
燃料費調整単価  過去分一覧（低圧）

過去分の燃調費調整単価は以下の通りです。燃料費調整単価について詳細は丸紅新電力ホームページをご覧ください。

https://denki.marubeni.co.jp/agreement/adjust_home/

北海道電力管内 東北電力管内 東京電力管内 中部電力管内 北陸電力管内

全プラン共通 全プラン共通 全プラン共通 全プラン共通 全プラン共通 従量電灯B 低圧電力

対象月 1kWhにつき 1kWhにつき 1kWhにつき 1kWhにつき 1kWhにつき 15kWhまで
15kWhをこえる

1kWhにつき
1kWhにつき 1kWhにつき

2021年8月 -1.60 -1.44 -3.11 -4.45 0.08 -8.66 -0.58 -0.58 -2.20

2021年7月 -1.95 -1.52 -3.06 -4.33 -0.16 -8.42 -0.56 -0.56 -2.31

2021年6月 -2.48 -1.75 -3.29 -4.40 -0.47 -9.65 -0.64 -0.64 -2.68

2021年5月 -2.99 -2.03 -3.64 -4.61 -0.76 -12.13 -0.81 -0.81 -3.08

2021年4月 -3.33 -2.48 -4.32 -5.24 -0.95 -17.33 -1.16 -1.16 -3.60

2021年3月 -3.49 -2.85 -4.85 -5.80 -1.06 -22.03 -1.47 -1.47 -3.98

2021年2月 -3.45 -3.03 -5.17 -6.17 -1.05 -25.00 -1.67 -1.67 -4.15

2021年1月 -3.39 -3.05 -5.20 -6.22 -1.01 -25.25 -1.68 -1.68 -4.15

2020年12月 -3.59 -2.90 -5.01 -5.89 -1.08 -22.52 -1.50 -1.50 -4.13

2020年11月 -3.96 -2.65 -4.64 -5.29 -1.19 -17.57 -1.17 -1.17 -4.04

2020年10月 -4.29 -2.34 -4.18 -4.59 -1.29 -11.88 -0.79 -0.79 -3.89

2020年9月 -3.92 -1.90 -3.53 -4.03 -1.08 -6.93 -0.46 -0.46 -3.38

2020年8月 -3.01 -1.46 -2.85 -3.68 -0.66 -3.71 -0.25 -0.25 -2.61

2020年7月 -2.17 -1.17 -2.44 -3.56 -0.27 -2.72 -0.18 -0.18 -2.03

2020年6月 -1.50 -0.97 -2.11 -3.50 0.02 -1.98 -0.13 -0.13 -1.56

2020年5月 -1.36 -0.91 -2.04 -3.47 0.11 -1.73 -0.12 -0.12 -1.48

2020年4月 -1.46 -0.91 -2.09 -3.45 0.08 -1.49 -0.10 -0.10 -1.54

2020年3月 -1.54 -0.91 -2.13 -3.45 0.08 -0.99 -0.07 -0.07 -1.61

2020年2月 -1.60 -0.91 -2.18 -3.45 0.08 -0.74 -0.05 -0.05 -1.65

低圧 （単位：円、税込）

従量電灯A

関西電力管内



燃料費調整単価  過去分一覧（低圧）

過去分の燃調費調整単価は以下の通りです。燃料費調整単価について詳細は丸紅新電力ホームページをご覧ください。

https://denki.marubeni.co.jp/agreement/adjust_home/

九州電力管内

従量電灯A以外 従量電灯A以外 全プラン共通

対象月 15kWhまで
15kWhをこえる

1kWhにつき
1kWhにつき 11kWhまで

11kWhをこえる

1kWhにつき
1kWhにつき 1kWhにつき

2021年8月 -11.04 -0.74 -0.74 -6.68 -0.61 -0.61 -1.05

2021年7月 -14.35 -0.96 -0.96 -9.26 -0.84 -0.84 -1.12

2021年6月 -19.50 -1.30 -1.30 -13.14 -1.20 -1.20 -1.25

2021年5月 -24.66 -1.64 -1.64 -16.59 -1.51 -1.51 -1.38

2021年4月 -30.91 -2.06 -2.06 -19.82 -1.80 -1.80 -1.61

2021年3月 -34.96 -2.33 -2.33 -21.54 -1.96 -1.96 -1.77

2021年2月 -36.43 -2.43 -2.43 -21.76 -1.98 -1.98 -1.87

2021年1月 -36.06 -2.40 -2.40 -21.32 -1.94 -1.94 -1.87

2020年12月 -35.33 -2.35 -2.35 -21.76 -1.98 -1.98 -1.77

2020年11月 -34.22 -2.28 -2.28 -22.62 -2.06 -2.06 -1.60

2020年10月 -32.75 -2.18 -2.18 -23.05 -2.10 -2.10 -1.42

2020年9月 -26.50 -1.76 -1.76 -19.82 -1.80 -1.80 -1.22

2020年8月 -19.14 -1.27 -1.27 -14.65 -1.33 -1.33 -1.07

2020年7月 -12.51 -0.83 -0.83 -9.91 -0.90 -0.90 -0.98

2020年6月 -8.10 -0.54 -0.54 -6.25 -0.57 -0.57 -0.92

2020年5月 -6.62 -0.44 -0.44 -5.17 -0.47 -0.47 -0.88

2020年4月 -6.62 -0.44 -0.44 -5.39 -0.49 -0.49 -0.86

2020年3月 -6.62 -0.44 -0.44 -5.60 -0.51 -0.51 -0.84

2020年2月 -6.62 -0.44 -0.44 -5.39 -0.49 -0.49 -0.82

低圧 （単位：円、税込）

四国電力管内

従量電灯A従量電灯A

中国電力管内


