
電気 料金 振替 領収Ｅ

イワ コンハウ スｌｉ潟 （４朱） 鴆、

毎度おり ｜なてを いただき あり がと うござい ます。

下このと おり お支 払い いた だき まし たの で、 お知 らせ いた しま す。

Ｓめ １ごタジＩＪ９１回令１１ ２年　 ＩＪ１２　１日 ～令加　 ２年
－＝ ＝＝＝＝＝＝＝　 ＝＝＝＝ －－ －　 －＝・＝＝＝＝＝＝一一＝＝－＝＝　 －．　　 ．＝＝＝＝一一一＝＝＝一一－

ご使８１　 ３，　０４ ６ｋ Ｗｈ
一一＝＝＝＝Ｓ一一＝＝＝＝＝＝＝一一一一＝一一¶＝・＝＝＝＝一一一＝一一＝＝＝＝＝一一＝＝＝一一一一＝＝＝一一＝一一一＝＝＝一一一

領収・額
一一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝＝＝一一＝＝＝一一＝７－・＝＝＝＝＝－■＝－＝＝一一＝一一一一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－＝－

［ＦＳａ ］ｉ肖費税等ｔ目当額
－－－－－・－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　－＝＝一一ＳＩＩＩ■－－＝＝＝－回＝回－－＝回■－■？■

再エ ネ発電賦皹ほ
一一＝ｊ－＝＝一一一一＝一一一一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝一一一一一一＝一一一＝＝＝一一一一＝一一一＝㎜－㎜＝一一＝＝＝－一一＝一一＝＝

ｉ哨費ＳＩＳｉ
一一－－－－＝一一一＝一一一一一＝＝－＝㎜＝＝＝＝一一一＝一一一一一＝＝＝一一＝一一一＝一一＝一一＝＝＝－－－一一＝＝＝＝＝一一＝＝＝＝

＝＝＝＝＝－－＝一一＝＝㎜＝＝＝＝＝９　 ９１－一一

９　８， ５３ ７Ｆ气
－－－回 －－＝一一＝一一㎜＝＝一一＝一一－・＝＝－

８， ９５ ７Ｆｌｌ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

８， ９８　５Ｆｌｌ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－２ ，７ ７１ Ｐ１ ８６銭

・＝＝一一一一＝＝＝・－＝回＝回＝－回＝回＝－一一一一＝一一＝一一＝一一一一＝一一一一一一＝一一一＝＝＝一一一一＝一一一－■＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝一一一－－＝＝＝＝＝一一一＝＝＝一一－回Ｓ■

ろ○り２ ごやＳＭ回　令１１１］２年　 Ｍ２ １日 ～令加　 ２年　 ２ＪＩＩ ７日　 ２８ 日回

ご恍ｌｔ
９－－－－－－－－ヽ

領収金額

２３ ０ｋ Ｗｈ
一一一一一一一一一一一一一一一

－㎜㎜㎜＝－－一一＝＝＝一一＝＝＝一一一一＝一一一一一一一＝一一一＝

［ｉｇＳ ］ｉ肖ｌａ等キｌ肖額
㎜－一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝＝＝一一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一一一＝

再エ ネ発電賦課を
Ｗ－　 －－＝＝＝＝＝＝一一＝一一＝一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝一一

き料費■整額
㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

夜回■Ｓ洵ｔＳＭＲＳ Ｉ額

３， １６ ６ＦＩヨ
一一㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

２８ ７Ｆ９
一一㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

６７ ８ＰＩ
一一㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

’二 ２０ ９Ｐ１３ ０銭
一一㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

”４ ７６ Ｆ９ ０４銭

タ１め３ ごや｜ジ≡ｉＳ回　令考口　 ２年　 １１ ２　１日 ～令考口　 ２年　２ｊ １７ 日　 ２８ 日回
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　　 －－－－－－－－－－－－－－‥－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ご使Ｍｌｔ　 ｌ， ０３ ３ｋＷｈ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　　 －　 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

領収金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３　８，　７　１　６Ｆ９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－　 －－－－　 －　 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－‥－－－－－－－－－－－

［肖掲］ ｉ肖ＩＳ等手目肖額　　　　　　　　　　　３， ５　１９ ＰＩ
一一一＝＝＝＝＝一一一＝＝＝一一一一＝一一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－　 －¶　 －－？　 一回・Ｊ・・・・・・・回・Ｓ・ｋＪ¶回＝■■－＝＝一一一

肖エネ発電蓼ａ金　　　　　　　　　　３， ０４ ７Ｆｌｌ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　 －　 一一一　　 一一一一　一一一　　 一一　 －　 一一一一一一一一一一

ぎ料費ｌ翹Ｓ　　　　　　　　　　　　　－９ ４０ Ｆ１ ０３Ｒ

ヅノ彑
Ｓ替日（Ｓ収日）

１４０

（口）

２１ ２７日

匹

１２ ７６２

ご契約名義 イワ コンハウス新潟（ ４朱 ）様

ご使用場所

新潟市江南［‾ｋ

絮哢亟１ 丁目 ２－６

ｅＣ ｏマ ンシ ョン　事務所

ご指定
の口座

金融機関を
お客さま の吼入情報保護のため、

口座番焉等を甞表示と しており ます。
預金 種別 水木 口座 番号 ｈｔｔｐ：　呶ｗｗｗ．ｋ呶呶

ご口座名義 イワ コンハウス新潟（ ４朱）

※口座番号等の表示をご希２の場合、裏面のお回をせ先までご・麹Ｓいます。

一

心

契

約

内

容

お客 さま

番号

回数 き業Ｍ ｌｊ閤村 印字 街区 住居 枝
契約１ 契約２ 契約３ な約４

副 ＫＣ 副 ＫＣ ａｌ』 ＫＣ 誣 ＫＣ

１２ ７１１ ３４ ４９ ０２ ００２ １０ ０ ０ １ ０ ２ ０

契約 副 ＫＣ 契約 種別 契約 容量 力率 割５ １率

０

１
－

２

０

０
一一

０

十フ アミリ ３０ ｋｖＡ

２ 深夜ｔ力Ｂ ２ｋＷ １５ ．０ ０％

３ 低ＥＥ電力 １８ ｋＷ
－

９０ ９６

（円）

Ｆ。ロ紙 税申 芭覬

付につき仙牡北

税務 署承 認済

※次回の振膰予定日は　令和　 ２年　 ３１ ２　７日　 です。

（Ｅ）東北電力棧弍会瓧令和２年３万２ 日作成

◆本状により集金員が直接収納する ことはあ りません◆


