
2019 年 12 月 5 日 

大和ライフエナジア株式会社 

 

燃料費調整単価・離島ユニバーサルサービス調整単価のお知らせ 

 

いつも大和ライフエナジアをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

弊社電気料金に対する燃料費調整単価・離島ユニバーサルサービス調整単価【2020 年 1 月】

を、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 

【東京エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 1kWh につき -2.06 円 

高圧供給 1kWh につき -1.99 円 

 

2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 35,300 円／kl 

 

【関西エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 

（電灯プラン A（家庭用含む）の場合） 

最初の 15kWh まで 0.50 円 

15kWh をこえる 

1kWh につき 
0.03 円 

低圧供給 

（上記以外） 
1kWh につき 0.03 円 

高圧供給 1kWh につき 0.03 円 

 



2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 27,300 円／kl 

 

【北海道エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 1kWh につき -1.54 円 

高圧供給 1kWh につき -1.47 円 

 

2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均海外炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 29,400 円／kl 

 

【東北エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 1kWh につき -0.80 円 

高圧供給 1kWh につき -0.77 円 

 

2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 27,800 円／kl 

 

 



【中部エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価＜従量制供給のお客様＞ 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 1kWh につき -3.31 円 

高圧供給 1kWh につき -3.17 円 

 

2020 年 1 月の燃料費調整単価＜定額制供給のお客様＞ 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

臨時電灯 A 
総容量が 1kVA をこえ 3VA までの場

合 1kVA までごとに（1 日につき） 
-20.73 円 

 

2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 31,700 円／kl 

 

【中国エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 

（電灯プラン A（家庭用含む）の場合） 

最初の 15kWh まで -4.78 円 

15kWh をこえる 

1kWh につき 
-0.32 円 

低圧供給 

（上記以外） 
1kWh につき -0.32 円 

高圧供給 1kWh につき -0.30 円 

 

2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 24,700 円／kl 



【四国エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 

（電灯プラン A（家庭用含む）の場合） 

最初の 11kWh まで -4.74 円 

11kWh をこえる 

1kWh につき 
-0.43 円 

低圧供給 

（上記以外） 
1kWh につき -0.43 円 

高圧供給 1kWh につき -0.41 円 

 

2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 23,800 円／kl 

 

【九州エリア】 

2020 年 1 月の燃料費調整単価  

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給 1kWh につき -0.72 円 

高圧供給 1kWh につき -0.69 円 

2019 年 12 月の離島ユニバーサルサービス調整単価 

区分 単位 燃料費調整単価(税込) 

低圧供給・高圧供給 1kWh につき -0.02 円 

 

2019 年 8 月～2019 年 10 月の平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 22,100 円／kl 

 

 

 



2019 年 7 月～2019 年 9 月の離島平均燃料価格 

平均原油価格 44,242 円／kl 

平均 LNG 価格 53,804 円／t 

平均石炭価格 10,980 円／t 

平均燃料価格 44,200 円／kl 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


