
【別紙】 

＜でんきサービス電気料金見直しについて＞ 

■料金表

※でんきサービスの電気料金は、地域の電力会社の料金プラン（従量電灯・オール電化住宅向けプラン）と同等の料金とします。

※でんきサービスは税抜単価をもとに料金を算出するため、端数処理の関係で税込単価が電力各社の税込単価と合致しない場合があります。

【 2023年6月改定　でんきサービス料金表 】 〔 税抜単価（税込単価）、円〕
電力各社規制料金

（2023年6月1日から）
税抜単価 (税込参考単価) 税抜単価 (税込参考単価) (税込単価)

基本料金 10A～60A 10Aあたり 340.00 (374.00) 340.00 (374.00) (374.00)
最初の120kWhまで 22.13 (24.34) 32.21 (35.43) (35.44)
120kWh超過280kWhまで 27.85 (30.63) 37.93 (41.72) (41.73)
280kWh超過分 31.23 (34.35) 41.31 (45.44) (45.45)

最低月額料金 1契約 228.00 (250.80) 367.00 (403.70) (403.70)
基本料金 1kVA 340.00 (374.00) 340.00 (374.00) (374.00)

最初の120kWhまで 22.13 (24.34) 32.21 (35.43) (35.44)
120kWh超過280kWhまで 27.85 (30.63) 37.93 (41.72) (41.73)
280kWh超過分 31.23 (34.35) 41.31 (45.44) (45.45)

基本料金 10A～60A 10Aあたり 336.00 (369.60) 336.00 (369.60) (369.60)
最初の120kWhまで 17.19 (18.90) 27.00 (29.70) (29.71)
120kWh超過300kWhまで 23.32 (25.65) 33.14 (36.45) (36.46)
300kWh超過分 26.91 (29.60) 36.73 (40.40) (40.41)

最低月額料金 1契約 238.00 (261.80) 326.89 (359.57) (359.58)
基本料金 1kVA 336.00 (369.60) 336.00 (369.60) (369.60)

最初の120kWhまで 17.19 (18.90) 27.00 (29.70) (29.71)
120kWh超過300kWhまで 23.32 (25.65) 33.14 (36.45) (36.46)
300kWh超過分 26.91 (29.60) 36.73 (40.40) (40.41)

基本料金 10A～60A 10Aあたり 268.40 (295.24) 268.40 (295.24) (295.24)
最初の120kWhまで 18.10 (19.91) 27.27 (29.99) (30.00)
120kWh超過300kWhまで 24.10 (26.51) 33.27 (36.59) (36.60)
300kWh超過分 27.81 (30.59) 36.99 (40.68) (40.69)

最低月額料金 1契約 218.83 (240.71) 292.20 (321.42) (321.42)
基本料金 1kVA 268.40 (295.24) 268.40 (295.24) (295.24)

最初の120kWhまで 18.10 (19.91) 27.27 (29.99) (30.00)
120kWh超過300kWhまで 24.10 (26.51) 33.27 (36.59) (36.60)
300kWh超過分 27.81 (30.59) 36.99 (40.68) (40.69)

基本料金 10A～60A 10Aあたり 275.00 (302.50) 275.00 (302.50) (302.50)
最初の120kWhまで 16.56 (18.21) 28.02 (30.82) (30.83)
120kWh超過300kWhまで 20.10 (22.11) 31.56 (34.71) (34.72)
300kWh超過分 21.65 (23.81) 33.11 (36.42) (36.43)

最低月額料金 1契約 219.81 (241.79) 275.00 (302.50) (302.50)
基本料金 1kVA 275.00 (302.50) 275.00 (302.50) (302.50)

最初の120kWhまで 16.56 (18.21) 28.02 (30.82) (30.83)
120kWh超過300kWhまで 20.10 (22.11) 31.56 (34.71) (34.72)
300kWh超過分 21.65 (23.81) 33.11 (36.42) (36.43)

最低料金 最初の15kWhまで 1契約 492.79 (542.06) 647.88 (712.66) (712.67)
15kWh超過120kWhまで 19.50 (21.45) 29.84 (32.82) (32.83)
120kWh超過300kWhまで 25.58 (28.13) 35.91 (39.50) (39.51)
300kWh超過分 27.50 (30.25) 37.84 (41.62) (41.63)

最低料金 最初の11kWhまで 1契約 513.60 (564.96) 606.36 (666.99) (667.00)
11kWh超過120kWhまで 18.93 (20.82) 27.87 (30.65) (30.66)
120kWh超過300kWhまで 24.95 (27.44) 33.89 (37.27) (37.28)
300kWh超過分 28.14 (30.95) 37.08 (40.78) (40.79)

東京

プランM（東京）
プランM（東京D）

電力量料金 1kWh

プランL（東京）
プランL（東京D） 電力量料金 1kWh

四国 プランM（四国）
電力量料金 1kWh

中国 プランM（中国D）
電力量料金 1kWh

北陸

プランM（北陸）
プランM（北陸D）

電力量料金 1kWh

プランL（北陸）
プランL（北陸D） 電力量料金 1kWh

東北

プランM（東北） 電力量料金 1kWh

プランL（東北）
電力量料金 1kWh

北海道

プランM（北海道）
プランM（北海道D）

電力量料金 1kWh

プランL（北海道）
プランL（北海道D） 電力量料金 1kWh

提供
エリア

契約種別 区分 単位
2023年4月1日から
2023年5月31日

2023年6月1日から

【 2023年7月改定　でんきサービス料金表 】 〔 税抜単価（税込単価）、円〕
電力各社 料金

（2023年7月1日から）
税抜単価 (税込参考単価) 税抜単価 (税込参考単価) (税込単価)

基本料金 10A～60A 10Aあたり 268.40 (295.24) 268.40 (295.24) (295.24)
夜間料金 16.70 (18.37) 25.50 (28.05) (28.06)
その他時間 23.51 (25.86) 32.69 (35.95) (35.96)

最低月額料金 1契約 218.83 (240.71) 292.20 (321.42) (321.42)
基本料金 1kVA 268.40 (295.24) 268.40 (295.24) (295.24)

夜間料金 16.70 (18.37) 25.50 (28.05) (28.06)
その他時間 23.51 (25.86) 32.69 (35.95) (35.96)

東京

2023年7月1日から

オール電化プランS（東京） 電力量料金 1kWh

オール電化プランL（東京）
電力量料金 1kWh

提供
エリア

契約種別 区分 単位
2023年4月1日から
2023年6月30日



■燃料費調整の前提諸元の見直し 

・燃料費調整制度とは、原油、LNG および石炭の燃料価格の変動を、あらかじめ定めたルールにより、電気料金に反映させる制度です。

各地域電力会社が規制料金等の見直しにおいて、燃料費調整の前提諸元を見直すため、でんきサービスの燃料費調整の前提諸元もあ

わせて見直します。 

 燃料費調整の前提諸元 

  

  

（カッコ内税込）
換算係数

最低料金 電力量料金
円/kl 円/kWh 円/kWh

北海道 2023年5月31日まで 37,200 0.4699 - 0.7879 - 0.179
0.157

（0.173）
電力会社規制料金 80,800 0.1874 0.0899 1.0036 - （0.173）

東北 2023年5月31日まで 31,400 0.1152 0.2714 0.7386 - 0.201
0.179

（0.197）
電力会社規制料金 83,500 0.0259 0.2563 0.8915 - （0.197）

東京 2023年5月31日まで 44,200 0.1970 0.4435 0.2512 - 0.211
0.166

（0.183）
電力会社規制料金 86,100 0.0048 0.3827 0.6584 （0.183）

北陸 2023年5月31日まで 21,900 0.2303 - 1.1441 - 0.146
0.150

（0.165）
電力会社規制料金 79,800 0.0415 0.0745 1.2499 - （0.165）

中国 2023年5月31日まで 26,000 0.1543 0.1322 0.9761 3.345 0.223
2.895 0.193

（3.185） （0.212）
電力会社規制料金 80,300 0.0406 0.0992 1.1994 （3.185） （0.212）

四国 2023年5月31日まで 26,000 0.2104 0.0541 1.0588 1.958 0.178
1.540 0.140

（1.694） （0.154）
電力会社規制料金 80,000 0.0875 0.0770 1.1770 （1.694） （0.154）

-

-

-

-

提供
エリア

区分
基準燃料価格

基準単価
α

（原油）
β

（LNG）
γ

（石炭）

2023年6月1日から 80,800 0.1874 0.0899 1.0036

2023年6月1日から 83,500 0.0259 0.2563 0.8915

2023年6月1日から 86,100 0.0048 0.3827 0.6584

2023年6月1日から 79,800 0.0415 0.0745 1.2499

0.0406 0.0992 1.1994

2023年6月1日から 80,000 0.0875 0.0770 1.1770

2023年6月1日から 80,300



 

 離島ユニバーサルサービス調整の前提諸元 

 

 

＜特典内容の見直しについて＞ 

■UQ でんき／BIGLOBE でんき／Ponta でんき（2021 年 12 月 19 日までにお申込みのお客さま）／ 

いいだのでんき 

 

※UQ でんき／いいだのでんきの指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0 または povo2.0 

※BIGLOBE でんきの指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0、povo2.0 または KDDI 請求 

※Ponta でんき（2021 年 12 月 19 日までにお申込みのお客さま）の指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0、povo2.0 また

は au ID/Ponta 会員 ID 連携規約に定める Ponta 会員 ID 

■Ponta でんき（2021 年 12 月 20 日以降にお申込みのお客さま） 

  

※Ponta でんき（2021 年 12 月 20 日以降にお申込みのお客さま）の指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0、povo2.0 また

は au ID/Ponta 会員 ID 連携規約に定める Ponta 会員 ID 

（カッコ内税込）
換算係数

最低料金 電力量料金
円/kl 円/kWh 円/kWh

北海道 2023年5月31日まで - - - - - -
0.001

（0.001）
電力会社規制料金 79,300 1.0000 - - - （0.001）

東北 2023年5月31日まで - - - - - -
0.001

（0.001）
電力会社規制料金 79,300 1.0000 - - - （0.001）

中国 2023年5月31日まで - - - - - -
0.0150 0.001

（0.017） （0.001）
電力会社規制料金 79,300 1.0000 - - （0.017） （0.001）

提供
エリア

区分
離島

基準燃料価格

2023年6月1日から 79,300 1.0000 - -

-

離島基準単価
α

（原油）
β

（LNG）
γ

（石炭）

-

2023年6月1日から 79,300 1.0000 - -

2023年6月1日から 79,300 1.0000 - -

ポイント還元率

指定サービス利用 その他 指定サービス利用 その他
5,000円未満 1% 0.5%

5,000円以上8,000円未満 3% 2%
8,000円以上 5% 3%

電気料金 見直し前 見直し後

0.5%

1%

ポイント還元

指定サービス利用 その他 指定サービス利用 その他
一律 300ポイント 200ポイント

電気料金 見直し前 見直し後

150ポイント



 

■じぶんでんき 

 

 

■グランパスでんき、モンストでんき、SKE48 でんき 

  

※グランパスでんき／モンストでんき／SKE48 でんきの指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0 または povo2.0 

 

■（UQ でんき／BIGLOBE でんき／Ponta でんき（2021 年 12 月 19 日までにお申込みのお客さま）／いいだの

でんき）＋関電ガス for au 

  
※UQ でんき／いいだのでんきの指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0 または povo2.0 

※BIGLOBE でんきの指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0、povo2.0 または KDDI 請求 

※Ponta でんき（2021 年 12 月 19 日までにお申込みのお客さま）の指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0、povo2.0 また

は au ID/Ponta 会員 ID 連携規約に定める Ponta 会員 ID 

 

■Ponta でんき（2021 年 12 月 20 日以降にお申込みのお客さま）＋関電ガス for au 

  

※Ponta でんき（2021 年 12 月 20 日以降にお申込みのお客さま）の指定サービス:au 携帯電話、UQ mobile、povo1.0、povo2.0 また

は au ID/Ponta 会員 ID 連携規約に定める Ponta 会員 ID 

ポイント還元率

一律 0.5% -

電気料金
見直し前 見直し後

ポイント還元率

指定サービス利用 その他 指定サービス利用 その他
一律 0.5% - -

電気料金 改定前 見直し後

ポイント還元率 ポイント還元率
指定サービス利用 その他 指定サービス利用 その他

2,500円未満 1.5%+51ポイント 1%+51ポイント 5,000円未満
2,500円以上6,000円未満 5%+51ポイント 4.5%+51ポイント 5,000円以上8,000円未満

6,000円以上 6%+51ポイント 5.5%+51ポイント 8,000円以上 1.5%

1%

電気料金 電気料金

見直し前 見直し後

ポイント還元

指定サービス利用 その他 指定サービス利用 その他
一律 400ポイント 300ポイント 200ポイント

電気料金 見直し前 見直し後


