
　auでんき　料金表

　プラン名の(　)内の名称は、各地域の電力会社の供給区域を示しています。現在供給を受けている電力会社をご確認のうえ、該当するプラン名の単価をご確認ください。

単位:円（税抜）[ ( )内は税込参考単価 ]

単位

10A 310.00 (334.80)

15A 465.00 (502.20)

20A 620.00 (669.60)

30A 930.00 (1,004.40)

40A 1,240.00 (1,339.20)

50A 1,550.00 (1,674.00)

60A 1,860.00 (2,008.80)

最初の120kWhまで 21.79 (23.53)

120kWh超過280kWhまで 27.51 (29.71)

280kWh超過分 30.89 (33.36)

1契約 228.00 (246.24)

単位

10A 300.00 (324.00) 260.00 (280.80) 260.00 (280.80) 220.00 (237.60) 270.00 (291.60)

15A 450.00 (486.00) 390.00 (421.20) 390.00 (421.20) 330.00 (356.40) 405.00 (437.40)

20A 600.00 (648.00) 520.00 (561.60) 520.00 (561.60) 440.00 (475.20) 540.00 (583.20)

30A 900.00 (972.00) 780.00 (842.40) 780.00 (842.40) 660.00 (712.80) 810.00 (874.80)

40A 1,200.00 (1,296.00) 1,040.00 (1,123.20) 1,040.00 (1,123.20) 880.00 (950.40) 1,080.00 (1,166.40)

50A 1,500.00 (1,620.00) 1,300.00 (1,404.00) 1,300.00 (1,404.00) 1,100.00 (1,188.00) 1,350.00 (1,458.00)

60A 1,800.00 (1,944.00) 1,560.00 (1,684.80) 1,560.00 (1,684.80) 1,320.00 (1,425.60) 1,620.00 (1,749.60)

最初の120kWhまで 16.88 (18.23) 18.07 (19.51) 19.14 (20.67) 16.22 (17.51) 15.87 (17.13)

120kWh超過300kWhまで 23.02 (24.86) 24.07 (25.99) 23.22 (25.07) 19.75 (21.33) 20.96 (22.63)

300kWh超過分 26.62 (28.74) 27.79 (30.01) 25.89 (27.96) 21.31 (23.01) 23.68 (25.57)

1契約 238.00 (257.04) 214.39 (231.54) 235.00 (253.80) 164.88 (178.07) 286.16 (309.05)

単位

最低料金 最初の15kWhまで 1契約 310.01 (334.81) 306.69 (331.22)

15kWh超過120kWhまで 18.47 (19.94) 18.88 (20.39)

120kWh超過300kWhまで 23.45 (25.32) 24.96 (26.95)

300kWh超過分 26.62 (28.74) 26.88 (29.03)

単位

最低料金 最初の11kWhまで 1契約 374.00 (403.92)

11kWh超過120kWhまで 18.51 (19.99)

120kWh超過300kWhまで 24.53 (26.49)

300kWh超過分 27.73 (29.94)

単位:円（税抜）[ ( )内は税込参考単価 ]

単位

1kVA 310.00 (334.80)

最初の120kWhまで 21.79 (23.53)

120kWh超過280kWhまで 27.51 (29.71)

280kWh超過分 30.89 (33.36)

単位

1kVA 300.00 (324.00) 260.00 (280.80) 260.00 (280.80) 220.00 (237.60) 270.00 (291.60)

最初の120kWhまで 16.88 (18.23) 18.07 (19.51) 19.14 (20.67) 16.22 (17.51) 15.87 (17.13)

120kWh超過300kWhまで 23.02 (24.86) 24.07 (25.99) 23.22 (25.07) 19.75 (21.33) 20.96 (22.63)

300kWh超過分 26.62 (28.74) 27.79 (30.01) 25.89 (27.96) 21.31 (23.01) 23.68 (25.57)

単位

1kVA 360.00 (388.80) 370.00 (399.60) 340.00 (367.20)

最初の120kWhまで 16.28 (17.58) 16.44 (17.75) 15.42 (16.65)

120kWh超過300kWhまで 19.27 (20.81) 21.98 (23.73) 20.45 (22.08)

300kWh超過分 22.00 (23.76) 23.68 (25.57) 23.11 (24.95)

単位:円（税抜）[ ( )内は税込参考単価 ]

単位

1kW 1,170.00 (1,263.60) 1,150.00 (1,242.00) 1,020.00 (1,101.60) 1,040.00 (1,123.20) 1,060.00 (1,144.80)

夏季 1kWh 14.50 (15.66) 15.79 (17.05) 15.49 (16.72) 11.04 (11.92)

その他 1kWh 13.17 (14.22) 14.36 (15.50) 14.08 (15.20) 10.08 (10.88)

単位

1kW 980.00 (1,058.40) 1,010.00 (1,090.80) 1,015.00 (1,096.20) 920.00 (993.60)

夏季 1kWh 13.28 (14.34) 13.65 (14.74) 14.36 (15.50) 15.55 (16.79)

その他 1kWh 11.94 (12.89) 12.49 (13.48) 13.04 (14.08) 14.02 (15.14)

単位:円（税抜）[ ( )内は税込参考単価 ]

■auでんき料金の仕組み

電力量料金

低圧電力

電力量料金

でんきMプラン

基本料金

区　分

区　分

基本料金

最低月額料金(注）

区　分

電力量料金

区　分

でんきLプラン

区　分

でんきLプラン（中国）
*中国電力 従量電灯B相当

1kWh

区　分

電力量料金

区　分 低圧電力（中国）
*中国電力 低圧電力相当

電力量料金

でんきLプラン（東京）
*東京電力EP 従量電灯C相当

低圧電力（北海道）
*北海道電力 低圧電力相当

低圧電力（東北）
*東北電力 低圧電力相当

16.06 (17.34)

電力量料金

基本料金

でんきLプラン（東北）
*東北電力 従量電灯C

でんきMプラン（関西）
*関西電力 従量電灯A相当

でんきMプラン（北陸）
*北陸電力 従量電灯B相当

でんきMプラン（北海
道）

*北海道電力 従量電灯B相当

でんきMプラン（東北）
*東北電力 従量電灯B相当

でんきMプラン（四国）
*四国電力 従量電灯A相当

（注）基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、そのひと月分の料金は、最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。

でんきMプラン（中国）
*中国電力 従量電灯A相当

でんきMプラン（中部）
*中部電力 従量電灯B相当

でんきMプラン（東京）
*東京電力EP　従量電灯B相当

1契約基本料金

1kWh

区　分

1契約

1kWh

電力量料金

最低月額料金(注）

でんきLプラン（中部）
*中部電力 従量電灯C相当

2019年7月現在

KDDI株式会社

でんきMプラン（九州）
*九州電力 従量電灯B相当

でんきLプラン（九州）
*九州電力 従量電灯C相当

　でんきMプラン

　でんきLプラン・低圧電力

基本料金

低圧電力（九州）
*九州電力 低圧電力相当

低圧電力（関西）
*関西電力 低圧電力相当

低圧電力（四国）
*四国電力 低圧電力相当

電気料金の設定方法

低圧電力（北陸）
*北陸電力 低圧電力相当

低圧電力（中部）
*中部電力 低圧電力相当

低圧電力（東京）
*東京電力EP 低圧電力相当

1kWh

基本料金

でんきLプラン（四国）
*四国電力 従量電灯B相当

基本料金

電力量料金 1kWh

1kWh

区　分 でんきLプラン（関西）
*関西電力 従量電灯B相当

1kWh電力量料金

でんきLプラン（北陸）
*北陸電力 従量電灯C相当

でんきLプラン（北海道）
*北海道電力 従量電灯C相当

注1）電気の供給に必要な燃料費の価格変動に合わせ単価を毎月設定し、電力量に単価を乗じた「燃料費調整額」を請求いたします。 

注2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に基づき、電気をご利用になる全てのお客さまから電力使用量に応じ別途毎年 

   決定されている単価を乗じた額を請求いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税等相当額を含んだ料金として計算します。 

※①基本料、②最低料金、③燃料費調整費額、④再生可能エネルギー発電促進賦課金については、旧一般電気事業者の料金メニューと同様となります。  

③燃料費調整額 

北海道、東京、東北、中部、 

北陸、九州エリア 

ご契約容量によって決定します。 
 

関西、中国、四国エリア 

基本料金はありません。一定のご使用量までは、 

最低料金がかかります。 

ご使用量×料金単価 ご使用量× 

燃料費調整単価 

ご使用量× 

再生可能エネルギー 

発電促進賦課金単価 

③燃料費調整額 ①基本料金または最低料金 ②電力量料金 
④再生可能エネルギー 

  発電促進賦課金 

＋ ± ＋ 

auでんき料金 

＝ 

③燃料費調整額 

ご契約容量・電力によって決定します。 ご使用量×料金単価 ご使用量× 

燃料費調整単価 

ご使用量× 

再生可能エネルギー 

発電促進賦課金単価 

③燃料費調整額 ①基本料金または最低料金 ②電力量料金 
④再生可能エネルギー 

  発電促進賦課金 

＋ ± ＋ 

auでんき料金 

＝ 

注1 注2 

注1 注2 


