
新旧対照表 〔2023年 4月 1日実施〕 

 

■ au でんき供給約款（中部電力ミライズ・auEL）料金表 

改定前（旧） 改定後（新） 

1 契約種別 

（略） 

１－１ でんき M プラン（中部Ｄ） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ロ １需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合は，契約電流と契約電

力との合計（この場合，10 アンペアを１キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。 

  ただし，1需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合で，お客さまが希

望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配

電事業者（以下「当該一般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一

般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，イに該

当し，かつ，ロの契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用

することがあります。この場合，当該一般送配電事業者は，お客さまの土地または建物に変圧

器等の供給設備を施設することがあります。 

（略） 

(4) 料金 

（略） 

   イ 基本料金 

     基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約電流 10 アンペア 260.00 円（286.00 円） 

契約電流 15 アンペア 390.00 円（429.00 円） 

1 契約種別 

（略） 

１－１ でんき M プラン（中部Ｄ） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ロ １需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合は，契約電流と契約電

力との合計（この場合，10 アンペアを１キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。 

  ただし，1需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合で，お客さまが希

望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配

電事業者または配電事業者（以下「当該一般送配電事業者等」といいます。）の供給設備

の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当

と認めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合，当該一般送配電事業者等は，お客さま

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（略） 

(4) 料金 

（略） 

   イ 基本料金 

     基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約電流 10 アンペア 270.00 円（297.00 円） 

契約電流 15 アンペア 405.00 円（445.50 円） 



契約電流 20 アンペア 520.00 円（572.00 円） 

契約電流 30 アンペア 780.00 円（858.00 円） 

契約電流 40 アンペア 1,040.00 円（1,144.00 円） 

契約電流 50 アンペア 1,300.00 円（1,430.00 円） 

契約電流 60 アンペア 1,560.00 円（1,716.00 円） 

   ロ 電力量料金 

     電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額(税込額) 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につ

き 
19.12 円（21.03 円） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの１

キロワット時につき 
23.19 円（25.50 円） 

300 キロワット時をこえる１キロワット時につき 25.87 円（28.45 円） 

   ハ 最低月額料金 

     イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

下回る場合は，その１月の料金は，次の最低月額料金および 10（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま

す。 

 税抜額（税込額） 

1 契約につき 234.76 円（258.23 円） 

 

１－２ でんき L プラン（中部Ｄ） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ロ １需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合は，契約容量と契約電

力との合計（この場合，1 キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満

であること。 

ただし，1 需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合で，お客さまが希望

契約電流 20 アンペア 540.00 円（594.00 円） 

契約電流 30 アンペア 810.00 円（891.00 円） 

契約電流 40 アンペア 1,080.00 円（1,188.00 円） 

契約電流 50 アンペア 1,350.00 円（1,485.00 円） 

契約電流 60 アンペア 1,620.00 円（1,782.00 円） 

   ロ 電力量料金 

     電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額(税込額) 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につ

き 
19.39 円（21.32 円） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの１

キロワット時につき 
23.45 円（25.79 円） 

300 キロワット時をこえる１キロワット時につき 26.13 円（28.74 円） 

   ハ 最低月額料金 

     イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を

下回る場合は，その１月の料金は，次の最低月額料金および 10（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま

す。 

 税抜額（税込額） 

1 契約につき 241.87 円（266.05 円） 

 

１－２ でんき L プラン（中部Ｄ） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ロ １需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合は，契約容量と契約電

力との合計（この場合，1 キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満

であること。 

ただし，1 需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合で，お客さまが希望



され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から

当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは，

イに該当し，かつ，ロの契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても

適用することがあります。この場合，当該一般送配電事業者は，お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（略） 

(4) 料金 

（略） 

イ 基本料金 

基本料金は,１月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料

金は,半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 260.00円（286.00円） 

ロ 電力量料金 

電力量料金は,その１月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額（税込額） 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につき 19.12 円（21.03 円） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの１キロ

ワット時につき 
23.19 円（25.50 円） 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 25.87 円（28.45 円） 

 

され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等

から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたと

きは，イに該当し，かつ，ロの契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合，当該一般送配電事業者等は，お客さまの土地ま

たは建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（略） 

(4) 料金 

（略） 

イ 基本料金 

基本料金は,１月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料

金は,半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 270.00円（297.00円） 

ロ 電力量料金 

電力量料金は,その１月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額（税込額） 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につき 19.39 円（21.32 円） 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの１キロ

ワット時につき 
23.45 円（25.79 円） 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 26.13 円（28.74 円） 

 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 

附     則（実施期日） 

この料金表は，2023 年 4 月 1 日から実施いたします。 

 


