
賢く選んで手に入れる！
安心・安全・安定のお得なでんき

SO  ENE
～あなたに寄り添う新時代のでんき～ ※全国で提供（沖縄県・一部離島を除く）
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SO  ENE ご利用開始までの流れ
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お申し込みは簡単

１ 電気ご使用量のお知らせ（請求書など）を準備

電気ご使用料のお知らせ（請求書）とは
ご自宅に毎月届く紙のことです

クレジットカードでのお支払い

リエゾンエナジーから送られてくるメールに従ってお手続きください。

銀行口座振替でのお支払い

『供給開始のお知らせ』 と一緒に口座振替依頼書及び返信用封筒をお送りいたします。

口座振替依頼書にご記入のうえ、ご返送ください。

ご利用開始

※電気ご使用料のお知らせが見当たらないお客さまは別途お問い合わせください。

でんきの供給開始が決定したら、『供給開始のお知らせ』をお送りいたします。

お申し込みの際にご選択いただいたお支払い方法別に、それぞれお手続きください。

供給開始日の決定４

５

SO  ENE
※全国で提供（沖縄県・一部離島を除く）

品質や信頼性は一緒！

¥ 電気料金が安くなる！

電気が送られてくるシステムはこれまでと変わらないので、

停電が起こりやすくなったり、明るさが変わったりすることはありません。

これまで同様、安心してご利用いただけます。

簡単・お得でリスクなし！
でんきを替えて、生活を変える！

電気料金を月々１０,０００円お支払いされているお客さまは

年間約２,５００円 もおトクに！

さらに！ 初期費用・切り替え費用無料！

日本全国で提供！（沖縄県、一部離島を除く）

は日本全国でご利用いただけます。

お引越しにももちろん対応！

日本全国でおトクな を引き続きご利用いただけます。

お手続きもカンタンです！ ※リエゾンエナジーにお問い合わせください

※マンション一括受電サービスを導入している集合住宅や

オール電化住宅にお住まいの場合は を申し込むことが出来ない場合があります。

和泉崇司から特別なプレゼント！

特典１

特典２ ファンクラブへ新規ご入会で、和泉崇司からスペシャルプレゼントが届く！

供給開始のお知らせと一緒に、直筆サイン入りのお手紙が届きます！

※供給開始のお知らせに記載されているお客様番号をお知らせください。

初期・切替費用は
一切かかりません

工事などの
立ち会い不要※１

今の電力会社への
解約連絡不要

面倒なお手続きはすべて不要

におまかせ！

※１ 一部のマンション・アパートではオートロックの解除などが必要な場合があります。

０円

※プレゼント内容は季節などによって変動する可能性があります。

申込書で申し込む

WEBから手順に従ってお申し込みください。

クレジットカードをご利用されるお客さまのみ
WEBで全てのお申し込み手続きが完了します。

WEBから申し込む
※クレジットカードのみ対応※

２

３
h'ps://www.izumisohji.com/soene

株式会社リエゾンエナジー
東京都目黒区上目黒３丁目６番１８号 TYビル７階

FAX : 03-5721-5580 Mail : info@tsunagu-denki.com

資料のご送付

電気ご使用量のお知らせ

お申込書

自費でご郵送いただくお客さまには、切手代金として100円を
初回電気料金から割引させていただきます。

必要書類をご確認のうえ、FAXまたはご郵送ください。

※クレジットカード・銀行口座振替からお支払い方法をお選びください。

WEBから申込書をダウンロードしていただくか、
下記メールアドレスまでご連絡ください。
お申込書と返信用封筒をお送りいたします。

so-ene@universalintuiPon.co.jp

※お名前・ご住所・ご連絡先は必ずご記入ください。



電力自由化
今こそチェンジのチャンス！

これまで一般家庭の電気は、決められた各地域の電力会社からしか買うことが出来ませんでした。

２０１６年４月より低圧電力（主に一般家庭や店舗で用いられる電力）の 「小売全面自由化」により、様々な

事業者が電気を販売することができるようになりました。

電気小売事業への参入が増えることで競争が活性化し、より良い料金メニューやサービスの提供が期待されています。

これまで決められていた地域の電力会社１０社に対して、電力自由化に伴って電力を販売することができるように

なった会社のことを「小売電気事業者」と呼びます。

和泉崇司とパートナーシップを結ぶ株式会社リエゾンエナジーも、登録小売電気事業者（登録番号A0260）として
「 」という名前の電力を販売しています。

決められた電力会社からしか
買うことができない

Before
電力を買う会社を選べる！

A(er

品質や信頼性は本当に大丈夫？
防災士・和泉崇司がしっかりチェック！！

また、全国で順次導入されている「スマートメーター」を使用することで、従来の旧式機械メーターにはできなかった

遠隔自動検針や、３０分毎の使用料計測が可能になりました。

現在の電力会社から に切り替える際は、基本的にスマートメーターが無料で取り付けられます。

スマートメーターの設置について

現在、従来式機械メーターが設置されているお客さまの場合、地域の電力会社にてスマートメーターへの交換工事が

行われます。交換工事のタイミングは各電力会社により異なります。

・既にスマートメーターが設置されている場合は原則交換工事は必要ありません。

・地域の電力会社より工事日程調整のご連絡が入ります。原則、お客さまの立ち会いは不要です。※１

・地域の電力会社やお住まいの環境により、交換工事に停電を伴う場合があります（約１５分程度）。

面倒なお手続きはすべて不要
におまかせ！

※１ 一部のマンション・アパートではオートロックの解除などが必要な場合があります。

スマートメーター

私のところだけ停電が多くなったりしない？

１問１答で

お答えします！

大丈夫です！停電が増えることはありません！

経済産業省資源エネルギー庁も告示していますが、電力会社を変えたからといって電気の品質や信頼性が

変わることはありません。電気がお客さまのご家庭に届けられる仕組みはこれまで通り！

Q

でも停電の可能性が増えたりすることはありませんので、これまで同様安心してお使いいただけます。

A

電力仕入 電力販売

電気の流れ

一般電気事業者の送電線

（社）日本卸電力取引所

発電所
一般電気事業社
（東京電力など）

お客さまのご家庭

Q 災害時の復旧が遅れたりしない？

A ご安心ください！災害時の復旧のタイミングは各社同じです！

災害時に発生する停電リスクについては、どの電力会社と契約していても同じです。

A社のほうがB社よりも停電しにくいといったようなことはありません。なぜなら、発電した電力を家庭などの
消費地に送る送配電網は、各電力会社が共同で利用しているからです。

災害時の復旧のスピードも同様の理由から、契約している電力会社によって変わることはありません。

各電力会社が供給する電力は、同じ送配電網を利用して区別なく需要場所に送られるので、復旧スピードに差

はつきません。

停電時は、各地域管轄の一般電気事業者までご連絡ください。

あなたの疑問・不安・・・
和泉崇司がまるごと解決！

株式会社リエゾンエナジー

東京都目黒区上目黒３丁目６番１８号 TYビル７階
TEL : 0120-916-948  (平日9:00〜17:00) 

FAX : 03-5721-5580 Mail : info@liaisonenergy.jp

株式会社Universal IntuiPon

東京都渋谷区恵比寿西１丁目３５番１１号 代官山タワー３０２
FAX : 03-5721-5580 Mail : info@liaisonenergy.jp

Q 「電気自由化」で何が変わったの？

A 決められた電力会社からだけでなく、

さまざまな企業が電気小売事業に参入し、

各社独自のサービスを提供することができる

ようになりました。

和泉崇司もリエゾンエナジーとタッグを組んで、

というサービスを提供しています。

Q 初期費用はかかる？

契約手数料や事務手数料が必要な会社も

ありますが、 ではお申し込み時の

初期費用は一切かかりません。

安心・安全・リスクなしでご利用いただけます。

A

Q 手続きはかんたん？工事はある？

のお申し込みはかんたん！

詳しくは「ご利用までの流れ」をご覧ください。

こ自宅の電気メーターが機械式の場合は、

スマートメーターへの交換が必要です。

交換費用は一切かかりません。

A

契約期間の縛りや解約違約金はある？Q

A
では契約期間の縛りはございませ

ん。

解約違約金もいただいておりません。

是非お気軽にお試しください。

Q マンションやアパートでも契約できる？

各家庭が個別に電力会社と契約されていれば、

基本的に契約可能です。

は戸建て・マンション・アパート、

持ち家・賃貸の区別なくご契約いただけます。

マンション全体で一括契約をしている場合や、

オール電化をご利用中のお客さまは、ご利用

いただけないことがありますのでご注意ください。

A
Q 検針票は発行される？

では検針票の発行は基本的に

行っておりません。

毎月送られてくるメールにてご使用料および

ご利用料金をご確認ください。

検針票が必要なお客さまには、月額１５０円（税込）

でお届けさせていただきます。

に関するお問い合わせ 電気の契約に関するお問い合わせ

高圧電力の切り替えをご希望のお客さまは、過去１年分の電気ご使用実績をもとに別途お見積もりいたします。
お見積もり費用は一切いただいておりませんので、是非お気軽にお問い合わせください。

※お申し込みから切り替え完了まで約２ヶ月〜３ヶ月かかります。

株式会社Universal Intuition

東京都渋谷区恵比寿西１丁目３５番１１号 代官山タワー３０２
FAX : 03-6478-8386 Mail : so-ene@universalintuition.co.jp

株式会社リエゾンエナジー

東京都目黒区上目黒３丁目６番１８号 TYビル７階
TEL : 0120-916-948  (平日9:00〜17:00) 

FAX : 03-5721-5580 Mail : info@tsunagu-denki.com

※電気メーター交換の詳細は地域の電力会社にお問い合わせください。

A
緊急連絡先一覧は ホームページでご確認いただけます。

主な出演作品は「平清盛」「花咲舞が黙ってない」「エンジェルハート」
「沈まぬ太陽」「遺留捜査」「真犯人」「プリンセス美智子さま物語」
広島東洋カープ国歌独唱 「ひろしま満点ママ!!」レギュラー出演中

和 泉崇司 Sohji Izumi
広島県廿日市市出身 はつかいち応援大使 米国アーカンソー中央大学大学院 卒業
防災士・TOEIC９００点・東京消防庁上級救命講習修了・PADIレスキューダイバー

高校時代は「やり投げ」の選手として活躍。
渡米後、大学新記録を何度も塗り替え、大学院卒業まで特別奨学金を獲得。
アメリカ陸軍予備役将校訓練課程を受講し、実戦に基づく戦闘戦略、実弾射撃、
水上サバイバルなどの特殊訓練を受ける。
夢は世界中に笑顔と感動を届ける俳優となり、教育を受けたいと願う子どもたちの
「夢」を叶える応援者になること。そのために、ハリウッド進出を目指している。

詳細は公式ホームページへ： https://www.izumisohji.com


