
                2023 年 2 月 

 

法人のお客さま向け「au でんき」の電気料金の見直しについて 

 

 

平素より、au でんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

このたび、昨今の世界的な資源価格の高騰を背景とした燃料・卸電力市場価格の高騰により、各地域電力会

社が規制料金（注１）および託送料金（注２）の見直しを実施することに伴い、従前、各地域電力会社の規

制料金と同等料金（注３）としておりました au でんきの電気料金の見直しを実施いたします。 

なお、法人のお客さま向けの割引率につきましては、変更はございません。 

 

料金見直しの詳細につきましては、下記を参照頂けますようお願い申し上げます。 

引き続き安心して au でんきをご利用いただけるよう努めてまいりますので、ご理解を賜るとともに、今後と

もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

（注 1）電気小売自由化前から存在していた、従来型メニューの提供料金を指します。各エリア電気会社が提供の義務を

負うとともに、条件の変更には国の認可が必要となっています。 

  (注 2）託送料金は、au エネルギー＆ライフを含む小売電気事業者が一般送配電事業者の送配電設備を通じてお客さまに 

電気をお送りする際に発生する送配電設備利用料です。小売電気事業者よりお客さまへ請求している電気料金に

は、託送料金相当額が含まれております。 

（注 3）au でんきでは規制料金の低圧電力における「力率割」につきましては適用対象外とさせて頂いております。 

                              

 

① 地域電力会社の規制料金に合わせた電気料金の見直しについて 

 

■対象エリア：北海道／東北／東京／北陸／中国／四国 

■対象プラン：でんき M プラン・でんき L プラン・低圧電力 

■実施時期（予定）：対象エリアの地域電力会社と同時期に改定します。 

 2023 年 4 月（予定）：東北／北陸／中国／四国電力エリア 

 2023 年 6 月（予定）：北海道／東京電力※エリア 

       ※東京電力エリアの低圧電力は 2024 年 9 月（予定）以降、基本料金値下げを予定しています。 

■内容 

各地域電力会社の規制料金と同等の料金に見直し（燃料調整費含む）します。 

各地域電力会社の認可申請に基づく内容は次頁以降をご確認ください。 

（各地域電力会社の規制料金については、国の審査等を経た後に経済産業大臣の認可を受けて正式に決定します。そのため、実際の料

金については、変更となる可能性があります。決定次第、弊社 HP にてご案内いたします。） 

■その他 

 本料金見直しに伴い、「燃料費調整額」の算定基準となる燃料価格（基準燃調価格）およびその他諸元につ

きましても見直しを実施いたします。 

au でんきでは算定上の上限設定を廃止済みですが、算定基準の見直しに伴い、現行の燃料価格水準では上

限設定有無による算定結果の差分は解消されます。 



②託送料金変更に伴う電気料金の見直しについて 

■対象エリア：全国 

■対象プラン：でんき M プラン・でんき L プラン・低圧電力 

■実施時期（予定）：2023 年 4 月以降 

■内容 

新たな託送料金制度（レベニューキャップ制度（注））の導入に伴う一般送配電事業者の託送料金の見直

し内容が、2023 年 4 月以降、各地域電力会社の規制料金に反映される見込みです。これに伴い、au でんきの

電気料金も託送料金の見直しを反映する予定です。 

見直し内容の詳細は、各地域電力会社の公表後、弊社 HP にてご案内いたします。 

■その他 

ご提供中の au でんき（でんき M プラン・でんき L プラン・低圧電力）に適用しております割引率（法

人セット割）には、変更はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■料金表 

※au でんきの電気料金は、地域の電力会社の料金プラン（従量電灯・低圧電力・オール電化住宅向けプラン）と同等の料金とします。 

※実際の見直し後の料金は、各地域電力会社の規制料金が国の審査等を経て経済産業大臣の認可を受けた後に正式に決定します。 

※下記見直し後（予定）料金には、新たな託送料金制度の導入に伴う電気料金の変動分は含まれておりません。（北海道電力エリアを

除く） 

（単位：円、カッコ内は税込） 

 
  

基本料金 10A～60A 10Aあたり 310.00 （341.00） 340.00 （374.00） （374.00）

最初の120kWhまで 31.12 （34.22） 35.29 （38.81） （38.82）

120kWh超過

280kWhまで
36.83 （40.51） 42.37 （46.60） （46.61）

280kWh超過分 40.22 （44.23） 46.18 （50.79） （50.80）

最低月額料金 1契約 228.00 （250.80） 395.00 （434.50） （434.50）

基本料金 1kVA 310.00 （341.00） 340.00 （374.00） （374.00）

最初の120kWhまで 31.12 （34.22） 35.29 （38.81） （38.82）

120kWh超過

280kWhまで
36.83 （40.51） 42.37 （46.60） （46.61）

280kWh超過分 40.22 （44.23） 46.18 （50.79） （50.80）

基本料金 1kW 1,170.00 （1,287.00） 1,221.00 （1,343.10） （1,343.10）

電力量料金 1kWh 25.39 （27.92） 29.90 （32.89） （32.89）

基本料金 10A～60A 10Aあたり 300.00 （330.00） 350.00 （385.00） （385.00）

最初の120kWhまで 28.32 （31.14） 28.90 （31.79） （31.79）

120kWh超過

300kWhまで
34.46 （37.90） 35.16 （38.67） （38.68）

300kWh超過分 38.05 （41.85） 38.99 （42.88） （42.89）

最低月額料金 1契約 238.00 （261.80） 347.97 （382.76） （382.77）

基本料金 1kVA 300.00 （330.00） 350.00 （385.00） （385.00）

最初の120kWhまで 28.32 （31.14） 28.90 （31.79） （31.79）

120kWh超過

300kWhまで
34.46 （37.90） 35.16 （38.67） （38.68）

300kWh超過分 38.05 （41.85） 38.99 （42.88） （42.89）

基本料金 1kW 1,150.00 （1,265.00） 1,203.00 （1,323.30） （1,323.30）

夏季料金 25.94 （28.53） 26.62 （29.28） （29.29）

その他季料金 24.61 （27.06） 25.30 （27.83） （27.84）

基本料金 10A～60A 10Aあたり 260.00 （286.00） 260.00 （286.00） （286.00）

最初の120kWhまで 29.89 （32.87） 31.67 （34.83） （34.84）

120kWh超過

300kWhまで
35.89 （39.47） 37.67 （41.43） （41.44）

300kWh超過分 39.61 （43.56） 41.39 （45.52） （45.53）

最低月額料金 1契約 214.39 （235.82） 323.20 （355.52） （355.52）

基本料金 1kVA 260.00 （286.00） 260.00 （286.00） （286.00）

最初の120kWhまで 29.89 （32.87） 31.67 （34.83） （34.84）

120kWh超過

300kWhまで
35.89 （39.47） 37.67 （41.43） （41.44）

300kWh超過分 39.61 （43.56） 41.39 （45.52） （45.53）

基本料金 10A～60A 10Aあたり 260.00 （286.00） 260.00 （286.00） （286.00）

夜間料金 27.98 （30.77） 28.00 （30.80） （30.81）

その他時間 35.27 （38.79） 37.05 （40.75） （40.76）

最低月額料金 1契約 214.40 （235.84） 323.20 （355.52） （355.52）

基本料金 1kVA 260.00 （286.00） 260.00 （286.00） （286.00）

夜間料金 27.98 （30.77） 28.00 （30.80） （30.81）

その他時間 35.27 （38.79） 37.05 （40.75） （40.76）

※

1,020.00 （1,122.00） 969.00 （1,065.90） （1,065.90）

夏季料金 27.61 （30.36） 29.39 （32.32） （32.33）

その他季料金 26.18 （28.79） 27.96 （30.75） （30.76）

※2024年9月ご利用分以降

東京電力

でんきMプラン（東京）

でんきMプラン（東京D）

でんきMプランA（東京）

ecoMプラン（東京）

電力量料金 1kWh

でんきLプラン（東京）

でんきLプラン（東京D）

ecoLプラン（東京）

【法人】でんきLプラン負荷

（東京）

電力量料金

1kW

電力量料金 1kWh

【法人】低圧電力（東京）

基本料金

北海道電力

1kWh

オール電化プランL（東京）
電力量料金 1kWh

東北電力

でんきMプラン（東北）

ecoMプラン（東北）
電力量料金 1kWh

でんきLプラン（東北）

ecoLプラン（東北）

【法人】でんきLプラン負荷

（東北）

電力量料金 1kWh

【法人】低圧電力（東北）
電力量料金 1kWh

1kWh

オール電化プランS（東京） 電力量料金

【参考】

電力各社

申請料金

でんきMプラン（北海道）

ecoMプラン（北海道D）
電力量料金 1kWh

でんきLプラン（北海道）

ecoLプラン（北海道D）

【法人】でんきＬプラン負荷

（北海道）

電力量料金 1kWh

見直し後

（予定）料金

【法人】低圧電力（北海道）

提供エリア 契約種別 区分 単位
見直し前

料金



 
※北海道電力エリアの見直し前の料金には、2023 年 2 月分の燃料費調整額を含みます。 

※東京電力エリアの見直し前の料金には、2023 年 1 月分の燃料費調整額を含みます。 

※その他エリアの見直し前の料金には、2022 年 12 月分の燃料費調整額を含みます。 

※東京電力エリアの低圧電力の基本料金は、経過措置として 2024 年 8 月ご利用分まで現行単価が適用されます。 

※au でんきは税抜単価をもとに料金を算出するため、端数処理の関係で税込単価が電力各社の税込単価と合致しない場

合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本料金 10A～60A 10Aあたり 220.00 （242.00） 220.00 （242.00） （242.00）

最初の120kWhまで 24.96 （27.45） 27.10 （29.81） （29.82）

120kWh超過

300kWhまで
28.50 （31.34） 33.06 （36.36） （36.37）

300kWh超過分 30.05 （33.05） 35.70 （39.27） （39.27）

最低月額料金 1契約 164.81 （181.29） 220.00 （242.00） （242.00）

基本料金 1kVA 220.00 （242.00） 220.00 （242.00） （242.00）

最初の120kWhまで 24.96 （27.45） 27.10 （29.81） （29.82）

120kWh超過

300kWhまで
28.50 （31.34） 33.06 （36.36） （36.37）

300kWh超過分 30.05 （33.05） 35.70 （39.27） （39.27）

基本料金 1kW 1,060.00 （1,166.00） 1,060.00 （1,166.00） （1,166.00）

夏季料金 19.79 （21.76） 23.64 （26.00） （26.01）

その他季料金 18.83 （20.70） 23.64 （26.00） （26.01）

最低料金 最初の15kWhまで 1契約 502.26 （552.48） 451.73 （496.90） （496.91）

15kWh超過

120kWhまで
31.94 （35.12） 28.53 （31.38） （31.39）

120kWh超過

300kWhまで
38.01 （41.80） 37.22 （40.94） （40.95）

300kWh超過分 39.94 （43.92） 40.07 （44.07） （44.08）

基本料金 1kVA 370.00 （407.00） 390.00 （429.00） （429.00）

最初の120kWhまで 29.49 （32.43） 25.83 （28.41） （28.42）

120kWh超過

300kWhまで
35.03 （38.52） 34.12 （37.53） （37.54）

300kWh超過分 36.73 （40.39） 36.70 （40.37） （40.37）

基本料金 1kW 1,010.00 （1,111.00） 1,009.50 （1,110.45） （1,110.45）

夏季料金 26.71 （29.37） 25.40 （27.94） （27.95）

その他季料金 25.54 （28.08） 23.10 （25.41） （25.41）

最低料金 最初の11kWhまで 1契約 486.00 （534.60） 484.25 （532.67） （532.68）

11kWh超過

120kWhまで
28.69 （31.55） 28.54 （31.39） （31.40）

120kWh超過

300kWhまで
34.71 （38.17） 34.56 （38.01） （38.02）

300kWh超過分 37.90 （41.68） 37.75 （41.52） （41.53）

基本料金 1kVA 340.00 （374.00） 340.00 （374.00） （374.00）

最初の120kWhまで 25.60 （28.15） 25.45 （27.99） （28.00）

120kWh超過

300kWhまで
30.63 （33.68） 30.48 （33.52） （33.53）

300kWh超過分 33.28 （36.60） 33.13 （36.44） （36.45）

基本料金 1kW 1,015.00 （1,116.50） 1,015.00 （1,116.50） （1,116.50）

夏季料金 24.54 （26.98） 24.39 （26.82） （26.83）

その他季料金 23.22 （25.53） 23.08 （25.38） （25.39）

最低料金 最初の10kWhまで 1契約 529.11 （582.02） 523.47 （575.81） （575.82）

10kWh超過

120kWhまで
37.19 （40.90） 36.62 （40.28） （40.29）

120kWh超過

300kWhまで
42.23 （46.45） 41.66 （45.82） （45.83）

300kWh超過分 44.03 （48.43） 43.46 （47.80） （47.81）

【参考】

電力各社

申請料金

提供エリア 契約種別 区分 単位
見直し前

料金

見直し後

（予定）料金

四国電力

でんきMプラン（四国）

ecoMプラン（四国） 電力量料金 1kWh

でんきLプラン（四国）

【法人】でんきLプラン負荷

（四国）
電力量料金 1kWh

【法人】低圧電力（四国）

中国電力

沖縄電力 でんきMプラン（沖縄D）
電力量料金 1kWh

電力量料金 1kWh

でんきMプラン（中国）

ecoMプラン（中国D） 電力量料金 1kWh

でんきLプラン（中国）
電力量料金 1kWh

【法人】低圧電力（中国）
電力量料金 1kWh

北陸電力

でんきMプラン（北陸）

でんきMプラン（北陸D）

ecoMプラン（北陸D）

電力量料金 1kWh

でんきLプラン（北陸）

でんきLプラン（北陸D）

ecoLプラン（北陸D）

【法人】でんきLプラン負荷

（北陸）

電力量料金 1kWh

【法人】低圧電力（北陸）
電力量料金 1kWh



■新たな託送料金制度の導入に伴う一般送配電事業者の託送料金の見直し 

・新たな託送料金制度（レベニューキャップ制度※）が導入されることに伴い、2023 年 4 月から一般

送配電事業者の託送料金の見直しが予定されています。 

・託送料金の見直しを踏まえて、各地域の電力会社は規制料金等に託送料金の変動分を反映する見込み

であり、au でんきの電気料金も託送料金の見直し内容を反映する予定です。 

・上記料金表には北海道電力エリアを除き、託送料金の変動分は含まれておりません。 

・具体的な料金は各地域の電力会社の規制料金が決定次第、改めてご案内します。 

・各一般送配電事業者にて 2022 年 12 月 27 日に認可申請を行った見直し前後の低圧託送料金平均単価

の変動額（見込み）は、以下の通りです。 

（単位：円/kWh、税抜） 

 
※レベニューキャップ制度：送配電事業に必要な投資の確保と国民負担の抑制を両立させ、再エネ主力電源化やレジリエ

ンス強化等を図ることを目的とし、一般送配電事業者が一定期間ごとに収入上限（レベニューキャップ）の承認を受ける

制度。 

※2021 年 10 月 1 日からの託送料金の見直し（電気事業法施行規則第 45 条の 21 の 8 および第 45 条の 21 の 8 および第

45 条の 21 の 11 の規定による経済産業大臣からの通知ならびに原子力発電における使用済み燃料の再処理等のための積

立金の積立て及び管理に関する法律附則第 3 条第 3 項の規定による積立ての終了に基づき、新たな料金が設定された）が

各地域の電力会社の規制料金に反映される場合は、au でんきの電気料金にも反映する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

託送料金平均単価の

変動額（見込み）
+0.77 +0.98 +0.20 +0.42 +1.13 +0.27 +1.34 +0.93 +0.94 +1.39

新たな託送料金制度導入に伴う

電気料金見直し時期（予定）
23年4月 23年4月 23年4月 23年4月 23年4月 23年4月 23年4月 23年4月 23年4月 23年4月



■燃料費調整の前提諸元の見直し 

・燃料費調整制度とは、原油、LNG および石炭の燃料価格の変動を、あらかじめ定めたルールにより、電気料金に反映

させる制度です。各地域電力会社が規制料金等の見直しにおいて、燃料費調整の前提諸元の見直しを実施する予定である

ため、au でんきの燃料費調整の前提諸元もあわせて見直します。 

 燃料費調整の前提諸元 

（カッコ内は税込） 

 

 

 

 

 

 

換算係数

最低料金 電力量料金

円/kl 円/kWh 円/kWh

北海道 見直し前 37,200 0.4699 - 0.7879 - 0.179

0.179

（0.197）

電力会社申請内容 88,100 0.1937 0.0859 1.0027 - （0.197）

東北 見直し前 31,400 0.1152 0.2714 0.7386 - 0.201

0.200

（0.22）

電力会社申請内容 85,400 0.0247 0.2573 0.8912 - （0.22）

東京 見直し前 44,200 0.1970 0.4435 0.2512 - 0.211

0.166

（0.183）

電力会社申請内容 94,200 0.0047 0.3829 0.6581 - 0.183

北陸 見直し前 21,900 0.2303 - 1.1441 - 0.146

0.169

（0.186）

電力会社申請内容 79,300 0.0380 0.0702 1.2641 - 0.186

中国 見直し前 26,000 0.1543 0.1322 0.9761 3.345 0.223

2.895 0.193

（3.185） （0.212）

電力会社申請内容 80,300 0.0406 0.0982 1.2015 3.185 0.212

四国 見直し前 26,000 0.2104 0.0541 1.0588 1.958 0.178

1.606 0.146

（1.767） （0.161）

電力会社申請内容 80,300 0.0845 0.0699 1.1962 1.767 0.161

沖縄 見直し前 25,100 0.2410 - 1.1282 2.870 0.287

2.510 0.251

（2.761） （0.276）

電力会社申請内容 81,800 0.0065 0.1625 1.1157 2.761 0.276

見直し後 81,800 0.0065 0.1625 1.1167

見直し後 80,300 0.0406 0.0982 1.2015

見直し後 80,300 0.0845 0.0699 1.1962

見直し後 79,300 0.0380 0.0702 1.2641 -

見直し後 94,200 0.0047 0.3829 0.6581 -

0.2573 0.8912 -

見直し後 88,100 0.1937 0.0859 1.0027 -

基準燃料価格
基準単価

α

（原油）

β

（LNG）

γ

（石炭）

見直し後 85,400 0.0247

提供

エリア
区分



◆ 離島ユニバーサル調整の前提諸元 

 （カッコ内は税込） 

 
 

 

換算係数

最低料金 電力量料金

円/kl 円/kWh 円/kWh

北海道 現行 - - - - - -

0.001

（0.001）

電力会社申請内容 79,300 1.0000 0 0 - （0.001）

東北 見直し前 - - - - - -

0.001

（0.001）

電力会社申請内容 57,700 1.0000 0 0 - （0.001）

中国 見直し前 - - - - - -

0.0150 0.001

（0.017） （0.001）

電力会社申請内容 42,600 1.0000 0 0 0.0170 0.001

沖縄 見直し前 - - - - - -

0.2090 0.021

（0.23） （0.023）

電力会社申請内容 42,600 1.0000 0 0 0.2300 0.023

提供

エリア
区分

-

57,700 1.0000 0 0 -

見直し後

離島

基準燃料価格

離島基準単価

α

（原油）

β

（LNG）

γ

（石炭）

79,300 1.0000 0 0見直し後

見直し後

見直し後

42,600 1.0000 0 0

42,600 1.0000 0 0


