
新旧対照表 〔2023 年 4 月 1 日実施〕 

 

■ au でんき供給約款（北海道電力・auEL）料金表 

改定前（旧） 改定後（新） 

1 契 約 種 別 

（略） 

(1) でんき M プラン（北海道Ｄ） 

イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用され，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。）が定める託送供給等約款およびその他の供

給条件等（以下「託送約款等」といいます。）の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間

帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで，契約電流が 10 アンペア以上であり，かつ，

60 アンペア以下であるものに適用いたします。 

（略） 

ニ 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 310.00 円（341.00 円） 

契約電流 15 アンペア 465.00 円（511.50 円） 

契約電流 20 アンペア 620.00 円（682.00 円） 

契約電流 30 アンペア 930.00 円（1,023.00 円） 

契約電流 40 アンペア 1,240.00 円（1,364.00 円） 

契約電流 50 アンペア 1,550.00 円（1,705.00 円） 

契約電流 60 アンペア 1,860.00 円（2,046.00 円） 

(ﾛ) 電力量料金 

1 契 約 種 別 

（略） 

(1) でんき M プラン（北海道Ｄ） 

イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用され，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。）が定める託送供給等約款

およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」といいます。）の電灯標準接続送電サービス

または電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで，契約電流が 10 アンペア以上

であり，かつ，60 アンペア以下であるものに適用いたします。 

（略） 

ニ 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 340.00 円（374.00 円） 

契約電流 15 アンペア 510.00 円（561.00 円） 

契約電流 20 アンペア 680.00 円（748.00 円） 

契約電流 30 アンペア 1,020.00 円（1,122.00 円） 

契約電流 40 アンペア 1,360.00 円（1,496.00 円） 

契約電流 50 アンペア 1,700.00 円（1,870.00 円） 

契約電流 60 アンペア 2,040.00 円（2,244.00 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 21.79 円（23.96 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 

キロワット時につき 
27.50 円（30.25 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 30.89 円（33.97 円） 

（略） 

 

(2) でんき L プラン（北海道Ｄ） 

（略） 

ニ  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 310.00 円（341.00 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 21.79 円（23.96 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 

キロワット時につき 

27.50 円（30.25 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 30.89 円（33.97 円） 
 

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 22.13 円（24.34 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 

キロワット時につき 
27.85 円（30.63 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31.23 円（34.35 円） 

（略） 

 

(2) でんき L プラン（北海道Ｄ） 

（略） 

ニ  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 340.00 円（374.00 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 22.13 円（24.34 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 

キロワット時につき 
27.85 円（30.63 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 31.23 円（34.35 円） 
 

11 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（略） 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

11 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（略） 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 



(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，当該再生可能エネルギー発電促

進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月

の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

なお，検針日とは，原則として当該一般送配電事業者が検針を行った日といたします。 

（略） 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，当該再生可能エネルギー発電促

進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月

の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

なお，検針日とは，原則として当該一般送配電事業者等が検針を行った日といたします。 

（略） 

12 燃料費調整 

（略） 

(2) 基準単価 

基準単価は，平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし，次のとおりといたします。 

 税抜額（税込額） 

1 キロワット時につき 17 銭 9 厘（19 銭 7 厘） 

（略） 

12 燃料費調整 

（略） 

(2) 基準単価 

基準単価は，平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし，次のとおりといたします。 

 税抜額（税込額） 

1 キロワット時につき 0.179 円（0.197 円） 

（略） 

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。 

 


