
 
 

２０２１年３月分 燃料費調整単価のお知らせ 
 

いつも「ＥＮＥＯＳでんき」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

「ＥＮＥＯＳでんき」の電気料金に対する燃料費調整単価を、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

＜北海道エリア＞ 

燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

－３．４９円／ｋＷｈ －０．０４円／ｋＷｈ 

 

＜東北エリア＞ 

燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

－２．８５円／ｋＷｈ ０．１８円／ｋＷｈ 

 

 

＜関東エリア＞ 

燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

－４．８５円／ｋＷｈ ０．３２円／ｋＷｈ 

 



＜中部エリア＞ 

燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

－５．８０円／ｋＷｈ ０．３７円／ｋＷｈ 

 

＜北陸エリア＞ 

燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

－１．０６円／ｋＷｈ －０．０１円／ｋＷｈ 

 

＜関西エリア＞ 

 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

最初の１５kWh まで －２２．０３円 ２．９７円 

１５kWh をこえる１kWh につき －１．４７円／ｋＷｈ ０．２０円／ｋＷｈ 

 

＜中国エリア＞ 

 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

最初の１５kWh まで －３４．９６円 １．４７円 

１５kWh をこえる１kWh につき －２．３３円／ｋＷｈ ０．１０円／ｋＷｈ 

 



＜四国エリア＞ 

 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

最初の１１kWh まで －２１．５４円 ０．２２円 

１１kWh をこえる１kWh につき －１．９６円／ｋＷｈ ０．０２円／ｋＷｈ 

 

＜九州エリア＞ 

燃料費等調整単価（税込）※ 

２０２１年３月分 ２０２１年２月分との差 

－１．７７円／ｋＷｈ ０．１０円／ｋＷｈ 

※離島ユニバーサルサービス調整単価を含む 

 

詳しくは、ＥＮＥＯＳでんき・都市ガス カスタマーセンターまでお問い合わせ下さい。 

■ＥＮＥＯＳでんき・都市ガス カスタマーセンター 

   [月曜日～日曜日 ９：００～１７：００（第３日曜日・年末年始を除く）] 

０１２０－１５－８７０４ 

    ０３－６６２７－１７６３ （ＩＰ電話・国際電話からはこちら） 

                                                        以上 

 

 

 

 

 

 



【参考】 

２０２０年３月分～２０２１年３月分の電気料金に対する燃料費調整単価（税込） 

＜北海道エリア＞ 

対象年月 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 －３．４９円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －３．４５円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －３．３９円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －３．５９円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －３．９６円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －４．２９円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －３．９２円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －３．０１円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －２．１７円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －１．５０円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 － 

２０２０年４月分 － 

２０２０年３月分 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜東北エリア＞ 

対象年月 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 －２．８５円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －３．０３円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －３．０５円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －２．９０円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －２．６５円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －２．３４円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －１．９０円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －１．４６円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －１．１７円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －０．９７円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 －０．９１円／ｋＷｈ 

２０２０年４月分 －０．９１円／ｋＷｈ 

２０２０年３月分 －０．９１円／ｋＷｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜関東エリア＞ 

対象年月 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 －４．８５円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －５．１７円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －５．２０円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －５．０１円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －４．６４円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －４．１８円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －３．５３円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －２．８５円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －２．４４円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －２．１１円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 －２．０４円／ｋＷｈ 

２０２０年４月分 －２．０９円／ｋＷｈ 

２０２０年３月分 －２．１３円／ｋＷｈ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜中部エリア＞ 

対象年月 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 －５．８０円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －６．１７円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －６．２２円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －５．８９円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －５．２９円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －４．５９円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －４．０３円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －３．６８円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －３．５６円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －３．５０円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 －３．４７円／ｋＷｈ 

２０２０年４月分 －３．４５円／ｋＷｈ 

２０２０年３月分 －３．４５円／ｋＷｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜北陸エリア＞ 

対象年月 燃料費調整単価（税込） 

２０２１年３月分 －１．０６円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －１．０５円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －１．０１円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －１．０８円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －１．１９円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －１．２９円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －１．０８円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －０．６６円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －０．２７円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 ０．０２円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 ０．１１円／ｋＷｈ 

２０２０年４月分 ０．０８円／ｋＷｈ 

２０２０年３月分 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜関西エリア＞ 

対象年月 最初の１５kWh まで １５kWh をこえる 

１kWh につき 

２０２１年３月分 －２２．０３円 －１．４７円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －２５．００円 －１．６７円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －２５．２５円 －１．６８円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －２２．５２円 －１．５０円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －１７．５７円 －１．１７円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －１１．８８円 －０．７９円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －６．９３円 －０．４６円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －３．７１円 －０．９９円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －２．７２円 －０．１８円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －１．９８円 －０．１３円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 －１．７３円 －０．２４円／ｋＷｈ 

２０２０年４月分 －１．４９円 －０．１０円／ｋＷｈ 

２０２０年３月分 －０．９９円 －０．０７円／ｋＷｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜中国エリア＞ 

対象年月 最初の１５kWh まで １５kWh をこえる 

１kWh につき 

２０２１年３月分 －３４．９６円 －２．３３円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －３６．４３円 －２．４３円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －３６．０６円 －２．４０円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －３５．３３円 －２．３５円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －３４．２２円 －２．２８円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －３２．７５円 －２．１８円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －２６．５０円 －１．７６円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －１９．１４円 －１．２７円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －１２．５１円 －０．８３円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －８．１０円 －０．５４円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 －      － 

２０２０年４月分 －      － 

２０２０年３月分 －      － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜四国エリア＞ 

対象年月 最初の１１kWh まで １１kWh をこえる 

１kWh につき 

２０２１年３月分 －２１．５４円 －１．９６円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －２１．７６円 －１．９８円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －２１．３２円 －１．９４円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －２１．７６円 －１．９８円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －２２．６２円 －２．０６円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －２３．０５円 －１．３２円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －１９．８２円 －１．８０円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －１４．６５円 －１．３３円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －９．９１円 －０．９０円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －６．２５円 －０．５７円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 －５．１７円 －０．４７円／ｋＷｈ 

２０２０年４月分 －５．３９円 －０．４９円／ｋＷｈ 

２０２０年３月分 －５．６０円 －０．５１円／ｋＷｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜九州エリア＞ 

対象年月 燃料費等調整単価（税込）※ 

２０２１年３月分 －１．７７円／ｋＷｈ 

２０２１年２月分 －１．８７円／ｋＷｈ 

２０２１年１月分 －１．８７円／ｋＷｈ 

２０２０年１２月分 －１．７７円／ｋＷｈ 

２０２０年１１月分 －１．６０円／ｋＷｈ 

２０２０年１０月分 －１．４２円／ｋＷｈ 

２０２０年９月分 －１．２２円／ｋＷｈ 

２０２０年８月分 －１．０７円／ｋＷｈ 

２０２０年７月分 －０．９８円／ｋＷｈ 

２０２０年６月分 －０．９２円／ｋＷｈ 

２０２０年５月分 －０．８８円／ｋＷｈ 

２０２０年４月分 －０．８６円／ｋＷｈ 

２０２０年３月分 － 

※離島ユニバーサルサービス調整単価を含む 

 

 


