
【九州電⼒エリア】試算対象プラン読替表
切替後︓ソフトバンクでんき for Biz

電⼒会社名 GINIE登録プラン名 試算時⼊⼒プラン
従量電灯Ｂ 従量電灯B
従量電灯Ｃ 従量電灯C
低圧電⼒ 低圧電⼒
スマートファミリープラン 従量電灯B
スマートビジネスプラン 従量電灯C
シンプルプランQB 従量電灯B
シンプルプランQC 従量電灯C
ステッププランQB 従量電灯B
ステッププランQC 従量電灯C
法⼈スマートプランQB 従量電灯B
法⼈スマートプランQC 従量電灯C
店舗応援プランQB 従量電灯B
店舗応援プランQC 従量電灯C
法⼈バリュープランQB 従量電灯B
法⼈バリュープランQC 従量電灯C
法⼈スマートプランLB 従量電灯B
法⼈スマートプランLC 従量電灯C
法⼈バリュープランLB 従量電灯B
法⼈バリュープランLC 従量電灯C
法⼈スマートプランB 従量電灯B
法⼈スマートプランC 従量電灯C
シンプルプランHB 従量電灯B
シンプルプランHC 従量電灯C
法⼈スマートプランHB 従量電灯B
法⼈スマートプランHC 従量電灯C
法⼈スタンダ－ドプランB 従量電灯B
ハルエネ動⼒プランQ 低圧電⼒
動⼒オフィスサポートプランQ 低圧電⼒
動⼒サポートプランQ 低圧電⼒
ハルエネ動⼒プランL 低圧電⼒
ハルエネ動⼒プラン 低圧電⼒
ハルエネ動⼒プランH 低圧電⼒
でんきMプラン 従量電灯B
でんきLプラン 従量電灯C
低圧電⼒ 低圧電⼒
プラスでんきプラン1 従量電灯B
プラスでんきプラン2 従量電灯C
シングルプラン1 従量電灯B
シングルプラン2 従量電灯C
あきないでんきプラン 従量電灯C
あきない動⼒プラン 低圧電⼒
九州Bプラン 従量電灯B
九州Cプラン 従量電灯C
九州動⼒プラン 低圧電⼒
おうちプラン 従量電灯B
ビジネスプラン 従量電灯C
動⼒プラン 低圧電⼒

切替前

Looop ⇒

⻄部ガス ⇒

JXTG ⇒

九州電⼒ ⇒

ハルエネ ⇒

KDDI
auでんき ⇒
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従量電灯Ｂ 従量電灯B
従量電灯Ｃ 従量電灯C
低圧電⼒ 低圧電⼒
低圧電⼒S 低圧電⼒
従量B 従量電灯B
従量C 従量電灯C
ウルトラ20 九州 従量電灯B
ウルトラ30 九州 従量電灯B
ウルトラ40 九州 従量電灯B
プライム50.60 九州 従量電灯B
九州めんたいこプラン 従量電灯C5 従量電灯C
レギュラープランB 従量電灯B
シンプルプランB 従量電灯B
シンプルプランC 従量電灯C
プランS 従量電灯B
プランM 従量電灯C
動⼒プラン 低圧電⼒
Eneでんき ファミリープラン 従量電灯B
Eneでんき ビジネス100Vプラン 従量電灯C
Eneでんき ビジネス200Vプラン 低圧電⼒
エフエネでんき基本プランB 従量電灯B
エフエネでんき基本プランC 従量電灯C
エフエネでんき動⼒低圧 低圧電⼒
エフエネLight基本プランB 従量電灯B
ミツウロコでんき 従量電灯B 従量電灯B
ミツウロコでんき 従量電灯C 従量電灯C
ミツウロコでんき 低圧電⼒ 低圧電⼒
ベーシックプランQB 従量電灯B
ベーシックプランQC 従量電灯C
動⼒プランQ 低圧電⼒
動⼒プランQプラス 低圧電⼒
法⼈スマートプランQプラスB 従量電灯B
法⼈スマートプランQプラスC 従量電灯C
ずっとおトクプランQB 従量電灯B
法⼈スマートプランB 従量電灯B
法⼈スマートプランQB 従量電灯B
パックプランB 従量電灯B
パックプランQB 従量電灯B
法⼈割プラン 従量電灯B 従量電灯B
法⼈割プラン 従量電灯C 従量電灯C
法⼈割プラン 低圧電⼒ 低圧電⼒
ゴールドプラン 従量電灯B
ダイヤモンドプラン 従量電灯C
動⼒プラン 低圧電⼒
従量電灯Bベーシックプラン 従量電灯B
従量電灯Bシンプルプラン 従量電灯B
従量電灯Cベーシックプラン 従量電灯C
従量電灯Cシンプルプラン 従量電灯C
動⼒プラン 低圧電⼒
エネワンBプラン 従量電灯B
エネワンCプラン 従量電灯C
エネワン動⼒プラン 低圧電⼒
SmartFlex 従量電灯B
SmartFlex kVA 従量電灯C
ビジでんプラン[B] 従量電灯B
ビジでんプラン[C] 従量電灯C
ビジでんプラン[低圧電⼒] 低圧電⼒
格安プラン 従量電灯B
格安法⼈プラン 従量電灯C
格安動⼒プラン 低圧電⼒

テレマーカー ⇒

アルファ電⼒ ⇒

サイサン ⇒

ティーダッシュ ⇒

楽天でんき ⇒

イーレックス ⇒

ジュピターテレコム ⇒

HTBエナジー ⇒

格安電気 ⇒

イーエムアイ ⇒

エフエネ ⇒

ミツウロコヴェッセル ⇒

おトクでんき ⇒

フォーバルテレコム ⇒

アースインフィニティ ⇒
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スタンダードM 従量電灯B
スタンダードL 従量電灯C
ビズスタンダードネクスト 低圧電⼒
スタンダードXL 従量電灯C
スタンダードプラス 従量電灯C

USENでんき 電灯フラッとプラン ⇒ 従量電灯C
太陽ガス Happy電⼒業務⽤ ⇒ 従量電灯C

ナンワエナジー ⇒
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