線と甲の地絡しゃ断装置（PAS）の電源側接続点  
（６）保安上の責任分界点  
   需給地点に同じ  
（７）電気工作物の財産分界点  



 

   需給地点に同じ  
（８）対価の支払い方法  
   毎月始めに、電気使用量等を別紙２及び別紙３の様式により、当機構に

送付し、請求を行うこととする。  
３ その他  
（１）力率は、契約期間中 100 パーセントを保持する予定。  
（２）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有してい

ない。  
（３）非常用発電設備 ： 無  
（４）力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのな   

いその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が   

定める特定規模需要の標準供給条件による。ただし、入札価格の算定に当

たっては、力率は 100％、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないこととする。  
（５）電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は  

次のとおりとする。  
①  契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は小

数点以下第１位で四捨五入する。  
②  使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１

位で四捨五入する。  
③  力率の単位は１％とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。 
④  料金その他の計算における単価は内税とし、単価を除く金額の単位は、

１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。  
（６）契約条件等により、他に定めがある場合は、その定めるところによるも

のとする。  
以 上  

 



仕様書（別紙１）

使用月
夏季

（kWh）
その他季
（kWh）

計
（kWh）

令和元年12月 20,300 20,300

令和2年1月 23,700 23,700

令和2年2月 19,800 19,800

令和2年3月 16,700 16,700

令和2年4月 14,300 14,300

令和2年5月 14,400 14,400

令和2年6月 14,000 14,000

令和2年7月 17,200 17,200

令和2年8月 20,700 20,700

令和2年9月 16,300 16,300

令和2年10月 16,300 16,300

令和2年11月 17,700 17,700

令和2年12月 20,300 20,300

令和3年1月 23,700 23,700

令和3年2月 19,800 19,800

令和3年3月 16,700 16,700

令和3年4月 14,300 14,300

令和3年5月 14,400 14,400

令和3年6月 14,000 14,000

令和3年7月 17,200 17,200

期間計 71,400 280,400 351,800

使用電力量（予定）



夏季
（kWh）

その他季
（kWh）

計
（kWh）

平成30年8月2日
　～平成30年9月1日

190 20,797 20,797 100

平成30年9月2日
　～平成30年10月1日

197 16,394 623 17,017 100

平成30年10月2日
　～平成30年11月1日

200 16,336 16,336 100

平成30年11月2日
　～平成30年12月1日

258 17,771 17,771 100

平成30年12月2日
　～平成31年1月1日

275 20,394 20,394 100

平成31年1月2日
　～平成31年2月1日
※最大需要電力

285 23,789 23,789 100

平成31年2月2日
　～平成31年3月1日

284 19,822 19,822 100

平成31年3月2日
　～平成31年4月1日

254 16,795 16,795 100

平成31年4月2日
　～令和元年5月1日

209 14,321 14,321 100

令和元年5月2日
　～令和元年6月1日

178 14,407 14,407 100

令和元年6月2日
　～令和元年7月1日

225 483 14,020 14,503 100

令和元年7月2日
　～令和元年8月1日

263 17,203 17,203 100

計 - 54,877 158,278 213,155 -

使用期間
最大需要
電力
（kW）

使用電力量
力率
（％）

 【参考】直近１年間の使用電力量（実績）



契約電力

使用期間

計器 有効

当月（外）指示数

前月（付）指示数

差引

乗率 　×

修正率

使用量 kwh

燃料費調整単価

月間力率

電気使用量について（　　　　　年　　　　月分）

仕様書（別紙２）

　　　　　月　　日　～　　月　　日

kw

％

　　　× 　×

kwh kw

無効全日 最大

kvarh

円

　×



○使用実績

使用期間 　　　月　　日　～　　月　　日

　契約電力 kw 契約電力 kw

　使用電力量 夏季 kwh 使用電力量 kwh

その他季 kwh

　最大電力 kw

　力　率 ％

○電気料金

力率割増・割引

円 × kw × 円

電力量料金 夏季 円 × kwh × 円

その他季 円 × kwh × 円

円 × kwh × 円

円 × kw × 円

電力量料金 夏季 円 × kwh × 円

その他季 円 × kwh × 円

円 × kwh × 円

円

円

円

支払期限

単価 数量 料金

（主契約）

仕様書（別紙３）

電気料金計算書（　　　　　年　　　　月分）

主契約 自家発補給電力

電　力　料　金　計

請　求　金　額

振込票を受領した日から起算して３０日目の日。

基本料金

（自家発補給電力）

基本料金

（燃料費調整額）

（燃料費調整額）

再生可能エネルギー発電促進賦課金


