
新旧対照表 〔2023年 4月 1日実施〕 

 

■ au でんきに関するポイント特典付与条件 

改定前（旧） 改定後（新） 

第５条（本ポイントの付与） 

（略） 

２ 当社は、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日（以下「判定

日」といいます。）の時点において、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスのいず

れもが紐づけて管理されていない場合、au でんき約款に定める料金の算定期間における本件

電気料金のうち燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消

費税相当額を除いた額（以下「本件対象額」といいます。）に応じて、本件対象額に下表の

還元率（以下「還元率」といいます。）を乗じることにより得られた金額に基づき、前項の定めに

従い本件付与ポイントのポイント数を算出します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が

生じた場合は、その端数を切り上げます。 

 

本件対象額 

還元率 

右記以外の契約種別 オール電化プラン S（東京） 

オール電化プラン L（東京） 

5,000 円未満 0.5％  

0.5% 5,000 円以上 8,000 円未満 ２％ 

8,000 円以上 ３％ 

（略） 

４ 当社は、判定日の時点において、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれかが紐づけて管理されている場合、本件対象額に応じて、本件対象額に下表の還元率

を乗じることにより得られた金額に基づき、第１項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を

算出し、下表に定める本件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端

数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

 

本件対象額 

還元率 

右記以外の契約種別 オール電化プラン S（東京） 

オール電化プラン L（東京） 

第５条（本ポイントの付与） 

（略） 

２ 当社は、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日（以下「判定

日」といいます。）の時点において、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスのいず

れもが紐づけて管理されていない場合、au でんき約款に定める料金の算定期間における本件

電気料金のうち燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消

費税相当額を除いた額（以下「本件対象額」といいます。）に応じて、本件対象額に下表の

還元率（以下「還元率」といいます。）を乗じることにより得られた金額に基づき、前項の定めに

従い本件付与ポイントのポイント数を算出します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が

生じた場合は、その端数を切り上げます。 

本件対象額 

還元率 

右記以外の契約種別 
オール電化プラン S（東京） 

オール電化プラン L（東京） 

8,000 円未満 0.5％ 
0.5％ 

8,000 円以上 1％ 

（略） 

４ 当社は、判定日の時点において、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれかが紐づけて管理されている場合、本件対象額に応じて、本件対象額に下表の還元率

を乗じることにより得られた金額に基づき、第１項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を

算出し、下表に定める本件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端

数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

本件対象額 

還元率 

右記以外の契約種別 
オール電化プラン S（東京） 

オール電化プラン L（東京） 



5,000 円未満 １％  

１％ 5,000 円以上 8,000 円未満 ３％ 

8,000 円以上 ５％ 

（略） 

8,000 円未満 0.5％ 
0.5％ 

8,000 円以上 1％ 

 

（略） 

第１２条（本ポイントの付与に係る特約） 

（略） 

３ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれも紐づけて管理されておらずかつ第 5 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合、本件

付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日

の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一

方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量

料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出にお

いては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切り上げます。 

本件対象額 還元率 

２，５００円未満 
本件対象額に１．０％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

２，５００円以上６，０００円未満 
本件対象額に４．５％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

６，０００円以上 
本件対象額に５．５％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

４ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれかが紐づけて管理されておりかつ第 5 条第５項各号のいずれにも該当しない場合、本件

付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日

の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一

方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量

料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出にお

いては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切り上げます。 

第１２条（本ポイントの付与に係る特約） 

（略） 

３ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれも紐づけて管理されておらずかつ第 5 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合、本件

付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日

の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一

方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量

料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出にお

いては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切り上げます。 

本件対象額 還元率 

8,000 円未満 1.0% 

8,000 円以上 1.5% 

 

 

 

４ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれかが紐づけて管理されておりかつ第 5 条第５項各号のいずれにも該当しない場合、本件

付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日

の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一

方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量

料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出にお

いては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切り上げます。 



本件対象額 還元率 

2,500 円未満 
本件対象額に 1.5％を乗じた額に 

51 ポイントを加算した額 

2,500 円以上 6,000 円未満 
本件対象額に５％を乗じた額に 

51 ポイントを加算した額 

6,000 円以上 
本件対象額に６％を乗じた額に 

51 ポイントを加算した額 
 

本件対象額 還元率 

8,000 円未満 1.0% 

8,000 円以上 1.5% 
 

附則 

（適用期日） 

1.本改正規定は、2022 年 12 月 1 日から適用します。 

2.本規定第 4 条の定めにかかわらず、au でんき契約が 2018 年 6 月 6 日（以下「適用開始

日」といいます。）において有効に成立しかつ存続している場合、当該 au でんき契約にかかる

au でんきサービス契約者に対し、適用開始日から本規定の適用を開始します。 

附則 

１ （適用期日） 

(1) 本改正規定は、2023 年 4 月 1 日から適用します。 

(2) 本規定第 4 条の定めにかかわらず、au でんき契約が 2018 年 6 月 6 日（以下「適用

開始日」といいます。）において有効に成立しかつ存続している場合、当該 au でんき契約にか

かる au でんきサービス契約者に対し、適用開始日から本規定の適用を開始します。 

 

２ 本ポイントの付与の経過措置 

(1) 第５条第 2 項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対象

額に基づく付与ポイントの還元率は第５条第２項の表にかかわらず，次のとおりといたします。 

 

本件対象額 

還元率 

右記以外の契約種別 オール電化プラン S（東京） 

オール電化プラン L（東京） 

5,000 円未満 0.5％  

0.5％ 5,000 円以上 8,000 円未満 2％ 

8,000 円以上 3％ 

 

(2) 第５条第４項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対象

額に基づく付与ポイントの還元率は第５条第 4 項の表にかかわらず，次のとおりといたします。 

 

本件対象額 

還元率 

右記以外の契約種別 オール電化プラン S（東京） 

オール電化プラン L（東京） 



5,000 円未満 １％  

１％ 5,000 円以上 8,000 円未満 ３％ 

8,000 円以上 ５％ 

 

(3) 第１２条第３項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対

象額に基づく付与ポイントの還元率は第１２条第 3 項の表にかかわらず，本件契約者の au 

ID に別表１で定める指定サービスのいずれかが紐づけて管理されておりかつ第 5 条第３項各

号のいずれにも該当しない場合、次のとおりといたします。 

本件対象額 還元率 

２，５００円未満 
本件対象額に 1.0％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

２，５００円以上６，０００円未満 
本件対象額に 4.5％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

６，０００円以上 
本件対象額に 5.5％を乗じた額に 

５１ポイントを加算した額 

 

(4) 第１２条第４項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対

象額に基づく付与ポイントの還元率は第１２条第 4 項の表にかかわらず，本件契約者の au 

ID に別表１で定める指定サービスのいずれかが紐づけて管理されておりかつ第 5 条第３項各

号のいずれにも該当しない場合、次のとおりといたします。 

本件対象額 還元率 

2,500 円未満 
本件対象額に 1.5％を乗じた額に 

51 ポイントを加算した額 

2,500 円以上 6,000 円未満 
本件対象額に５％を乗じた額に 

51 ポイントを加算した額 

6,000 円以上 
本件対象額に６％を乗じた額に 

51 ポイントを加算した額 
 

 

 


