
新旧対照表 〔2023年 4月 1日実施〕 

 

■ au でんき供給約款（関西電力・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（関西） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ハ  １需要場所において関西電力株式会社（以下「関西電力」といいます。）またはこの料

金表の動力の契約種別とあわせて契約する場合は，最大需要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 需要場所において関西電力またはこの料金表の動力の契約種別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，イおよびロに該当し，かつ，ハの最大需要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） 

  
税抜額 

（税込額） 

最低料金 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで 
310.00 円 

（341.00 円） 

電力量 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 18.46 円 

1 契約種別 

（略） 

１－１ でんき M プラン（関西） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ハ  １需要場所において関西電力株式会社（以下「関西電力」といいます。）またはこの料

金表の動力の契約種別とあわせて契約する場合は，最大需要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 需要場所において関西電力またはこの料金表の動力の契約種別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，イおよびロに該当し，かつ，ハの最大需要容量と契約電

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） 

  
税抜額 

（税込額） 

最低料金 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで 
394.00 円 

（433.40 円） 

電力量 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 18.46 円 



料金 キロワット時につき （20.30 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 

23.37 円 

（25.70 円） 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 
26.09 円 

（28.69 円） 

 

１－２ でんき L プラン（関西） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ロ １需要場所において関西電力またはこの料金表の動力の契約種別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 需要場所において関西電力またはこの料金表の動力の契約種別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) 契約容量 

（略） 

ロ  お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には，契約容量

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 4（契約容

量および契約電力の算定方法）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，関西電力，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。 

(5) 料金 

料金 キロワット時につき （20.30 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 

23.37 円 

（25.70 円） 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 
26.09 円 

（28.69 円） 

 

１－２ でんき L プラン（関西） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ロ １需要場所において関西電力またはこの料金表の動力の契約種別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 需要場所において関西電力またはこの料金表の動力の契約種別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） 

(4) 契約容量 

（略） 

ロ  お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には，契約容量

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 4（契約容

量および契約電力の算定方法）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，関西電力，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。 

(5) 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 360.00円（396.00円） 

（略） 

 

１－３ 低圧電力（関西） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ハ  1 需要場所において関西電力またはこの料金表の他の契約種別とあわせて契約する場合

で,最大需要容量,契約容量または契約電力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 需要場所において関西電力またはこの料金表の他の契約種別とあわせて契約

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，イおよびロに該当し，かつ，ハの最大需要容量，契約容量または

契約電力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)  契約電力 

（略） 

ロ  お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には，契約電力

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 4(契約容量

および契約電力の算定方法)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。 

（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 379.03円（416.93円） 

（略） 

 

１－３ 低圧電力（関西） 

(1) 適用範囲 

（略） 

ハ  1 需要場所において関西電力またはこの料金表の他の契約種別とあわせて契約する場合

で,最大需要容量,契約容量または契約電力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 需要場所において関西電力またはこの料金表の他の契約種別とあわせて契約

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，イおよびロに該当し，かつ，ハの最大需要容量，契約容量

または契約電力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)  契約電力 

（略） 

ロ  お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には，契約電力

は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづき，au でんき約款別表 4(契約容量

および契約電力の算定方法)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，関西電力，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。 

(5)  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，契約電力が 0.5 キロワットの場合の基

本料金は，契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また，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） 

契約電力1キロワットにつき 980.00円（1,078.00円） 

（略） 

   なお，関西電力，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。 

(5)  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，契約電力が 0.5 キロワットの場合の基

本料金は，契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また，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） 

契約電力1キロワットにつき 1,000.76円（1,100.83円） 

（略） 

2 承諾の限界および遵守事項 

(1) 承諾の限界 

auEL は，法令，電気の需給状況，お客さま（需給契約上の地位を承継する新たなお客さ

まを含みます。）の電気の使用状況，お客さままたはお客さまの同居の家族による au でんき約

款で定める KDDI サービスの利用状況，当該一般送配電事業者の供給設備の状況，料金

の支払状況（auEL または KDDI の他のサービスの料金および既に消滅しているものを含む他

の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。）その他によって

やむをえない場合には，需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この

場合は，その理由をお知らせいたします。 

（略） 

2 承諾の限界および遵守事項 

(1) 承諾の限界 

auEL は，法令，電気の需給状況，お客さま（需給契約上の地位を承継する新たなお客さ

まを含みます。）の電気の使用状況，お客さままたはお客さまの同居の家族による au でんき約

款で定める KDDI サービスの利用状況，当該一般送配電事業者等の供給設備の状況，料

金の支払状況（auEL または KDDI の他のサービスの料金および既に消滅しているものを含む

他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。）その他によっ

てやむをえない場合には，需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この

場合は，その理由をお知らせいたします。 

（略） 

7 日割計算の基本算式 

日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

(1) 基本料金，最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課

金を日割りする場合 

1 月の該当料金×
暦日

日割計算対象日数
 

（略） 

7 日割計算の基本算式 

日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。 

(1) 基本料金，最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課

金を日割りする場合 

1 月の該当料金×
暦日数

日割計算対象日数
 

（略） 



(2) でんきＭプラン（関西）およびでんき L プラン（関西）の料金適用上の電力量区分を日

割りする場合 

イ でんきＭプラン（関西） 

最低料金適用電力量＝15 キロワット時×
暦日

日割計算対象日数
 

（略） 

第 1 段階料金適用電力量＝105 キロワット時×
暦日

日割計算対象日数
 

（略） 

第 2 段階料金適用電力量＝180 キロワット時×
暦日

日割計算対象日数
 

（略） 

ロ でんき L プラン（関西） 

第 1 段階料金適用電力量＝120 キロワット時×
暦日

日割計算対象日数
 

（略） 

第 2 段階料金適用電力量＝180 キロワット時×
暦日

日割計算対象日数
 

（略） 

(2) でんきＭプラン（関西）およびでんき L プラン（関西）の料金適用上の電力量区分を日

割りする場合 

イ でんきＭプラン（関西） 

最低料金適用電力量＝15 キロワット時×
暦日数

日割計算対象日数
 

（略） 

第 1 段階料金適用電力量＝105 キロワット時×
暦日数

日割計算対象日数
 

（略） 

第 2 段階料金適用電力量＝180 キロワット時×
暦日数

日割計算対象日数
 

（略） 

ロ でんき L プラン（関西） 

第 1 段階料金適用電力量＝120 キロワット時×
暦日数

日割計算対象日数
 

（略） 

第 2 段階料金適用電力量＝180 キロワット時×
暦日数

日割計算対象日数
 

（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。 

 


