「たんたんエナジー」
って、
どんな会社？
●気候変動防止と地域活性化に取り組む小売電気事業者です。福知山市役所、福知山市立の
小中学校、福知山城、エスペック株式会社福知山工場などに、再エネ由来・CO2 排出ゼロの
電気をお届けしています。今後、丹波・丹後産再エネ電力の割合を増やしていく予定です。
●持続可能な地域づくりを目指して活動する団体や研究者が連携して立ち上げた会社です。
株主として
「立命館ソーシャルインパクトファンド投資事業有限責任組合」
も参画しています。
●福知山市、京都北都信用金庫、龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター

電気でつながる

（LORC）、プラスソーシャルインベストメント株式会社、京都府地球温暖化防止活動推進セン
ター等と協定を締結し、
エネルギーを軸とする地域活性化に取り組んでいます。
●たんたんエナジーが電気を販売している福知山城

「たんたんエナジー」
の家庭用電気料金メニュー
●ベーシックプラン

●ナイトプラン（オール電化対応）

一般的なご家庭向けのプランです。

深夜電気温水器をお使いの方など、主に夜間に電気を使われるご家

関西電力の従量電灯 A（6kVA 未満）
に相当します。

庭向けのプランです。基本料金と日中の料金を低めに設定しています。
（税込、円）

最低料金（最初の15kWhまで）

単位

単価

参考：
関西電力
従量電灯A

1契約

340.00

341.01

20.30

20.31

25.50

25.71

28.10

28.70

15kWhをこえ120kWhまで
電力量料金

120kWhをこえ300kWhまで
300kWh超過分

1kWh

（税込、円）

単位

いずれのプランも、kWh あたり 1.5 円の追加で CO2 ゼロの再

単価

最初の6kVA(kW)まで

1契約 800.00

最初の10kWまで
2200.00

6kVA(kW)をこえる
1kVA(kW)につき

1kVA 200.00

10kWをこえる
1kWにつき
396.00

平日：10-17時

28.00

28.96

その他の季 平日：10-17時

22.80

26.33

リビング
タイム

平日：7-10時、17-23時 1kWh
休日：7-23時

22.80

22.89

ナイト
タイム

平日：23-翌7時
休日：23-翌7時

19.00

15.20

基本料金

夏季

月々ワンコイン程度で
再エネ（CO2 ゼロ）の電気に！

参考：
関西電力
はぴｅタイムＲ

を選
エネ電気を使える
「たんたん電気再エネ 100（CO2 ゼロ）」

※いずれのプランも、表示価格に再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。

（※再エネ電気、または非化石証書（再エネ指定あり）等を活用した実
べます。

※関西電力と同じ燃料費調整額により料金を調整します。

質再エネ電気をご提供）

例えば 300kWh /月の電気をお使いのご家庭であれば、追加費
用は 450 円 / 月です。

おいしい丹波・丹後
キャンペーン
家庭用電気をご契約いただいた方全員に、
丹波・丹後のおいしいものをプレゼント！

期間：2021年5月1日〜6月30日

オー
ル電
プラ 化対応
ンあ
り

対象：関西電力送配電株式会社による供給エリアのご家庭

地域が元気になる

生産者より

おいしいもの

家庭用電気を
ご契約
いただいた方

電気

をお届け！

を直送！

電気供給
契約

たんたん
エナジー
株式会社

※参考価格は、2021 年 4 月 25 日現在のものです。
※キャンペーンでのお申し込みの方には、
１年以上継続してのご利用をお願いいたします。

協定

丹波・丹後の
おいしいもの
の生産者

※プレゼントは生産者さんから直送となるため、協定先生産者さんに送付先をお伝えすることを
ご了承ください。
お伝えする情報は、今回のキャンペーンのみに使用され、以降の営業等には
一切使用されません。

電気代の一部は再エネ普及や地域活性化に
活用させていただきます。
日常生活が、より良い
地域社会づくりにつながります。

お申し込み
方法

お申し込み手続きはインターネットでカンタン。
キャンペーンのプレゼントも、申し込み画面から選択できます。
詳しくは、
ウェブサイトをご覧ください。
https://tantan-energy.jp/campaign-oishii-tamba-tango/

※お手元に
「電気ご使用量のお知らせ」
（検針票）
や請求書など、
お客様名、
お客様番号、供給地点特定番号がわかる資料をご準備ください。
※インターネットでのお申し込みが難しい場合は、窓口までお電話ください。紙の申し込み様式をお送りします。
お問合せ窓口：TEL 0773-45-3061（平日 10 時〜 17 時）

る！
気にな

電力会社の切り替え
●手続きはカンタン。5 分程度で完了。現在の電力会社への解約通知も不要。
●お届けする電気の質は変わりません。停電のリスクも増えません。基本的に工事も不要です。
●家庭用太陽光発電の余剰電力の売電先と別の会社から電気を購入しても問題ありません。
●たんたんエナジーの電気代は、卸電力取引市場価格とは連動していません。市場価格により電気代が急騰することはありません。

〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町 3 丁目 79-2 竹下ビル 202 号室
TEL 0773-45-3061 URL https://tantan-energy.jp/

選べる！もらえる！
丹波・丹後の
魅力あふれる生産品。
木原
根岸

【福知山市】小林ふぁ〜むさん

【綾部市】koku さん

【宮津市】飯尾醸造さん

トマトジュースの苦手なトマト農家の作った
「とまとのじゅ〜す」500ml

美しい農山村を未来につなぐ
「綾部のお米で作った米麺と玄米ぽん菓子」
のセット

極上の純米酢と簡単にピクルスが作れるお酢の詰合せ
「富士酢プレミアム・富士ピクル酢」2 本組セット

大阪から福知山に移住し農業に取り組む小
林ご夫妻が、化学肥料も農薬も使わず育て
たトマトを材料に、砂糖・食塩・添加物・
水を一切使わずに作った、まじりっけなしの
トマトジュースです。特別なこの一本を、ぜひ
味わってください。
（福知山市 SDGs パートナー認定企業）

【福知山市】岡本ファームさん

豊かな自然のなかでのびのび飼育した
幻の品種「京地どり肉」
（900g 以上）

家庭用電気をご契約いただいた方全員に、
丹波・丹後の自然に育まれ、手間をかけて大切に
作られた品を生産者から直送。
10 種の中から、
お好みの 1 つをお選びください。
「たんたんエナジー」
の木原（代表取締役）
と
根岸（専務取締役）が惚れた生産品は、
どれもおいしく、地域も元気にするものばかりです。
福知山市により
「ふくちやまのエエもん」
に認定された製品です。

「京のこだわり畜産物」にも認定されている岡本ファームさんの京地どり。運動
するスペースを広くとった平飼いで、栽培期間中農薬不使用の米を使い、飼育
期間を長くして豊かな自然の中でのびのびと飼育しています。歯ごたえと旨味
が特徴的です。普段は決まったお店にしか届かない地鶏を、特別にご協力い
ただきお届けします。
（ふくちやまのエエもん認定品）

【京丹後市】Organic Cafe てんとうむしばたけさん

【舞鶴市】ENDEAVOR（エンデバー）
さん

「サーディンソース」
と
「アンチョビペースト」
と
「ゆずハニー」
のセット

ふっくらジューシー 魚の旨味を凝縮した
「ソフト干物」
の詰め合わせ

Organic Cafe「てんとうむしばたけ」
は、京丹後で 20 年以上にわたり有機農
業に取り組む梅本さんらが、
「おいしい有機野菜をもっと身近に、多くの方に」
と立ち上げたカフェです。今回は、梅本さんと丹後の仲間たちによる、丹後の海
の幸と山の幸、そして「想い」の詰まった食べ物をセットでお届け。丹後の魅力
が、
あなたの食卓を彩ります。

代表の松田さんが「もっと多くの人に舞鶴の魚の美味しさを知ってもらいたい」
と立ち上げたのが ENDEAVOR。風をあてながら乾燥をさせることで旨味を閉
じ込めた「ソフト干物」が売りです。真空パックなので冷凍で 60 日保存できま
す。今回は、舞鶴産のものを中心に旬の 3 〜 5 品（水揚げされた魚によって変
わります）
をお届け。
ふっくらジューシーな海の味覚をお楽しみください。

代表の宮園さんは「稲作にはみんなで維持する水路が必要。一人だけではな
く、地域ぐるみで元気にならないと。
だからこそ、米粉を日本のスタンダードに！」
と語ります。厳選した品種を使い、こだわりの機械で挽いた美味しい米粉製品
やお菓子を、ぜひお試しください。
あなたの食生活が、美しい農山村の維持に
つながります。
（※米麺は白米麺または玄米麺。
どちらが届くかお楽しみに。）

明治 26 年創業の飯尾醸造さんは、棚田で育てた、栽培期間中農薬不使用
の米をたっぷり使ったこだわりのお酢づくりを続けるお酢屋さん。今回は、大吟
醸のように繊細でうまみがある特別なお酢「富士酢プレミアム」
と、野菜を切っ
て漬けるだけでおいしいピクルスができ、食品ロス削減にもつながる「ピクル
酢」
のセットをお届け。体も地域も元気になるお酢を、ぜひご賞味ください。

【福知山市】田舎暮らしさん

【京丹後市】野木源さん、
日本海牧場さん

猟師であり料理人・健太郎の京都ジビエ
「鹿肉ローストと燻製セット」
（各 100g）

「Ole!Ole!Ole! 玄米パエリア」
と
「京たんくろ和牛入りの米粉カレー」
の缶詰セット

代表の中島さんは猟師 + 料理人。
ジビエ料理の普及を通じて、地域の農地・里山・環
境の保全、地域活性化に取り組んでおられます。
「健太郎の鹿肉のローストと燻製セット」
は、捕獲から加工までを自社で行っており、しっかりとした下処理と真空低音調理されて
いることで、処理の難しいジビエをお気軽においしくいただけます。
さまざまな料理との相
性もぴったりで、
ジビエデビューにもおすすめの一品です。
（ふくちやまのエエもん認定品）

【与謝野町】
かけはしブルーイングさん

与謝野町産ホップを使った
「飲めば飲むほど
海がきれいになるビール ASOBI」3本セット

代表の濱田さんらの「地域資源を活かした事業で地方創生につなげたい」と
いう想いから生まれたビール。阿蘇海のカキ殻を水の硬度調整や酵母の濾過
に使い「飲むほど海がきれいになる」取り組みも魅力的ですが、何よりの魅力は
ビールの旨さ。
ホップの香りは高いのに苦味はそれほどでもなく、さわやかな味
が口にひろがります。

限定
50セット

JR 西日本福知山支社さんと京都北都信用金庫さんが連携して企画し、監修
は tangobar さん、製造はよさのうみ福祉会さんが担う缶詰 3 種のうち２種を
お届け。野木源さんの美味しい玄米に京丹後産のムール貝などの旨味が染み
込んだ極上のパエリアと、日本海牧場さんによる京都生まれ京都育ちの和牛
入りの特別なカレーの缶詰は、
「丹後の魅力そのもの」
の缶詰です。

【与謝野町・宮津市】石川塾さん・ハクレイ酒造さん

老舗酒蔵が醸す地域密着型の地酒
「純米吟醸生酒 京石川かたり酒」
（720ml）

地域活性化に向けて活動する与謝野町石川塾の
方々が、丹精込めて作られた京都の酒米「祝」
を使
い、丹後のハクレイ酒造さんと作られた純米吟醸
酒の「京石川かたり酒」。
「地域の未来を語り合うと
きに飲んでほしい」
と命名されました。火入れをして
いない生原酒のため麹酵母が生きており、作りた
ての味をそのままいただけます。口あたりがよくフ
ルーティなので、
ついつい飲めてしまいます。

