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令和元年(2019 年)12 月 11 日 

総合政策部 地域創生推進課 地域エネルギー室 

■趣旨・目的 

湖南市では、平成 28 年５月に湖南市商工会等市内事業者等８者で自治体新電力会社

「こなんウルトラパワー株式会社」を設立し、同年 10 月から公共施設及び事業所等へ電力

の供給を行っています。 

今回、家庭用と店舗・小規模事業者向けへの電力の供給を、令和元年 11月から開始しま

したので、お知らせします。 

■こなんウルトラパワー株式会社概要 

資 本 金 11,600 千円 

所 在 地 湖南市中央一丁目１番地１ 湖南市商工会内 

出 資 者 

湖南市                  パシフィックパワー株式会社 

湖南市商工会                 甲西陸運株式会社 

タカヒサ不動産株式会社       西村建設株式会社 

美松電気株式会社           株式会社滋賀銀行 

役 員 

代表取締役社長   谷口 繁弥 （湖南市副市長） 

代表取締役副社長  芦刈 義孝 （パシフィックパワー株式会社 企画部長） 

取締役          上西 保   （湖南市商工会長） 

監査役          戸簾 和俊 （滋賀銀行甲西中央支店長） 

設 立 日 平成 28 年 ５月 31 日 

供 給 開 始 平成 28 年 10 月 

主    な 

事 業 内 容 

・小売電気事業 

・熱供給及び熱利用事業 

・新事業やまちづくり事業等地域振興に関する事業 

■主な事業等実績 

公共施設、事業所電力供給 平成 29 年度 新エネルギー大賞 

新エネルギー財団会長賞受賞 

省エネサービス事業実施 平成 30 年度省エネ大賞【省エネ事例部門】 

省エネルギーセンター会長賞受賞 

省エネルギー相談地域プラットフォーム事業実施 

【中小事業者省エネ相談事業】 

 

 

■問い合わせ 

担当課名：総合政策部 地域創生推進課 地域エネルギー室 

担当者名：池本      

（直通） 0748-71-2302 ※17 時 15 分以降は、0748-72-1290(代)まで 

（FAX） 0748-72-2000 

 〒520-3288 

滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所 秘書広報課 

TEL 0748-71-2314 FAX 0748-72-1467 

      こなんウルトラパワー株式会社が 

        家庭用の電力供給を開始しました。 

新エネルギー財団会長賞 
新エネ大賞 

市民共同発電事業と地域新電力事業の 
相乗効果による新たな普及促進の取組み 

 

近 畿 初 ！

自治体新電力

会社が家庭用

電力供給実施 



こなんウルトラパワー

http://konan-ultra.de-power.co.jp/

ご家庭用 店舗･事務所用
(従量電灯Ａ) (従量電灯Ｂ)

●料金メニューの比較表 ●料金メニューの比較表

※上記金額は税込表示となります。また、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額を除いた料金です。
※当プランは、ミツウロコグリーンエネルギー㈱からの電力供給となります。

当社プラン
関西電力
従量電灯A

最低料金
最初の
15kWhまで

333.72円 341.02円

電力量
料金単価
(／1kWh)

15kWh超
～120kWh

22.16円 20.32円

120kWh超
～300kWh

24.33円 25.80円

300kWh超 25.72円 29.29円

当社プラン
関西電力
従量電灯B

基本料金 1kVAあたり 396.00円 396.00円

電力量
料金単価
(／1kWh)

～120kWh 17.72円 17.92円

120kWh超
～300kWh

21.06円 21.21円

300kWh超 21.45円 24.21円

☎ 0120-326-230 
受付時間 9:00～19:00（日曜・祝日除く）

お申込みはWEBで

こなんウルトラパワー の

お得な電気料金プラン

ご家庭や店舗・小規模事業者向け

湖南市の電力会社

※「こなんウルトラパワーの新プランの件で」とお問合せください。

※電力供給元であるミツウロコグリーンエネルギー㈱の
「ミツウロコでんき コンタクトセンター」につながります。

お問い合わせ先

2020年３月末までにお申込みをされた方全員に

VISAギフトカード 3,000円分をプレゼント ! !
※ギフトカードは、お申込み手続き完了後の翌々月末頃に、郵送にてお送り致します。



こなんウルトラパワー

【お申込みに関するＱ＆Ａ】 気になる疑問にお答えします！

申込みの方法と電力切替の期間は？

当社のホームページからのお申込みとなります。切替は、当社で手続きをして、次回または次々回の検針
から供給がスタートします。詳細はメールにてご案内させていただきます。

Q

A

月々の支払いの方法は？

口座振替のみとなります。月々のお支払い内容は、インターネットの「マイページ」にてご確認いただけます。
（お申込み後、当社より「口座振替用紙」を送付いたします。必要事項をご記入の上、返送ください）

【申込フォーム】※イメージ

手数料など初期費用はかかりますか？

当社のプランお申込みについて、手数料などの初期費用は一切かかりません。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

電気代の削減額はみんな一律ですか？

ご契約内容や使用量により異なります。年間の削減額については、以下の早見表を参考にご覧ください。

平均使用量
（kＷh/月）

当社料金
（円/月）

関西電力
（円/月）

削減(お得)額

（円/月） （円/年）

350 8,325 8,583 258 3,096

400 9,611 10,047 436 5,232

450 10,897 11,512 615 7,380

500 12,183 12,976 793 9,516

550 13,469 14,441 972 11,664

600 14,755 15,905 1,150 13,800

650 16,041 17,370 1,329 15,948

従量電灯A(ご家庭用)
従量電灯B(店舗・小規模事業者用)

平均使用量
（kＷh/月）

当社料金
（円/月）

関西電力
（円/月）

削減(お得)額

（円/月） （円/年）

400 12,814 13,141 327 3,924

600 17,104 17,983 879 10,548

800 21,394 22,825 1,431 17,172

1000 25,684 27,667 1,983 23,796

1200 29,974 32,509 2,535 30,420

1400 34,264 37,351 3,087 37,044

1600 38,554 42,193 3,639 43,668

※契約容量：12kVAの場合

切り替える際、特別な工事や費用が必要ですか？

電力メーター(スマートメーター)の交換作業を行います。お客様の費用負担はありません。

【必要な情報】

・供給地点特定番号
・お客さま番号
・お客さまの情報
（お名前、電話番号、住所、メールアドレス）

☑供給地点特定番号は、関西電力の検針票
か、電力会社の請求書等を確認ください。

☑関西電力の検針票の画像をアップロードして
いただくと、お申込みが簡単になります。http://konan-ultra.de-power.co.jp/

当社ホームページ

ご家庭・店舗・
事業者向けメニュー

こなんウルトラパワーについて

こなんウルトラパワーは湖南市と湖南市商工会、市内民間企業等が設立した会社です。
太陽光発電事業や学校へのLED照明の導入など、地域貢献に取り組んでいます。

＜当社実績＞

・公共施設及び民間企業、家庭への電力供給
・省エネ診断、及び省エネ提案
・省エネ設備への投資支援
・太陽光発電への投資（約540㎾）
・平成30年度省エネ大賞受賞
・平成29年度新エネ大賞受賞
・省エネサービス

会社名 こなんウルトラパワー株式会社

本社 湖南市中央一丁目１番地１ 湖南市商工会内

設立日 2016年5月31日

資本金 11,600 千円

役員

代表取締役 谷口 繁弥 (湖南市副市長)

代表取締役 芦刈 義孝 (パシフィックパワー㈱ 企画部長)

取締役 上西 保 (湖南市商工会長)

監査役 戸簾 和俊 (滋賀銀行甲西中央支店長) 

登録・届出 小売電気事業者登録 A0350

電力会社を変えたら停電が心配なのですが・・・

既存の電力会社の送電線を使用するため、電気そのものの安定性や品質は今までと変わりません。

【中学校体育館へのLED照明導入】


