
◼ 国の節電プログラムの特典は以下のとおりです。国の特典を含めた電力各社のプログラムをご紹介します。

低圧：加入特典：2,000円（1契約）

達成特典：月間型：前年同月比▲3％で1,000ポイント/月

指定時型：最大で需給ひっ迫時40ポイント/kWh、その他20ポイント/kWh

高圧以上：加入特典：200,000円（1法人）

達成特典：月間型：前年同月比▲3％で20,000円/月

指定時型：最大で需給ひっ迫時40円/kWh、その他20円/kWh

（参考）各社の対価支払型ディマンド・リスポンス（ＤＲ）

電圧 タイプ 概要 ＵＲＬ

北海道電力

低圧
月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで４，０００ポイント、また使用電力量が前年同月比▲３％を
達成した場合、各月毎に１，０００ポイントを進呈。

https://www.enemall.hepc

o.co.jp/u.contents/cd/hl_w

inpro2022.html

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。前年同月比▲３％を達成した場合、節電量１ｋ
Ｗｈあたり５円を電気料金から割引するとともに１契約あたり各月毎に
２０，０００円の特典を進呈。

https://www.enemall.hepc

o.co.jp/u.contents/cd/hh_

winpro2022.html

各社HPより作成



（参考）各社の対価支払型ディマンド・リスポンス（ＤＲ）

電圧 タイプ 概要 ＵＲＬ

東北電力

低圧

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント、抽選で最大５０，０００ポイント。使用電
力量が前年同月比▲３％を達成した場合、各月毎に１，０００ポイント
進呈。さらに抽選で最大３０，０００ポイント。

https://www.tohoku-

epco.co.jp/news/normal/1

229639_2558.html

指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２，０００ポイント、抽選で最大５０，０００ポイント。需給
ひっ迫注意報・警報発令時のＤＲ要請に対して節電した場合、平均的
な使用量（※）に比して１ｋＷｈ毎に４０ポイント、自社判断に基づくＤＲ
要請の場合は２０ポイントを進呈。

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した場
合、各月毎に２０，０００円を電気料金から割引するとともに節電量１ｋ
Ｗｈあたり６円を割引。

指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２０万円。需給ひっ迫注意報・警報発令時のＤＲ要請に対
して節電した場合、平均的な使用量（※）に比して１ｋＷｈ毎に４０円、
自社判断に基づくＤＲ要請の場合は最大２０円を進呈。

各社HPより作成

※資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」にて定められている標準ベースラインHigh４of５（節電要請時間帯における前５日間のうち
使用量の大きい４日間の平均値。当日補正あり）に基づき、算定されます。



（参考）各社の対価支払型ディマンド・リスポンス（ＤＲ）

電圧 タイプ 概要 ＵＲＬ

東京電力エナジーパートナー

低圧

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント、使用電力量が前年同月比▲３％を達成
した場合、各月毎に１，０００ポイント進呈。 https://www.tepco.co.j

p/ep/private/savingener

gy/lp/savingenergy.htm

l#anchor03
指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２，０００ポイント。電力会社からの節電要請に対して節電
した場合、平均的な使用量（※）から削減された使用電力量１ｋＷｈ毎
に５Ｐを獲得。

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。前年同月比▲３％達成で各月毎に２０，０００円
を電気料金から割り引くほか、前年同月比で節電量を算定し、節電量
１ｋＷｈあたり５．５円を電気料金から割引。

https://www.tepco.co.j

p/ep/notice/pressreleas

e/2022/1663913_8667.

html

中部電力ミライズ

低圧

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント、使用電力量が前年同月比▲３％を達成
した場合、各月毎に１，０５０ポイントを進呈。 https://miraiz.chuden.c

o.jp/info/press/120951

7_1938.html指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２，０００ポイント。需給ひっ迫注意報・警報発令時のＤＲ
要請に対して節電した場合、平均的な使用量（※）に比して１ｋＷｈ毎
に３０ポイント、自社判断に基づくＤＲ要請の場合は２０ポイントを進呈。

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した場
合、各月毎に２０，０００円を電気料金から割引するとともに節電量１ｋ
Ｗｈあたり５円を割引。 https://miraiz.chuden.c

o.jp/info/press/120951

8_1938.html指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２０万円。需給ひっ迫注意報・警報発令時のＤＲ要請に対
して節電した場合、平均的な使用量（※）に比して１ｋＷｈ毎に最大３０
円、自社判断に基づくＤＲ要請の場合は最大２０円を進呈。

※資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」にて定められている標準ベースラインHigh４of５（節電要請時間帯における前５日間のうち
使用量の大きい４日間の平均値。当日補正あり）に基づき、算定されます。

各社HPより作成



（参考）各社の対価支払型ディマンド・リスポンス（ＤＲ）

電圧 タイプ 概要 ＵＲＬ

北陸電力

低圧

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した場
合、各月毎に１，０００ポイントあるいはAmazonギフト券１，０００円相当分を
進呈。

https://www.riku

den.co.jp/setsude

n/minnadecp202

2w/指定時型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント。節電とくとく電灯（需要抑制割引型電灯）に加
入し、北陸電力が予めお知らせする日の１１～１４時に節電すると、節電電
力量に応じて割引。

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。対象期間の前年同月を比較して、お客さまにご協力い
ただいた節電量を算定し、前年同月比▲３％を達成した場合、１契約あたり
各月毎に２０，０００円の特典を進呈。さらに同▲５％を達成した場合は抽選
で再エネ電力メニューやＥＶ充電器設置等があたる。

https://www.riku

den.co.jp/press/at

tach/22102703.p

df

※資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」にて定められている標準ベースラインHigh４of５（節電要請時間帯における前５日間のうち
使用量の大きい４日間の平均値。当日補正あり）に基づき、算定されます。

各社HPより作成



（参考）各社の対価支払型ディマンド・リスポンス（ＤＲ）

電圧 タイプ 概要 ＵＲＬ

関西電力

低圧

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント。前年同月の１日当たりの平均使用量（ｋＷｈ）
から実際の１日当たりの平均使用量を差し引いた値を節電量とし、１ｋＷｈ
毎に１Ｐを獲得。 https://kepco.jp/

miruden/info/202

2_winter_dr
指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２，０００ポイント。要請に対して節電した場合、平均的な使用量
（※）あるいは節電要請があった月の前年同月比で削減された使用電力量１
ｋＷｈ毎に５Ｐを獲得。

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した場合、各
月毎に２０，０００円を電気料金から割引するとともに、節電量１ｋＷｈあたり
１円を割引。

https://www.kepc

o.co.jp/corporate

/pr/2022/pdf/202

21118_1j.pdf指定時型
（ｋＷ型）

需給ひっ迫注意報・警報発令時のＤＲ要請に対して節電した場合、平均的な
使用量（※）に比して１ｋＷｈ毎に４０円、自社判断に基づくＤＲ要請の場合は
１０円を進呈。

※資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」にて定められている標準ベースラインHigh４of５（節電要請時間帯における前５日間のうち
使用量の大きい４日間の平均値。当日補正あり）に基づき、算定されます。

各社HPより作成

※加入特典（１事業者あたり２０万円進呈）は、月間型への参加が必須となる。指定時型だけの加入では受け取ることができない。
月間型に加入された方は指定時型にも加入することが可能。



（参考）各社の対価支払型ディマンド・リスポンス（ＤＲ）

電圧 タイプ 概要 ＵＲＬ

中国電力

低圧
月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント。使用電力量が前年同月比▲３％を達
成した場合、各月毎に１，０００ポイントを進呈。さらに抽選で最大３０，
０００ポイントを進呈。

https://www.energia-

support.com/campaign

/2022savingenergy/ind

ex.html

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した場
合、各月毎に２０，０００円を進呈。さらに抽選で最大５０，０００円を
進呈。

https://biz.energia.co.j

p/campaign/2022savin

genergy/index.html

四国電力

低圧
月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント。使用電力量が前年同月比▲３％を達
成した場合、各月毎に１，０００ポイントを進呈。さらに抽選で最大３０，
０００ポイントを進呈。
なお、法人の場合は現金（抽選の上乗分は金額相当の商品）を進呈。

https://www.yonden.co

.jp/publish/page_21.ht

ml

高圧
５００ｋＷ
未満

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した場
合、各月毎に２０，０００円を進呈。さらに抽選で最大１００，０００円相
当の商品を進呈。

https://www.yonden.co

.jp/publish/page_22.ht

ml

特高および
高圧
５００ｋＷ
以上

指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２０万円。需給ひっ迫注意報・警報発令時のＤＲ要請に
対して節電した場合、平均的な使用量（※）に比して１ｋＷｈ毎に最大
５５円、自社判断に基づくＤＲ要請の場合は最大３３円を進呈

https://www.yonden.co

.jp/publish/page_23.ht

ml

※資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」にて定められている標準ベースラインHigh４of５（節電要請時間帯における前５日間のうち
使用量の大きい４日間の平均値。当日補正あり）に基づき、算定されます。

各社HPより作成



各社HPより作成

（参考）各社の対価支払型ディマンド・リスポンス（ＤＲ）

電圧 タイプ 概要 ＵＲＬ

九州電力

低圧

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２，０００ポイント。使用電力量が前年同月比▲３％を達
成した場合、各月毎に１，０００ポイントを進呈。

https://www.kireilife.net/

contents/campaign/ecopr

ogram2022/

指定時型
（ｋＷ型）

エントリーで２，０００ポイント。専用アプリより通知された時間帯に
節電した場合、１ｋＷｈあたりで１０～４０Ｐ進呈。

https://www.kireilife.net/

contents/campaign/ecopr

ogram2022/

高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した
場合、契約電力に応じて各月毎に以下金額を電気料金から割引。
契約電力５０ｋＷ未満 ２０，５００円
契約電力５０～４９９ｋＷ ２２，０００円
契約電力５００ｋＷ以上 ２５，０００円

https://www.kyuden.co.jp

/business_setsuden_inde

x.html

沖縄電力

低圧
月間型
（ｋＷｈ型）

参加登録で２，０００ポイントを進呈。使用電力量が前年同月比▲
３％を達成した場合、各月毎に１，０００ポイントを進呈。さらに抽選
で最大５，０００ポイントを進呈。 https://www.okiden.co.jp

/shared/pdf/news_release

/2022/221130.pdf
高圧
以上

月間型
（ｋＷｈ型）

エントリーで２０万円。使用電力量が前年同月比▲３％を達成した
場合、各月毎に２０，０００円を電気料金から割引するとともに、節
電量１ｋＷｈあたり１円を割引。


