
新旧対照表 〔2023年 4月 1日実施〕 

 

■ au でんき供給約款（北陸電力・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（北陸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，au でんき約款で定める当該一般送配電事業者

（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 220.00 円（242.00 円） 

契約電流 15 アンペア 330.00 円（363.00 円） 

1 契約種別 

（略） 

１－１ でんき M プラン（北陸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，au でんき約款で定める当該一般送配電事業者

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 275.00 円（302.50 円） 

契約電流 15 アンペア 412.50 円（453.75 円） 



契約電流 20 アンペア 440.00 円（484.00 円） 

契約電流 30 アンペア 660.00 円（726.00 円） 

契約電流 40 アンペア 880.00 円（968.00 円） 

契約電流 50 アンペア 1,100.00 円（1,210.00 円） 

契約電流 60 アンペア 1,320.00 円（1,452.00 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 
16.21 円 

（17.83 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 

19.75 円 

（21.72 円） 

300 キロワット時をこえる１キロワット時につき 
21.30 円 

（23.43 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料金 10（再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金）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 164.81 円（181.29 円） 

 

１－２ でんき L プラン（北陸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

契約電流 20 アンペア 550.00 円（605.00 円） 

契約電流 30 アンペア 825.00 円（907.50 円） 

契約電流 40 アンペア 1,100.00 円（1,210.00 円） 

契約電流 50 アンペア 1,375.00 円（1,512.50 円） 

契約電流 60 アンペア 1,650.00 円（1,815.00 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 
16.56 円 

（18.21 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 

20.10 円 

（22.11 円） 

300 キロワット時をこえる１キロワット時につき 
21.65 円 

（23.81 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料金 10（再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金）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 219.81 円（241.79 円） 

 

１－２ でんき L プラン（北陸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） 

(3) 契約容量 

   au でんき約款 5（契約電流および契約容量）（2）によります。契約容量は，契約主

開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 1（契約容量の算定方法）により算定さ

れた値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお，北陸

電力，auEL または当該一般送配電事業者は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要

に応じて確認いたします。 

(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 220.00円（242.00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 16.21 円（17.83 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 
19.75 円（21.72 円） 

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） 

(3) 契約容量 

   au でんき約款 5（契約電流および契約容量）（2）によります。契約容量は，契約主

開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 1（契約容量の算定方法）により算定さ

れた値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお，北陸

電力，auEL または当該一般送配電事業者等は，契約主開閉器が制限できる電流を，必

要に応じて確認いたします。 

(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 275.00円（302.50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 16.56 円（18.21 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 
20.10 円（22.11 円） 



300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21.30 円（23.43 円） 

 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 21.65 円（23.81 円） 

 

10 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なった日といたします。 

（略） 

10 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等が検針を行なった日といたします。 

（略） 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2022 年 12 月 1 日から実施いたします。 

附     則 

この料金表の実施期日 

この料金表は，2023 年 4 月 1 日から実施いたします。 

 


