
の料金メニュー「なっトクプラン」の

一部料金等の見直しについて

平成29年1月12日

関西電力株式会社

http://kepco.jp

添付資料



1

さらに

「なっトクプラン」見直しの概要

（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。

○基本料金・従量料金の一部を下記のように見直し、値下げします。
○また、「電気セット割引」の割引率について、２％から３％に拡大します。

あわせて 年間約8,900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

平成28年12月公表

なっトクプラン
電気セット割引(2%)
早期契約割引(1%)

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 745.10 175.15 133.07

B 20㎥をこえ50㎥まで 1,243.70 150.22 108.14

C 50㎥をこえ100㎥まで 1,249.20 150.11 108.03

D 100㎥をこえ200㎥まで 1,658.20 146.02 103.94

E 200㎥をこえ350㎥まで 3,004.20 139.29 97.21

F 350㎥をこえ500㎥まで 3,308.70 138.42 96.34

G 500㎥をこえ1,000㎥まで 6,263.70 132.51 90.43

H 1,000㎥をこえる場合 6,573.70 132.20 90.12

電気セット割引
（▲３％）

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）

平成29年1月見直し

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）

57,744円/年
（原料費調整額含む）

▲約5,600円
（▲約８％）

▲約5,500円
（▲約8％）

（※１） （※１）

（※１）

適用で

※１（試算条件）

・ひと月あたりの使用量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(平成27年4月8日実施)]・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 年間約300円相当のはぴｅポイントは、ガス料金が年間を通じ約4,500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。

平成29年1月見直し

なっトクプラン
電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)

▲約8,600円
（▲約13％）

54,744円/年
（原料費調整額含む）

※既にお申込みいただいたお客さまで、「なっトクプラン」「電気セット割引」を適用されるお客さまには、見直し後の料金メニュー、「電気セット割引」の
割引率（▲３％）を、自動的に適用させていただきます。

参考:平成28年12月公表

（※１）

赤字部分：見直し箇所



2当社の電気・ガスをセットでご契約いただいた場合のメリット

大阪ガス
一般料金 なっトクプラン

電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金

（電気セット割引）

63,348円/年 59,580円/年

※（試算条件）
・電気のひと月あたりの使用量260kWhは当社の従量電灯Ａの平均的なモデルにおける月間ご使用量です。

・ガスのひと月あたりの使用量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。

・電気のひと月あたりの使用量370kWh、ガスのひと月あたりの使用量50㎥は、平成29年1月5日に大阪ガスによって公表されたモデルケースを参照しました。（年間使用量：電気4,440kWh、ガス600㎥）関西電力のeおとくプランは電気のご使用量
がひと月あたり300kWhよりも多いお客さまにおとくな料金メニューです。
・電気料金には、消費税等相当額、燃料費調整制度に基づいた燃料費調整額(平成29年1月分)を含みます。ガス料金には、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。
・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。

ガ
ス
料
金

電気・ガスの使用量が

平均的なお客さま
（月間使用量：電気260kWh,ガス33㎥）

電気・ガスの使用量が

比較的多いお客さま
（月間使用量：電気370kWh,ガス50㎥）

電気・ガス両方を大阪ガスと契約する場合と比べて

電気・ガス料金が年間で約1,900円お得！

従量電灯Ａ

大阪ガス
ベースプランＡ
ガスセット割引
長期２年割引 従量電灯Ａ

140,856円/年

77,508円/年 74,640円/年

大阪ガス
一般料金

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金

（電気セット割引）

87,708円/年 81,240円/年

従量電灯Ａ
大阪ガス

ベースプランＡ
ガスセット割引
長期2年割引

ｅおとくプラン

113,628円/年

117,456円/年
111,264円/年

電
気
料
金

なっトクプラン
電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)

▲約1,900円

▲約3,200円

電気・ガスを
各々と契約

電気・ガス両方を
大阪ガスと契約

電気・ガス両方を
と契約

電気・ガスを
各々と契約

電気・ガス両方を
大阪ガスと契約合

計 134,220円/年 132,252円/年 205,164円/年 192,504円/年 189,216円/年

電気・ガス両方を大阪ガスと契約する場合と比べて

電気・ガス料金が年間で約3,200円お得！

77,508円/年

54,744円/年 75,588円/年

（※） （※）

▲約8,600円

▲約15,900円

電気・ガス両方を
と契約



3

The Kansai Electric Power Co., Inc.

「なっトクプランM」見直しの概要

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。

○「電気セット割引」の割引率について、２％から３％に拡大します。

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
（▲３％）

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２３万円お得!

料金単価等
（平成29年1月時点、税込）

（※２）

（※２）

（※１）

※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。

※既にお申込みいただいたお客さまで、「電気セット割引」を適用されるお客さまには、見直し後の「電気セット割引」の割引率（▲３％）を、自動的に
適用させていただきます。

赤字部分：見直し箇所

大阪ガス
小型業務用
季節別契約 平成28年12月公表

なっトクプランＭ
電気セット割引(2%)
早期契約割引(1%)

なっトクプランＭ

91.3万円/年
（原料費調整額含む）

電気セット割引
早期契約割引

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
（▲24％）（※１）

適用で

平成29年1月見直し

なっトクプランＭ
電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)

▲約23万円
（▲約25％）

67.8万円/年
（原料費調整額含む）

参考:平成28年12月公表

（※１）

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

（※１）
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

「なっトクプランL」見直しの概要

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。

○「電気セット割引」の割引率について、２％から３％に拡大します。

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

年間約１００万円お得!

料金単価等
（平成29年1月時点、税込）

（※２）

（※２）

（※１）

※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。

※既にお申込みいただいたお客さまで、「電気セット割引」を適用されるお客さまには、見直し後の「電気セット割引」の割引率（▲３％）を、自動的に
適用させていただきます。

電気セット割引
（▲３％）

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）

赤字部分：見直し箇所

大阪ガス
時間帯別Ｂ契約

第二種 平成28年12月公表

なっトクプランＬ
電気セット割引(2%)
早期契約割引(1%)

なっトクプランＬ

電気セット割引
早期契約割引

400.2万円/年
（原料費調整額含む）

▲約74万円 ▲約93万円
（▲約19％）（※１）

適用で

平成29年1月見直し

なっトクプランＬ
電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)

▲約100万円
（▲約21％）

374.1万円/年
（原料費調整額含む）

参考:平成28年12月公表

（※１）

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）

（※１）
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

「 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

