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〔小売電気事業者登録番号：A0388〕

料金メニュー表
[ 低 圧 ]

この料金メニュー表[低圧]は，当社の「楽天でんき 電気需給約款[低圧]」が
適用となるお客さまの料金を定めたものです。



楽天でんき 料金メニュー 【プランＳ】

供給エリア 基本料金（税込） 従量料金（税込）

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域

1契約につき 0円
1キロワット時（kWh）

につき

30.00円

東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 26.50円

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 26.50円

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 26.50円

北陸電力送配電株式会社の供給区域 22.00円

関西電力送配電株式会社の供給区域 22.50円

中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 24.50円

四国電力送配電株式会社の供給区域 24.50円

九州電力送配電株式会社の供給区域 23.50円

沖縄電力株式会社の供給区域 27.00円

北海道電力，東北電力，東京電力エナジーパートナー，中部電力ミライズ，北陸電力，九州電力の従量電灯Bのプラン，関西電力，中国電力，四国電力の従量電灯Aのプラン，
沖縄電力の従量電灯のプランに相当いたします。
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• 北海道電力ネットワーク，東北電力ネットワーク，東京電力パワーグリッド，中部電力パワーグリッド，北陸電力送配電，九州電力送配電の供給エリアにおいては，契約電流が10アンペア（A）以上かつ60アン
ペア(A)以下が対象となります。

• 関西電力送配電，中国電力ネットワーク，四国電力送配電の供給区域においては，最大需要容量が６キロボルトアンペア（kVA）未満が対象となります。

料金表 A



楽天でんき 料金メニュー 【プランＭ】

供給エリア 基本料金（税込） 従量料金（税込）

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域

1契約につき 0円
1キロワット（kWh）

につき

31.00円

東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 27.50円

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 27.50円

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 27.50円

北陸電力送配電株式会社の供給区域 23.00円

関西電力送配電株式会社の供給区域 23.50円

中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 25.50円

四国電力送配電株式会社の供給区域 25.50円

九州電力送配電株式会社の供給区域 24.50円

北海道電力，東北電力，東京電力エナジーパートナー，中部電力ミライズ，北陸電力，九州電力の従量電灯Cのプラン，関西電力，中国電力，四国電力の従量電灯Bのプランに相当
いたします。
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• 契約容量が６キロボルトアンペア（kVA）以上，かつ，原則として50キロボルトアンペア（kVA）未満が対象となります。

料金表 A



楽天でんき 料金メニュー 【動力プラン】

供給エリア 基本料金（税込） 従量料金（税込）

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域

1キロワット（kW）
につき

695.00円
1キロワット時（kWh）

につき

22.90円

東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 22.60円

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 20.70円

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 21.40円

北陸電力送配電株式会社の供給区域 16.80円

関西電力送配電株式会社の供給区域 16.40円

中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 18.30円

四国電力送配電株式会社の供給区域 18.40円

九州電力送配電株式会社の供給区域 18.30円

• まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額となります。
• 従量料金は，夏季・その他季で同一の単価となります。
• 力率割引または割増は加味いたしません。

北海道電力，東北電力，東京電力エナジーパートナー，中部電力ミライズ，北陸電力，関西電力，中国電力，四国電力，九州電力の低圧電力のプランに相当いたします。
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1. 燃料費調整単価の算定

(1)平均燃料価格

原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値に
もとづき，次の算式によって算定された値といたします。

なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円の位で四捨五入いたします。

平均燃料価格＝A×α＋B×β＋C×γ

A＝各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格

B＝各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格

C＝各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格

α，β，γ＝別表に定める係数

なお，各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格，1トン当たりの平均液化天然
ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は，1円とし，その端数は，小数点以下第1位で四捨
五入いたます。

(2)燃料費調整単価

燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし，次の算式によって算定された値といたします。

また，燃料費調整単価の単位は，1銭とし，その端数は，小数点以下第1位で四捨五入いたします。

なお，燃料価格XおよびYは，次頁の別表に定めるものといたします。

(a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X円を下回る場合 ※マイナス調整

燃料費調整単価（※）＝（Ｘ－平均燃料価格（円））×次頁2.の基準単価÷1,000

(b)1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回り，かつ，基準価格Y円以下の場合

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－Ｘ円）×次頁2.の基準単価÷1,000

(c)1キロリットル当たりの平均燃料価格がY円を上回る場合

燃料費調整単価＝（Y－Ｘ円）×次頁2.の基準単価÷1,000

(3)燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は，その平均燃料価格
算定期間に対応する燃料費調整額適用期間に使用される電気に適用し，次表のとおりといたします。

平均燃料価格算定期間 燃料費調整額適用期間

毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間

毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間

毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間

毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間

毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間

毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間

毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間

毎年8月1日から10月31日までの期間 その年の12月の検針日から翌年1月の検針日の前日までの期間

毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間

毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間

毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間

毎年12月1日から翌年の2月末日までの期間 翌年4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

楽天でんき 燃料費調整額
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楽天でんき 燃料費調整額

2. 基準単価

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，別表に定めるものといたします。

3. 燃料費調整額

項目 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

係数

α 0.4699 0.1152 0.1970 0.0275 0.2303 0.0140 0.1543 0.2104 0.0053 0.2410

β なし 0.2714 0.4435 0.4792 なし 0.3483 0.1322 0.0541 0.1861 なし

γ 0.7879 0.7386 0.2512 0.4275 1.1441 0.7227 0.9761 1.0588 1.0757 1.1282

燃料価格

X 37,200円 31,400円 44,200円 45,900円 21,900円 27,100円 26,000円 26,000円 27,400円 25,100円

Y 55,800円 47,100円 66,300円 68,900円 32,900円 40,700円 39,000円 39,000円 41,100円 37,700円

基準単価
（1キロワット時[kWh]につき）

19銭7厘 22銭1厘 23銭2厘 23銭3厘 16銭1厘 16銭5厘 24銭5厘 19銭6厘 13銭6厘 31銭6厘

燃料費調整額は，その1月の使用電力量に前頁1.(2) によって算定され，次頁4.によって調整された燃料費調整単価を適用して次の算式により算定された金額といたします。

燃料費調整額＝使用電力量×燃料費調整単価（燃料費調整単価＋離島ユニバーサルサービス調整単価）

別表：燃料費調整額算出係数等

※燃料費調整額には，消費税等相当額を含みます。
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楽天でんき 燃料費調整額

4. 離島ユニバーサルサービス調整

(1) 1.(2)によって算定された燃料費調整単価は，契約種別ごとに各地域の旧一般電気事業者が適用している離島ユニバーサルサービス制度にもとづく調整をいたします。

(2)九州電力送配電株式会社の供給区域について

イ 九州電力送配電株式会社供給区域の燃料費調整単価は，1.(2)燃料費調整単価で算出された値に，次の算式によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を合計したものといたします。

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1.(2)燃料費調整単価に準じるものといたします。

離島ユニバーサルサービス調整単価 ＝ （離島平均燃料価格－離島基準燃料価格）× 離島基準単価 ÷ 1,000 

ロ 離島平均燃料価格の算定方法は，1.(1)平均燃料価格に準じるものとし，α，βおよびγは， 次のとおりといたします。

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

ハ 離島基準燃料価格は，52,500円といたします。

ニ 離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，次のとおりといたします。

1キロワット時（kWh）につき 3厘。

※離島ユニバーサルサービス調整単価には，消費税等相当額を含みます。
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楽天でんき 料金メニュー 【プランＳ】

供給エリア 基本料金（税込） 従量料金（税込）

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域

1契約につき 0円
1キロワット時（kWh）

につき

34.20円

東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 28.80円

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 29.45円

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 29.30円

北陸電力送配電株式会社の供給区域 24.80円

関西電力送配電株式会社の供給区域 25.50円

中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 26.60円

四国電力送配電株式会社の供給区域 26.90円

九州電力送配電株式会社の供給区域 26.37円

沖縄電力株式会社の供給区域 28.20円

北海道電力，東北電力，東京電力エナジーパートナー，中部電力ミライズ，北陸電力，九州電力の従量電灯Bのプラン，関西電力，中国電力，四国電力の従量電灯Aのプラン，
沖縄電力の従量電灯のプランに相当いたします。
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• 北海道電力ネットワーク，東北電力ネットワーク，東京電力パワーグリッド，中部電力パワーグリッド，北陸電力送配電，九州電力送配電の供給エリアにおいては契約電流が10アンペア（A）以上かつ60アン
ペア(A)以下が対象となります。

• 関西電力送配電，中国電力ネットワーク，四国電力送配電の供給区域においては最大需要容量が６キロボルトアンペア（kVA）未満が対象となります。

料金表 B



楽天でんき 料金メニュー 【プランＭ】

供給エリア 基本料金（税込） 従量料金（税込）

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域

1契約につき 0円
1キロワット時（kWh）

につき

34.20円

東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 28.80円

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 29.45円

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 29.30円

北陸電力送配電株式会社の供給区域 24.80円

関西電力送配電株式会社の供給区域 25.50円

中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 26.60円

四国電力送配電株式会社の供給区域 26.90円

九州電力送配電株式会社の供給区域 26.37円

北海道電力，東北電力，東京電力エナジーパートナー，中部電力ミライズ，北陸電力，九州電力の従量電灯Cのプラン，関西電力，中国電力，四国電力の従量電灯Bのプランに
相当いたします。
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• 契約容量が６キロボルトアンペア（kVA）以上，かつ，原則として50キロボルトアンペア（kVA）未満が対象となります。

料金表 B



楽天でんき 料金メニュー 【動力プラン】

供給エリア 基本料金（税込） 従量料金（税込）

北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域

1キロワット（kW）
につき

695.00円
1キロワット時（kWh）

につき

22.90円

東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 22.60円

東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 20.70円

中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 21.40円

北陸電力送配電株式会社の供給区域 16.80円

関西電力送配電株式会社の供給区域 16.40円

中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 18.30円

四国電力送配電株式会社の供給区域 18.40円

九州電力送配電株式会社の供給区域 18.30円

• まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額となります。
• 従量料金は，夏季・その他季で同一の単価となります。
• 力率割引または割増は加味いたしません。

北海道電力，東北電力，東京電力エナジーパートナー，中部電力ミライズ，北陸電力，関西電力，中国電力，四国電力，九州電力の低圧電力のプランに相当いたします。
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1. 燃料費調整単価の算定

(1)平均燃料価格

原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値に
もとづき，次の算式によって算定された値といたします。

なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円の位で四捨五入いたします。

平均燃料価格＝A×α＋B×β＋C×γ

A＝各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格

B＝各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格

C＝各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格

α，β，γ＝別表に定める係数

なお，各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格，1トン当たりの平均液化天
然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は，1円とし，その端数は，小数点以下第1位で四
捨五入いたします。

(2)燃料費調整単価

燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし，次の算式によって算定された値といたします。

また，燃料費調整単価の単位は，1銭とし，その端数は，小数点以下第1位で四捨五入いたします。

なお，燃料価格Xは，次頁別表に定めるものといたします。

(a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X円を下回る場合 ※マイナス調整

燃料費調整単価（※）＝（Ｘ－平均燃料価格（円））×次頁2.の基準単価÷1,000

(b)1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回る場合

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－Ｘ円）×次頁2.の基準単価÷1,000

(3)燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は，その平均燃料価格
算定期間に対応する燃料費調整額適用期間に使用される電気に適用し，次表のとおりといたします。

平均燃料価格算定期間 燃料費調整額適用期間

毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間

毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間

毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間

毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間

毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間

毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間

毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間

毎年8月1日から10月31日までの期間 その年の12月の検針日から翌年1月の検針日の前日までの期間

毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間

毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間

毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間

毎年12月1日から翌年の2月末日までの期間 翌年4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

楽天でんき 燃料費調整額
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楽天でんき 燃料費調整額

2. 基準単価

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，別表に定めるものといたします。

3. 燃料費調整額

項目 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

係数

α 0.4699 0.1152 0.1970 0.0275 0.2303 0.0140 0.1543 0.2104 0.0053 0.2410

β なし 0.2714 0.4435 0.4792 なし 0.3483 0.1322 0.0541 0.1861 なし

γ 0.7879 0.7386 0.2512 0.4275 1.1441 0.7227 0.9761 1.0588 1.0757 1.1282

燃料価格 X 37,200円 31,400円 44,200円 45,900円 21,900円 27,100円 26,000円 26,000円 27,400円 25,100円

基準単価
（1キロワット時[kWh]につき）

19銭7厘 22銭1厘 23銭2厘 23銭3厘 16銭1厘 16銭5厘 24銭5厘 19銭6厘 13銭6厘 31銭6厘

燃料費調整額は，その1月の使用電力量に1.(2) によって算定され，4.によって調整された燃料費調整単価を適用して次の算式により算定された金額といたします。

燃料費調整額＝使用電力量×燃料費調整単価（燃料費調整単価＋離島ユニバーサルサービス調整単価）

別表：燃料費調整額算出係数等

※燃料費調整額には，消費税等相当額を含みます。
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楽天でんき 燃料費調整額

4. 離島ユニバーサルサービス調整

(1) 1.(2)によって算定された燃料費調整単価は，契約種別ごとに各地域の旧一般電気事業者が適用している離島ユニバーサルサービス制度にもとづく調整をいたします。

(2)九州電力送配電株式会社の供給区域について

イ 九州電力送配電株式会社供給区域の燃料費調整単価は，1.(2)燃料費調整単価で算出された値に，次の算式によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を合計したも
のといたします。なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1.(2)燃料費調整単価に準じるものといたします。

離島ユニバーサルサービス調整単価 ＝ （離島平均燃料価格－離島基準燃料価格）× 離島基準単価 ÷ 1,000 

ロ 離島平均燃料価格の算定方法は，1.(1)平均燃料価格に準じるものとし，α，βおよびγは，以下のとおりといたします。

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

ハ 離島基準燃料価格は，52,500円といたします。

ニ 離島基準単価は，離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，次のとおりといたします。

1キロワット時（kWh）につき 3厘。

※離島ユニバーサルサービス調整単価には，消費税等相当額を含みます。
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楽天でんき 再生可能エネルギー発電促進賦課金

(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし，「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示」（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。

(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5月分の料金に係る計量期間等
の始期から翌年の4月分の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。

(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお，再生可能エネルギー発電促進賦
課金の計算における合計金額の単位は，1円とし，その端数は，切り捨てます。

低圧供給（従量制）の場合

2020年5月から2021年4月分料金まで 2.98円／kWh

2021年5月から2022年4月分料金まで 3.36円／kWh

2022年5月から2023年4月分料金まで 3.45円／kWh
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楽天でんき 電気料金計算方法
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【計算例】

東京電力エリアの従量電灯B 60Aで，ある月の使用量が350kWhのお客さまの電気料金

月々の電気料金は，基本料金と使用した電力量に応じて算定する従量料金に，燃料費調整額，再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとなります。

項目 # 区分・単位 金額

基本料金 ① 1契約につき 0円00銭

従量料金 ② 1kWhにつき 9,275円00銭 （ = 26円50銭 x 350kWh）

燃調費調整額 ③ 使用電力量 x 燃料費調整単価
-633円50銭 （ = -1円81銭 x 350kWh）
※当該月分の単価にもとづき算定いたします。
※燃料費調整単価が-1円81銭/kWhの場合

再生可能エネルギー発電促進賦課金 ④
使用電力量 x 再生可能エネルギー発電

促進賦課金単価

1,176円=3円36銭x350kWh（円未満切捨て）
※当該年度分の告示単価にもとづき算定いたします。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価が3円36銭/kWhの場合

合計（電気料金） ⑤ ①+②+③+④（円未満切捨て） 9,817円（税込）

基
本
料
金
単
価

契
約
電
力
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