
Beginning and Ending Electrlc Service
電気のご利用を始めるとき、おやめになるとき

A〉 When you wontto sior eleci“ c service

Alo new home,pleose ca‖ o neorby

Chubu E:ec1lc Power Company customer

service office Be sure lo inform us of your

nome,oddress,phOne number,cusiomer
identificOtion number ond lhe dole you

wish io stori using ihe eleciric service You

con leorn'lHow io poy your b‖ l'l by refer―

ring io page 28

A)電気のご利用を始めるとき

転入して電気をご使用になるとき、最寄りの営業所にご

連絡ください。ご住所、お名前、電話番号、お客さま番号、

電気のご使用を開始する日をお知らせください。なお、電

気料金のお支払いは、料金のお支払い方法 (P28)をご

参照ください.
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3)When you wOntlo disconlinue service becouse you ore rnoving

oul

Ploose co‖ your neorby Chubu Elecirlc Power Compony customer

service office o few dOys before the dole you w‖ lrnove oul,α nd
le‖ us yournome,oddress,phOne number,cuslomeridenllcOliOn

number ond ihe dole ofyour move

B)引 っ越しで電気のご利用をやめるとき

引っ越しされる、3、 4日 前までに最寄りの営業所に、ご住所、お名前、電話番号、お客さ

ま番号、お引っ越しになる日をお知らせください

Ì HoW IO Poy YourB‖ l

You w‖ !be osked 10 poy forihe eleciricily used from the

previous rnelerreoding up lo the finol melerreoding You

can choose one ofthree differeni ways to pay yOur b‖
l

(1)CoSh poyment o十 lhe lime of d sconinuo十ion ofsel、/ce
c)Directt deb ifrom your bonk occounl

ln十his cose′ you w‖ hove十o leove your bonk occoun十

open for one more rnonlh

(3)Cosh pClymenl

lf your new res dence is ln」 opon′ 、″e w‖ send you o
slolemenlindic。‖ng yOurfinol bolonce Toke lhis form

lo o locoi bOnk′ pOst office′・convenlence slore・ where
we enirusi co‖ ec十 ion of our b‖ s′ or o Chubu Elecl‖ c
Power Compony cuslomerseⅣ ice offce

料金の精算方法について

前回の検針日から電気をお止めした日までの料金を精算させていただきます。

料金お支払い方法は3つの方法からお選びください。

(1)電気をお止めしたその場でのご精算

(2)口座振替…1カ月間口座を残していただく必要があります。

(3)お 振込み…ご移転先が国内であれば振込用紙を送付いたしますので銀行、郵

便局、中部電力の電気料金を取り扱うコンビニエンスストア、中部電力の営業所で

お支払いください。
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C)When you increose/decreose your coniroci curreni

Pleose co‖ your neorby Chubu Eleciric Power Compony cus‐

lomer sevice office.Be sure lo give us yournome,oddress,phone

number,customeridenlificolion number ond desired con,roc,

curreni The SB replocementis free,bu:Ihe boSic rnonth:y chorge

w‖l chonge

l)Some:imes nol only o replocemeni of yourSB but olso new insto‖ o:ion

of your elec:ricol ponel or vvi“ ng is necessory

2)The oWner of yourresidence mighi prohibit you from chonging your

coniroct current
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C)ご契約電流を変えるとき

最寄りの営業所にご連絡ください。ご住所、お名前、電話番号、お客さま番号、希望の契

約電流をお知らせください。ブレーカ…の取替は無料です。ただし、毎月の基本料金が変

わります。

注1)分電盤や配線の状態によっては、電気工事店での工事が必要な場合があ
'′

ます。

2)お住まいのアパート等によっては、ご契約電流を上げられない場合があります。
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