
 

  
 

 

 

News Release 
2022 年 9 月 1 日 
JCOM 株式会社 

 
 

「J:COM 電力」（低圧）の燃料費調整に係る 
上限価格の撤廃に関するお知らせ 

 

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、「J:COM電力 家庭用

コース・共用部コース」の燃料費調整に係る上限価格を2022年11月1日（火）より撤廃することをお知らせしま

す。 

 

「J:COM 電力」では、2016年のサービス開始当初から、燃料価格の変動によるお客さまへの影響を緩和す

るため、燃料費調整額の上限価格を設定し、地域電力会社に比べて電力量料金（従量部分）を3段階式で割

り引いてご提供することで、わかりやすくお得なサービス提供に努めてまいりました。 

しかし、昨今の急激な国際情勢の変化により燃料価格は高騰を続けており、企業努力のみでは電力調達価

格の高騰に対応することが困難な状況に至っていることから、燃料費調整に係る上限価格の撤廃をさせてい

ただくことにいたしました。 

 

J:COMは、引き続き一層の経費削減などの企業努力を続けながら、今後も更なるサービス品質の向上に努

めてまいります。 
 
 

【燃料費調整とは】 

燃料費調整とは、3ヶ月間の原油・LNG・石炭の平均燃料価格をもとに算定した燃料費調整単価を、お客さま

の電気使用量(1kWh)ごとに適用するものです。燃料価格が既定の基準価格を上回ればプラス調整、下回れ

ばマイナス調整となります。 

 

＜J:COM電力の料金の構成＞ 

 

 

 

 



【「J:COM 電力」燃料費調整額の上限価格の撤廃について】 
 

■対象プラン 

現在上限に設定のある、すべての｢J:COM 電力 家庭用コース｣および｢J:COM 電力 共用部コース｣の 

メニュー。対象メニューに加入中のお客さまには、順次メールにより個別にお知らせします。 

※別紙（対象プラン：ケーブル局別）を参照ください。 

 

■変更内容 

 これまで設定していた、燃料費調整単価の算出時の平均燃料価格について、上限を撤廃します。 

 これにより、お客さまの電力ご使用量に乗じてご請求する｢燃料費調整単価｣の価格の上限がなくなります。 

 「J:COM 電力」のご利用を継続される場合、お客さまに行っていただく手続きはございません。 
 

＜燃料費調整の算出方法における変更点（ジェイコム東京エリアの場合）＞  

1．平均燃料価格を算出 

貿易統計の値にもとづき、次の算式によって平均燃料価格を算出します。  

平均燃料価格＝平均原油価格(/kl)×0.1970＋平均LNG価格(/t)×0.4435＋平均石炭価格(/t)×0.2512  

2．燃料費調整単価を算出（平均燃料価格が44,200円を上回ったプラス調整の場合） 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－44,200 円）×(0.232 円÷1,000) 
 

変更後 変更前 

2.の算式中の平均燃料価格が66,300円を上回った

場合も、実際に算出された数値を使用して計算。 

2.の算式中の平均燃料価格が66,300円を上回っ

た場合、66,300円を上限として計算。 

 

■適用時期 

2022年11月検針分からの適用となります。 

 そのため、2022年10月1日より、｢J:COM電力家庭用コース契約約款｣および｢J:COM電力共用部コース契

約約款｣を改定いたします。 

＜適用時期イメージ＞ 

 

 

 

 

 

■お問合せ先 

J:COMカスタマーセンター（本件に関する専用ダイヤル） 

0120-868-095 受付時間AM9:00～PM6:00 年中無休 

 
JCOM株式会社について www.jcom.co.jp/ 
JCOM株式会社（ブランド名J:COM、本社：東京都千代田区）は、1995年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給

事業統括運営会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの11社65局を通じて約561万世帯のお

客さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力、ホームIoT等のサービスを提供しています。ホームパス世

帯（敷設工事が済み、いつでも加入いただける世帯）は約2,206万世帯です。番組供給事業においては、14の専門チャンネルに出資

及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統括しています。  
※世帯数は2022年6月末現在の数字です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 

（対象プラン：ケーブル局別） 

 
■株式会社ジェイコム札幌 
 
・家庭用コース ※グリーンメニュー含む 

従量 B 従量 C 

時間帯別(夜間 23 時-7 時) 時間帯別(夜間 22 時-6 時) 

時間帯別(夜間 0 時-8 時) ピーク抑制(ピーク 16 時/夜間 23 時) 

ピーク抑制(ピーク 17 時/夜間 23 時) ピーク抑制(ピーク 18 時/夜間 23 時) 

ピーク抑制(ピーク 16 時/夜間 22 時) ピーク抑制(ピーク 17 時/夜間 22 時) 

ピーク抑制(ピーク 18 時/夜間 22 時) ピーク抑制(ピーク 16 時/夜間 0 時) 

ピーク抑制(ピーク 17 時/夜間 0 時) ピーク抑制(ピーク 18 時/夜間 0 時) 

お得タイム(午後時間 13 時-18 時) お得タイム(午後時間 14 時-19 時) 

お得タイム(午後時間 15 時-20 時) お得タイム S(午後時間 13 時-18 時) 

お得タイム S(午後時間 14 時-19 時) お得タイム S(午後時間 15 時-20 時) 

お得タイム M(午後時間 13 時-18 時) お得タイム M(午後時間 14 時-19 時) 

お得タイム M(午後時間 15 時-20 時) お得タイム(電化住宅型) 

 

・共用部用コース 

従量 B 従量 C 低圧電力 

 

 

 

■株式会社ジェイコム埼玉・東日本 （仙台局） 
 
・家庭用コース ※グリーンメニュー含む 

従量 B 従量 C 

時間帯別 A 時間帯別 B 

時間帯別 S ピーク抑制 

季時別(kVA) 季時別(kW) 

夜間 8 時間型(kVA) 夜間 8 時間型(kW) 

夜間 10 時間型(kVA) 夜間 10 時間型(kW) 

夜間 12 時間型(kVA) 夜間 12 時間型(kW) 

夜間 S 型(kVA) 夜間 S 型(kW) 

夜間休日型 夏季抑制(kVA) 

夏季抑制(kW)  

 

・共用部用コース 

従量 B 従量 C 低圧電力 

 

 

 

 

 

 

 

 



■株式会社ジェイコム東京 

■株式会社ジェイコム埼玉・東日本 

  （さいたま南局/さいたま北局/所沢局/東上・川越局/川口・戸田局/越谷・春日部局/草加局/埼玉県央局/

熊谷・深谷局/群馬局） 

■株式会社ジェイコム湘南・神奈川 

■土浦ケーブルテレビ株式会社 

■株式会社ジェイコム千葉 
 
・家庭用コース ※グリーンメニュー含む 

従量 B 従量 C 

時間帯別(朝) 時間帯別(夜) 

時間帯別(半日) 曜日別(A) 

曜日別(kVA)  

 

・共用部用コース 

従量 B 従量 C 低圧電力 

 

 

 

■株式会社ジェイコムウエスト 
 
・家庭用コース ※グリーンメニュー含む 

従量 A 従量 B 

 

・共用部用コース 

従量 A 従量 B 低圧電力 

 

 

 

■株式会社ケーブルネット下関 
 
・家庭用コース ※グリーンメニュー含む 

従量 A 従量 B 

 

・共用部用コース 

従量 A 従量 B 低圧電力 

 

 

■株式会社ジェイコム九州 

■大分ケーブルテレコム株式会社 
 
・家庭用コース ※グリーンメニュー含む 

従量 B 従量 C 

季時別 時間帯別 

夜間 8 時間型 ピーク抑制 

 

・共用部用コース 

従量 B 従量 C 低圧電力 

 

 

以上 

 


