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The Kansai Electric Power Co., Inc.

さらに

ご家庭のお客さま向け料金メニュー（なっトクプラン）の概要

（円／月、円／㎥、税込）

料金単価等ひと月あたり３３㎥ご使用の場合

「なっトクプラン」は、ご使用量が多くても、少なくても、季節・時間帯に関係なく、大阪ガスの
一般料金よりお得な、ご家庭などでガスをお使いのお客さま向けの料金メニューです。

また、「電気セット割引(▲２％)」「早期契約割引(▲１％)」でさらにお得に！
例えば、月間ガス使用量33㎥のお客さまが、「なっトクプラン」にご加入いただくと、大阪ガスの「一般料金」に比べ、

年間で約3,200円（▲5％）お得になります。加えて、「電気セット割引」と「早期契約割引」を合わせると、年間
約5,500円（▲8％）お得になります。
（新たに自由化分野となる法人のお客さまも「なっトクプラン」にご加入いただけます）

あわせて 年間約5,800円相当お得!

が 相当貯まります。約300円（※３）

大阪ガス
一般料金

なっトクプラン

1ヶ月のご使用量 基本料金 従量料金 原料費調整後
(H29.1時点)

A 0㎥から20㎥まで 745.10 182.01 139.93

B 20㎥をこえ50㎥まで 1,283.90 155.07 112.99

C 50㎥をこえ100㎥まで 1,531.90 150.11 108.03

D 100㎥をこえ200㎥まで 1,940.90 146.02 103.94

E 200㎥をこえ350㎥まで 3,286.90 139.29 97.21

F 350㎥をこえ500㎥まで 3,591.40 138.42 96.34

G 500㎥をこえ1,000㎥まで 6,546.40 132.51 90.43

H 1,000㎥をこえる場合 6,856.40 132.20 90.12

電気セット割引
（▲２％）

当社の電気とセットで契約いただいたお客さま
への割引

早期契約割引
（▲１％）

平成30年1月末までに、ガスをお申込みいた
だいたお客さまへの割引
（平成31年4月分料金までの割引）（※２）

（※２）

なっトクプラン

63,348円/年
（原料費調整額含む）

電気セット割引
早期契約割引

57,816円/年
（原料費調整額含む）

60,144円/年
（原料費調整額含む）

▲約3,200円 ▲約5,500円
(▲約8%)

（※１）

（※１）

（※１）

適用で

※１（試算条件）

・ひと月あたり使用量33㎥は、大阪ガスの標準家庭におけるご使用量（ご家庭1軒あたりでの平均的な月間使用量（平成18年4月～平成23年3月末の5年間の平均月間使用量））を参照しました。
・大阪ガス(一般料金)・関電ガス(なっトクプラン)ともに、消費税等相当額、原料費調整制度に基づいた原料費調整額(平成29年1月分)を含みます。関電ガス(なっトクプラン)は、ガス供給条件等に基づき、平成29年1月分として仮に算定したものです。
・実際のメリット額はガスのご使用状況や、ご契約の時期、原料費調整額等により変動します。

※２ 割引対象額は、基本料金および従量料金（原料費調整額は含みません。）の合計です。割引率は割引対象額に対する割引率です。 電気セット割引は、ガス料金からの割引で、電気料金からの割引ではありません。
※３ 年間300円相当のはぴｅポイントは、ガス料金が年間を通じ約4,800円／月で、毎月「はぴｅみる電」にログインいただいた場合に貯まります。
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法人のお客さま向け料金メニュー（なっトクプランM）の概要

ひと月あたリ８００㎥ご使用の場合

「なっトクプランM」は、飲食店・宿泊施設・工場等でガスを多くお使いの法人のお客さま向けの
お得な料金メニューです。

また、「電気セット割引(▲２％)」「早期契約割引(▲１％)」でさらにお得に！

例えば、月間ガス使用量800㎥のお客さまが、「なっトクプランＭ」にご加入いただくと、大阪ガスの「小型業務用季節別
契約」に比べ、年間約19万円（▲20％）お得になります。加えて、「電気セット割引」と「早期契約割引」を合わせると、
年間約22万円（▲24％）お得になります。

モデル：飲食店等で年間を通じてガスをお使いのお客さま
当社 大阪ガス

なっトクプランＭ 小型業務用季節別契約

定額基本料金
(円/月) 2,099.52 4,320.00

流量基本料金
(円/㎥・月) 806.76 896.40

従量(単位)料金
(円/㎥)

夏期
62.62

74.32

冬期 86.97

料金メニュー

料金単価

電気セット割引
（▲２％）

当社の電気とセットで契約いただいたお客さまへ
の割引

早期契約割引
（▲１％）

平成30年1月末までに、ガスをお申込みいただい
たお客さまへの割引（平成31年4月分料金までの割引）

年間約２２万円お得!

料金単価等
（平成29年1月時点、税込）

（※２）

（※２）

大阪ガス
小型業務用
季節別契約

なっトクプランＭなっトクプランＭ

91.3万円/年
（原料費調整額含む）

68.9万円/年
（原料費調整額含む）

72.3万円/年
（原料費調整額含む）

▲約19万円 ▲約22万円
(▲約24%)

（※１）

（※１）

（※１）

電気セット割引
早期契約割引 適用で

※１（試算条件）

・ひと月あたりの使用量は、飲食店等のお客さま（当社調べ）の年間の平均的な使用量を12ヶ月で除した使用量です。契約最大使用量は、10㎥としています。
・夏期(5月～12月)・冬期(1月～4月)の使用量の内訳は、年間の月数で按分して算出（夏期:67％、冬期:33%）しています。
・上記料金は、消費税等相当額、原料費調整制度に基づいた原料費調整額(平成29年1月分)を含みます。
・実際のメリット額はガスのご使用状況や、ご契約の時期、原料費調整額等により変動します。

※２ 割引対象額は、基本料金および従量料金（原料費調整額は含みません。）の合計です。割引率は割引対象額に対する割引率です。電気セット割引は、ガス料金からの割引で、電気料金からの割引ではありません。
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法人のお客さま向け料金メニュー（なっトクプランL）の概要

ひと月あたり５，０００㎥ご使用の場合

「なっトクプランL」は、病院・ホテル・工場等でガスをより多くお使いの法人のお客さま向けの
お得な料金メニューです。

また、「電気セット割引(▲２％)」「早期契約割引(▲１％)」でさらにお得に！

例えば、月間ガス使用量5,000㎥のお客さまが、「なっトクプランＬ」にご加入いただくと、大阪ガスの「時間帯別Ｂ契約」
に比べ、年間約74万円（▲15％）お得になります。加えて、「電気セット割引」と「早期契約割引」を合わせると、年間
約93万円（▲19％）お得になります。

モデル：中小規模の工場等でガスをお使いのお客さま
当社 大阪ガス

なっトクプランＬ 時間帯別Ｂ契約第二種

定額基本料金
(円/月)

20,038.31 23,924.00

流量基本料金
(円/ｍ３・月)

1,102.54 1,371.60

昼間基本単価
（円/m3・月）

0.00 10.01

夜間基本単価
（円/m3・月）

0.00 5.10

従量(単位)料金
(円/ｍ３)

48.58 48.58

料金メニュー

料金単価

電気セット割引
（▲２％）

当社の電気とセットで契約いただいたお客さまへの
割引

早期契約割引
（▲１％）

平成30年1月末までに、ガスをお申込みいただい
たお客さまへの割引（平成31年4月分料金までの割引）年間約93万円お得!

料金単価等
（平成29年1月時点、税込）

（※２）

（※２）

大阪ガス
時間帯別Ｂ契約

第二種

なっトクプランＬなっトクプランＬ

474.5万円/年
（原料費調整額含む）

380.6万円/年
（原料費調整額含む）

400.2万円/年
（原料費調整額含む）

▲約74万円 ▲約93万円
(▲約19%)

（※１）

（※１）

（※１）

電気セット割引
早期契約割引適用で

※１（試算条件）

・ひと月あたりの使用量は、工場等のお客さま（当社調べ）の年間の平均的な使用量を12ヶ月で除した使用量です。契約最大使用量は、64㎥としています。
・昼間(7時～22時)・夜間(22時～7時)の使用量の内訳は、1日の時間数で按分して算出（昼間:62.5％、夜間:37.5％）しています。
・上記料金は、消費税等相当額、原料費調整制度に基づいた原料費調整額(平成29年1月分)を含みます。
・実際のメリット額はガスのご使用状況や、ご契約の時期、原料費調整額等により変動します。

※２ 割引対象額は、基本料金および従量料金（原料費調整額は含みません。）の合計です。割引率は割引対象額に対する割引率です。 電気セット割引は、ガス料金からの割引で、電気料金からの割引ではありません。
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「 へようこそ！キャンペーン」の概要

期間限定のキャンペーンとして､平成２９年1月４日から平成２９年3月３１日までの間に、
の｢なっトクプラン｣ にお申込みいただいたお客さまの中から、

抽選で、１，５００名さまにディナークルーズ等の豪華賞品をプレゼント。（※1）

また、平成２９年3月末までに「なっトクプラン」にお申込みいただくと、 を
１，０００ポイント プレゼントします。(※2)

[受付時間] 9:00～20:00（平日のみ）0800-777-5800

Web

「関電ガスへようこそ！キャンペーン」お問い合わせ先

関電ガス 検索

（キャンペーン賞品イメージ）

※法人のお客さまの受付時間は、9:00～18:00（平日のみ）となります。

https://kepco.jp/gas/cp2017

※1 キャンペーン期間中（平成29年1月4日～3月31日）に「なっトクプラン」にお申込みいただき、供給開始から１年間以上、ご契約を継続していただけるお客さまが対象となります。
（なっトクプランにお申込みいただいた時点で、自動的にキャンペーン応募となります。）なお、「なっトクプランM」、「なっトクプランL」については、対象外です。

※2 （※1）の対象のお客さまで、平成29年8月31日までに「はぴｅみる電」にログインいただき、かつ「はぴｅポイントクラブ」にご加入いただいたお客さまが対象となります。

https://kepco.jp/gas/cp2017
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のお申し込み方法等

お申し込み方法
および

受付開始

平成２９年１月４日(水)から、

お問い合わせダイヤル（0800-777-5800)

へのお電話によりお申し込みいただけます。

〔受付時間：９：００～２０：００（平日のみ）〕

※法人のお客さまの受付時間は、9:00～18:00（平日のみ）となります。

※「なっトクプラン」は、当社ホームページからもお申し込みいただけます。

※「なっトクプランM」、「なっトクプランL」のお申し込みは、お電話のみとなります。

供給開始
平成２９年４月１日(土)以降

※原則として、お客さまの検針日の翌日からの供給開始とさせていただきます。

供給対象
・大阪ガスとご契約のお客さま
（大阪ガスが定める託送供給約款の供給区域のお客さま）

その他事項
・ 毎月のガスの使用量や料金等は「はぴｅみる電」によるＷeb上でのご確認となります。

・ ガス料金のお支払い方法は口座振替もしくはクレジットカード払いとなります。
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電気の使用量や料金の確認に加え暮らしに役立つお得で便利なコンテンツを多数ご利用いただける
WEBサービス で、 の使用量や料金をご確認いただけます。

の概要

ローカル・クーポン
情報

お住まいのエリアなどのクーポン・
店舗情報を簡単検索

家電サポート
省エネ情報やリコール情報

をご案内

ポイント通帳
ポイントカードのポイント数や

有効期限を管理

省エネアドバイス
家電機器等の省エネ

アドバイスを毎月ご提供

いつでもどこでも

ガス料金を

チェックできる！

ガスの見える化で
省エネ！

暮らしに役立つ
コンテンツ！

LINEでもガス料金
を確認できる! ※2

STYLE
MAGAZINE

グルメや家電製品プレゼントなど
月替りでお楽しみ情報が満載

電気料金のチェック
もまとめてできる！ ※1

さらに！

電気料金・ガス料金
だけではなく、家庭の

エネルギー全体を
管理できる！

過去のガス料金
をチェックできる！ ※1 ＜過去のガス料金・使用量確認画面イメージ＞

使用量

料 金

※1 当社との契約以降のデータが対象となります。
※2 LINE「はぴeみる電」アカウントとの友だち登録および「はぴeみる電」会員IDのひもづけが必要です。ご利用にはインターネット環境が必要です。通信料・インターネット接続料は、お客さまのご負担になります。
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「なっトクプラン」の場合、年間約300円相当※の が貯まります。

ポイントは２００種類以上のアイテムや他社ポイントとの交換、地域を盛り上げ社会に貢献する

ことを目的とした活動への応援等にお使いいただけます。

さらに、電気・ガス料金のお支払いにもポイントをご利用いただけるよう、検討を進めています。

平成２９年４月から、電気・ガスのご利用に応じて直接ポイントが貯まる！

はぴｅポイントのご利用には、「はぴｅみる電」を通じて別途登録手続き(無料)が必要です。ご利用にはインターネット環境が必要です。通信料・インターネット接続料は、お客さまのご負担になります。

・当社グループサービスのご利用でもポイントが貯まります！
・引き続き、はぴｅみる電へのログインや家電情報のご登録等でもポイントが貯まります！

アイテムへ交換できる！ 他社のポイントにも交換できる！

・貯まったポイントは、普段ご利用の他社ポイントに交換いただけます。

・キッチン用品、グルメ、カタログギフトなど、200種類以上のアイテムに交換いただけます。
・豪華商品の抽選に応募いただけます。

※ガス料金が約4,800円/月、かつ、毎月はぴｅみる電にログインいただいた場合に貯まります。

の概要

毎月の電気料金に応じてスタンプを付与する方式から、電気・ガス料金に応じて直接ポイントが貯まるよう、リニューアルします。

リニューアルについて詳しい内容はこちら（https://kepco.jp/rd/hapip)

※現行は、スタンプを３６個集めると500ポイント付与しております。リニューアル後も毎月はぴｅみる電にログインいただくことがポイント付与の条件となります。

・ポイントを付与する対象の電気料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。

※「なっトクプランM」、「なっトクプランL」については、対象外となります。

※「なっトクプラン」を対象に、ポイントを付与します。 ・「はぴｅタイム」「ｅスマート１０」「時間帯別電灯」「季時別電灯ＰＳ」「eおとくプラン」「はぴｅプラス」
を対象にポイントを付与します。 (従量電灯A,従量電灯Bは1,000円につき３ポイントを付与します。)
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企業・団体名 設立 本社所在地 主な事業内容

岩谷産業株式会社 昭和20年
2月

大阪府
大阪市

エネルギー事業、産業ガス事業、 機械、マテリアル 等

KDDI株式会社 昭和59年
6月

東京都
千代田区

移動通信事業、固定通信事業、コンテンツ事業 等

中央電力株式会社 平成6年
11月

大阪府
大阪市

マンション一括受電サービス、電力小売サービス 等

株式会社ケイ・オプティコム※ 昭和63年
4月

大阪府
大阪市

電気通信事業、小売電気事業 等

大阪府電機商業組合 昭和36年
8月

大阪府
大阪市

大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県全域に所在し、
家電製品等の販売を行う地域電気店の販売・経営等の支援 等

京都府電機商業組合 昭和36年
12月

京都府
京都市

滋賀県電器商業組合 昭和37年
1月

滋賀県
守山市

奈良県電器商業組合 昭和36年
12月

奈良県
天理市

兵庫県電機商業組合 昭和35年
3月

兵庫県
神戸市

和歌山県電器商業組合 昭和37年
6月

和歌山県
和歌山市

東洋テック株式会社 昭和41年
1月

大阪府
大阪市

機械警備、ホームセキュリティ、輸送警備、施設警備、受託管理業務 等

かんでんＥハウス株式会社※ 平成12年
7月

大阪府
大阪市

住宅設備機器販売・リース、業務用機器販売リフォーム 等

関電コミュニティ株式会社※ 昭和54年
4月

大阪府
大阪市

マンション管理事業、インテリア・リフォーム事業、建物リフレッシュ事業 等

株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ※ 平成13年
9月

大阪府
大阪市

ホームセキュリティサービスの提供、遠隔監視情報の配信サービス 等

の販売における提携先企業・団体

平成28年12月27日時点

※当社グループ企業

新

た

な

提

携

先

企

業

・

団

体

各企業・団体は、準備が整い次第、ＨＰ等で公表し、順次販売活動を開始いたします。


