
電気需給約款（関西電力エリア）の一部改定（２０１８年８月１日実施） 

○電気需給約款（旧 電気供給約款）の改定について 

改定後 改定前 

第８条（標準プラン－従量電灯Ａ）  

（４）電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単

価を乗じて算定いたします。                    

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１５キロワット時まで（定額） ３３１円４７銭  

１５キロワット時をこえ１２０キロワッ

ト時までの１キロワット時につき 
１９円７５銭  

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 
２４円０６銭  

３００キロワット時をこえ９００キロワ

ット時までの１キロワット時につき 
２６円７５銭  

９００キロワット時をこえる１キロワッ

ト時につき 
２４円５２銭  

 

第８条（標準プラン－従量電灯Ａ）  

（４）電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単

価を乗じて算定いたします。                    

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１５キロワット時まで（定額） ３２４円３７銭  

１５キロワット時をこえ１２０キロワッ

ト時までの１キロワット時につき 
１９円５６銭  

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 
２５円４０銭  

３００キロワット時をこえ９００キロワ

ット時までの１キロワット時につき 
２６円９５銭  

９００キロワット時をこえる１キロワッ

ト時につき 
２３円９５銭  

 



第９条（標準プラン－従量電灯Ｂ） 

（５）電気料金 

①基本料金 

基本料金は、１か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。 

契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ３８３円８０銭  

 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単

価を乗じて算定いたします。 

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１５円６９銭  

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円４１銭  

３００キロワット時をこえる１キロワッ

ト時につき 
２２円７６銭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条（標準プラン－従量電灯Ｂ） 

（５）電気料金 

①基本料金 

基本料金は、１か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。 

契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ３８８円８０銭  

 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単

価を乗じて算定いたします。 

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１５円１４銭  

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 
１８円８６銭  

３００キロワット時をこえる１キロワッ

ト時につき 
２２円２１銭  

 



第１０条（動力プラン－低圧電力） 

（５）電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単

価を乗じて算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金

を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用い

たします。なお、その１か月に夏季及びその他季がともに含まれる場

合には、計量値で計量できる場合を除き、その１か月の使用電力量を

その１か月に含まれる夏季及びその他季の日数の比であん分してえた

値をそれぞれの使用電力量といたします。 

 

従量区分 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につ

き 

夏季料金 その他季料金 

１４円３４銭 １２円８９銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条（動力プラン－低圧電力） 

（５）電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単

価を乗じて算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金

を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用い

たします。なお、その１か月に夏季及びその他季がともに含まれる場

合には、計量値で計量できる場合を除き、その１か月の使用電力量を

その１か月に含まれる夏季及びその他季の日数の比であん分してえ

た値をそれぞれの使用電力量といたします。 

 

従量区分 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につ

き 

夏季料金 その他季料金 

１４円８２銭 １３円３７銭 
 



附則 

第２条（２０１８年８月１日を実施日とする本約款の変更の附則） 

（１）電気料金 

２０１８年７月の検針／計量日から２０１８年８月の検針／計量日の

前日までの期間の電力量料金単価および標準プラン－従量電灯 B の基

本料金については、第８条（４）、第９条（５）及び第１０条（５）の

規定にかかわらず、次のとおりといたします。 

イ 標準プラン－従量電灯Ａ 

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１５キロワット時まで（定額） ３２４円３７銭  

１５キロワット時をこえ１２０キロワット

時までの１キロワット時につき 
１９円５６銭  

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 
２５円４０銭  

３００キロワット時をこえ９００キロワッ

ト時までの１キロワット時につき 
２６円９５銭  

９００キロワット時をこえる１キロワット

時につき 
２３円９５銭  

 

ロ 標準プラン－従量電灯Ｂ 

契約容量 基本料金（税込） 

１キロボルトアンペアにつき ３８８円８０銭 

     

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１５円１４銭  

附則 

第２条（２０１７年９月１日を実施日とする本約款の変更の附則） 

（１）電気料金 

２０１７年８月の検針／計量日から２０１７年９月の検針／計量日の

前日までの期間の電力量料金単価については、第８条(４)、第９条（５）

及び第１０条（５）の規定にかかわらず、次のとおりといたします。 

イ 標準プラン－従量電灯Ａ 

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１５キロワット時まで（定額） ３７３円７３銭  

１５キロワット時をこえ１２０キロワット

時までの１キロワット時につき 
２４円３１銭  

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 
２７円０７銭  

３００キロワット時をこえ９００キロワッ

ト時までの１キロワット時につき 
２７円８２銭  

９００キロワット時をこえる１キロワット

時につき 
２５円６６銭  

 

ロ 標準プラン－従量電灯Ｂ 

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１７円５５銭  

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 
２１円２２銭  

３００キロワット時をこえる１キロワット

時につき 
２４円６０銭  



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 
１８円８６銭  

３００キロワット時をこえる１キロワット

時につき 
２２円２１銭  

 

ハ 動力プラン－低圧電力 

従量区分 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時に

つき 

夏季料金 その他季料金 

１４円８２銭 １３円３７銭 

 

（２）燃料費調整 

２０１８年７月の検針／計量日から２０１８年８月の検針／計量日

の前日までの期間の燃料費調整に用いる燃料費調整単価算出係数等に

ついては、別表１の規定にかかわらず、次のとおりといたします。 

 

燃料費調整単価算出係数等 

 

項目 値 

 

係 数 

α ０．０３３２  

β ０．３７８６  

γ ０．６２３１  

燃料価格 Ｘ ２５，５００円  

平均燃料価格の上限値 ― ３８，３００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 １９銭５厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 

ハ 動力プラン－低圧電力 

従量区分 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時に

つき 

夏季料金 その他季料金 

１７円９８銭 １６円５３銭 

 

（２）燃料費調整 

２０１７年８月の検針／計量日から２０１７年９月の検針／計量日

の前日までの期間の燃料費調整に用いる燃料費調整単価算出係数等に

ついては、別表１の規定にかかわらず、次のとおりといたします。 

 

燃料費調整単価算出係数等 

 

項目 値 

 

係 数 

α ０．２９８５  

β ０．２８８４  

γ ０．４３００  

燃料価格 Ｘ ４０，７００円  

平均燃料価格の上限値 ― ６１，１００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 ２１銭１厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 



 

以上 

別表１ 

燃料費調整単価算出係数等 

 

項目 値 

 

係 数 

α ０．０１４０  

β ０．３４８３  

γ ０．７２２７  

燃料価格 Ｘ ２７，１００円  

平均燃料価格の上限値 ― ４０，７００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 １６銭２厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

別表１ 

燃料費調整単価算出係数等 

 

項目 値 

 

係 数 

α ０．０３３２  

β ０．３７８６  

γ ０．６２３１  

燃料価格 Ｘ ２５，５００円  

平均燃料価格の上限値 ― ３８，３００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 １９銭５厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 


