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61いいね！

グリーンピースエナジーグリーン電
力

Polarsternグリーン電力 Naturstromテストの勝者

一目でグリーン電力の比較
2014年に最高のグリーン電力プロバイダは誰ですか？表形式の概要のグリーン電力の比較はあなたにグリーン電力プロバイダの概要を説明します。これは、公正な

価格で100％グリーン電力を提供し、「本当の」グリーン電力の提供にhiebeiです。

プロバイダ グリーンピースエネルギ

ー

自然の力AG Polarstern EWS Schonauの Lichtblick社 TCHIBOグリーン電力

ロゴ

  グリーン電力のテストの

勝者

グリーン電力のテストの

勝者

グリーン電力のテストの

勝者 
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ミックス 91％EE水、

9.0％風力

電力ミックス2013（予想）

60.3パーセントの水、

26.7％風

13.0％のEEG 
（2012ミックス）

水100％
（2015年）

100％再生可能エネルギ

ー、ノルウェーから主に水

力発電（ミックス2014分の

2013）

水100％
（28％EEG電気）

（ミックス2012）

ノルウェーから100％の水

力

CO2排出量 キロワット時当たりのCO2
の0.0グラム

キロワット時当たりのCO2
の0.0グラム

 キロワット時当たり0.0グ
ラムのCO2

キロワット時当たり0.0グ
ラムのCO2

キロワット時当たりのCO2
の0.0グラム

 キロワット時当たり0.0グ
ラムのCO2

核廃棄物 キロワット時あたり

0.00000グラム

キロワット時あたり

0.00000グラム

 キロワット時あたり

0.00000グラム

キロワット時あたり

0.00000グラム

キロワット時あたり

0.00000グラム

 キロワット時あたり

0.00000グラム

             

新工場 はい はい  はい はい、反乱発電所 はい、家庭用発電所 間接的に（電気の1 3分の

1が6年以上経過していな

い植物から来なければな

りません）

発電所の開示 はい はい  はい はい、ご要望に応じて はい はい

所有権

の関係

原子力産業と

いいえ いいえ  いいえ いいえ いいえ ？

ラベル、シール＆証明書 TÜVノール、Ecofys ゴールドのグリーン電力ラ

ベル、

TÜVノール

OK電源ラベル、

TÜVノール、

金でグリーン電力ラベル

TÜVノール、エコトップテン OK パワーラベル、

TÜVノール

TÜVノール、

OK パワーラベル、

エコトップテン

特殊性 透明モデル、協調

scientific原則

21,000を超えるメンバー

非常に安価なグリーン電

力プロバイダは、出現し

た環境から

独立した安価な 独立した概念、

市民が所有します

安価なグリーン電力プロ

バイダ

12ヶ月の価格保証、それ

にもかかわらず、毎月の

解約

現在地： グリーン電力比較 グリーン電力比較

グリーン電力" グリーン電力の比較」 グリーン電力の提供」 グリーン電力料金比較» Ökogas »
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自然の力テスト グリーンピースグリーン電力 Wemio電流

と 、そのようなBUND、
NABU、BWE、のような組

織...

             

リース期間 1ヶ月 1ヶ月  1ヶ月 1ヶ月 1ヶ月 1ヶ月

通知の期間 4週間 4週間  2週間月末 4週間 4週間 4週間

             

お客様 11万、約8,000商業顧客

（07/12）を含みます

20万人以上（07/12）  ？ 約115,000（07/11） 60万（07/12）  ？

個人のお客様 はい はい  はい はい はい はい

Geschäfstkunden はい はい  はい はい はい  ？

             

ユーロからの価格 26,65Cent /キロワット時

（2015年1月1日から）

26.25セント/ kWhで、

税込。1セント/キロワット

純新規投資の促進

（価格は2015年3月1日か

らの既存の顧客のため

に、すぐに新しい顧客のた

めです）

地域異なります 26.75セント/ kWhで、

税込。新しい資金調達の

ために0.5セント

（2013年1月1日から）

26.44セント/ kWhと
 

地域異なります

基本料金 月額€8.90。 月額€7.95。  月額€9.60。 月額€6.90。 月額€8.95。 地域異なります

価格比較 価格比較 価格比較   価格比較 価格比較  

             

住所 グリーンピースのエネルギ

ー例えば、

肩甲骨120 
20357ハンブルク

Naturstrom AG 
Achenbachstr。43 
40237デュッセルドルフ

Polarstern社
Lindwurmstr。88 
80337ミュンヘン

EWS  Schonauの社

Friedrichsstr。5355 
79677 Schonauの

Lichtblick AG 
Zirkusweg 6 
20359ハンブルク

TCHIBO社

Überseering18 
22297ハンブルク
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  98/100点 98/100点 97/100点  100分の96点 95/100点 95/100点

本当のグリーン電力のペンダントごとに本物のグリーン電力供給業者に適用され、実際のグリーン電力を比較するための必要条件であるべきで、主に3点がありま

す。

1.  （同時に）現在の必見は、実際には再生可能エネルギー源から来て、

それが排出枠を購入することで再度ラベル付け、従来の電力ではないかもしれません。

2.  グリーン電力プロバイダは、直接新しいグリーン発電設備の建設を促進しなければならない

新しい環境に優しい発電所の建設に流入利益の部品、例えば。

3.  グリーン電力の提供者は、他の会社の完全に独立していなければならない

、まだ原子力発電や他の気候に損傷を与える技術との取引に関与しています。

ヒント： すなわちグリーンピースエネルギー、自然のパワー、ElektrizitätswerkeSchonauのとLichtblick原理的には、ドイツの長い時間、真に独立している実際には

4全国アクティブグリーン電力の提供がありました。これらは、正確にドイツ自然保護リング（環境·自然保護団体の統括組織）によって開発された4グリーン電力プロバ

イダは、推奨されています。これらのすべてのグリーン電力プロバイダはここで詳細なレビューは見つけることができます米国のために確認してくださいこれらの4のど

のグリーン電力プロバイダ最高のあなたにぴったり。上記Öksotrom比較してください。特に日本の原子力災害は、エネルギー転換への移行の重要性を示していま

す。自分でジャークを与え、あなたはグリーン電力プロバイダに切り替えます。これを考えてみましょう：より多くの人々が本物のグリーン電力の提供に切り替えると、で

も大きなエネルギー企業は、長い再考する必要があります離れて、原子力や石炭電力から、再生可能エネルギーに。 
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