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これまでの電気・ガスの取組みと新たなセット割引の設定

○ 当社は、平成２８年４月からの電力小売全面自由化以降、「ｅおとくプラン」や「ｅスマート１０」といった新たな電気料金メ
ニューをご用意してまいりました。

○ また、平成２９年４月からのガス小売全面自由化以降、当社のガス料金メニュー「なっトクプラン」等のご提供を開始しております。
○ これまで、電気とガスをセットでご契約いただいたお客さまには、毎月のガス料金から「電気セット割引」として３％を割引させていた

だいておりましたが、今回、８月１日からの電気料金の値下げに合わせて、新たに電気料金の「ガスセット割引」を設定しました。
○ これにより 「eおとくプラン」または「eスマート１０」と、「なっトクプラン」をセットでご契約いただいたお客さまには、毎月の電気料金

から「ガスセット割引」として２％を割引し、これまでの「電気セット割引」とあわせてダブルで割引させていただきます。
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※1:ガスセット割引は、電気料金からの割引で、ガス料金からの割引ではありません。また、割引対象は基本料金、電力量料金（燃料費調整額は含みません。）の合計です。 ※2: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。また、割引対象は基本料金、従量料金（原料費調整額は含みません。）の合計です。※3:早期契約割引は、平成30年1月31日までに申込みいただいたお客さまのガス料金を平成31年4月分料金まで割引するものです。
※4:大阪ガスの都市ガス供給エリアで、大阪ガスと一般ガス供給約款料金に基づくご契約をされているお客さまが対象です。

早期契約割引
（1％）※3
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電気料金の「ガスセット割引」の概要

電
気
料
金

約▲3,300円

従量電灯Ａ
料金値下げ後

122,616円/年

電気料金の値下げ

ｅおとくプラン
料金値下げ後

118,644円/年

▲約3,900円

ｅおとくプランへの
契約変更でお得

ひと月あたり電気を３７０kWhご使用の場合

▲約2,100円

ｅおとくプラン
料金値下げ後

116,520円/年

ガスセット割引でさらにお得

▲約9,400円

eおとくプラン
へ契約変更

なっトクプラン
をセットで契約

従量電灯Ａ
料金値下げ前

125,940円/年

8月1日～
料金値下げ

※1:（試算条件）電気のひと月あたりの使用量370kWh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。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8月分）
および再生可能エネルギー発電促進賦課金（平成29年5月分～平成30年4月分適用分）を含みます。ただし、料金値下げ前の電気料金には平成28年2月1日実施の電気供給約款に基づく燃料費調整単価を、料金値下げ後の電気料金
には平成29年8月1日実施の電気特定小売供給約款に基づく燃料費調整単価を適用しています。実際のメリット額は電気のご使用状況やご契約の時期、燃料費調整額等により変動いたします。 ※2:ガスセット割引は、電気料金からの割引で、
ガス料金からの割引ではありません。また、割引対象は基本料金、電力量料金（燃料費調整額は含みません。）の合計です。

ガスセット割引(2%)
※2

○ 主に一般のご家庭向けの電気料金メニューである「従量電灯Ａ」にご加入のお客さまで、ひと月の電気の使用量が３７０kWhの
場合、今月６日に公表いたしました電気料金の値下げにより、値下げ前の料金と比較すると年間約３,３００円お安くなります。

○ 加えて「eおとくプラン」に契約変更されることによって、さらに年間約３,９００円お得になり、これに「なっトクプラン」をセットでご契約
いただいた場合、今回新たに設定する「ガスセット割引」による割引額約２,１００円をあわせると、値下げ前の従量電灯Ａと比較
して年間約９,４００円お安くなります。※1
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電気・ガスをセットで契約するメリット

※1:（試算条件）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50m3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。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8月分）および再生可能エネルギー発電促進賦課金（平成29年5月分～平成30年4月分適用分）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8月分）を含みます。 ただし、
料金値下げ前の電気料金には平成28年2月1日実施の電気供給約款に基づく燃料費調整単価を、料金値下げ後の電気料金には平成29年8月1日実施の電気特定小売供給約款に基づく燃料費調整単価を適用しています。実際のメリット額は電気・
ガスのご使用状況やご契約の時期、燃料費調整額・原料費調整額等により変動いたします。 ※2:ガスセット割引は、電気料金からの割引で、ガス料金からの割引ではありません。また、割引対象は基本料金、電力量料金（燃料費調整額は含みませ
ん。）の合計です。 ※3: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。また、割引対象は基本料金、従量料金（原料費調整額は含みません。）の合計です。 ※4:「一般料金」は大阪ガスの一般ガス供給約款（平成
29年6月16日実施）に基づきます。 ※5:早期契約割引は、平成30年1月31日までに申込みいただいたお客さまのガス料金を平成31年4月分料金まで割引するものです。

電気・ガス両方を と契約

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

○ ひと月あたり電気を370kWh、ガスを50㎥ご使用のお客さまの場合、「eおとくプラン」と「なっトクプラン」をセットでご契約いただくこと
で、電気・ガスセット割引額の合計は年間約５，２００円となり、「従量電灯Ａ」と大阪ガスの「一般料金」を契約いただいた
場合と比較して、年間約１８，２００円（約８．４％）お得になります。※１

電気・ガスを別々の会社と契約

大阪ガス
一般料金

従量電灯Ａ
料金値下げ前

125,940円/年

93,276円/年

219,216円/年

ひと月あたり電気を３７０kWh、ガスを５０㎥ご使用の場合

従量電灯Ａと大阪ガスの一般料金を契約する場合と比較して

年間約18,200円（約8.4％）お得！

合
計

215,892円/年

大阪ガス
一般料金

従量電灯Ａ
料金値下げ後

122,616円/年

93,276円/年

料金値下げ

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

早期契約割引(1%)

eおとくプラン
料金値下げ後

81,156円/年

199,800円/年

118,644円/年

契約変更

なっトクプランに切替
＋早期契約割引

電気セット割引

ｅおとくプラン
料金値下げ後

116,520円/年

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

早期契約割引(1%)

81,156円/年

197,676円/年

ガスセット割引

電気セット割引

▲約2,100円

▲約3,100円

セット割引合計
▲約5,200円

ガスセット割引
を適用

※3

※4 ※4

ガスセット割引(2%)
※2

※5
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電気・ガスセットでの大阪ガスとの比較

※1:（試算条件）電気のひと月あたりの使用量370kWh、ガスひと月あたりの使用量50m3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。 ※2: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8月分）および再生可能エネルギー発電促進賦課金（平成29年5月分～平成30年4月分適用分）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8月分）を含みます。実際のメリッ
ト額は電気・ガスのご使用状況やご契約の時期、燃料費調整額・原料費調整額等により変動いたします。 ※3:年間約1,300円相当のはぴｅポイントは、電気料金が年間を通じ9,710円／月、ガス料金が年間を通じ6,763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。 ※4:（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のご使用量です。ガスひと月あたりの使用量31m3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23年4月～平成28年3月末の5年間の平均月間使用量）]を参照しました。 ※5;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8月分）および再生可能エネルギー
発電促進賦課金（平成29年5月分～平成30年4月分適用分）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8月分）を含みます。実際のメリット額は電気・ガスのご使用状況やご契約の時期、燃
料費調整額・原料費調整額等により変動いたします。 ※6:年間約900円相当のはぴｅポイントは、電気料金が年間を通じ6,674円／月、ガス料金が年間を通じ約4,645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。※7:ガスセッ
ト割引は、電気料金からの割引で、ガス料金からの割引ではありません。割引対象は基本料金、電力量料金（燃料費調整額は含みません。）の合計です。※8: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。割引対象は
基本料金、従量料金（原料費調整額は含みません。）の合計です。 ※9:早期契約割引は、平成30年1月31日までに申込みいただいたお客さまのガス料金を平成31年4月分料金まで割引するものです。 ※10:「ベースプランA-G」は大阪ガスの電
気供給約款（平成29年8月1日実施）に基づきます。※11:「GAS得プランもっと割料金」は大阪ガスの個別約款（もっと割料金契約）（平成29年4月1日実施）に基づきます。

電気・ガス両方を
と契約

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

合
計

ｅおとくプラン
料金値下げ後

80,088円/年

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

早期契約割引(1%)

55,740円/年

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金

（電気セット割引）

60,372円/年

大阪ガス
ベースプランＡ-Ｇ

77,868円/年

電気・ガス両方を
大阪ガスと契約

ｅおとくプラン
料金値下げ後

116,520円/年

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

早期契約割引(1%)

81,156円/年

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金

（電気セット割引）

86,628円/年

大阪ガス
ベースプランＡ-Ｇ

117,096円/年

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31㎥）

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㎥）

大阪ガスによって公表されたモデルケースを参照

電気・ガス両方を
と契約

電気・ガス両方を
大阪ガスと契約

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2,400円お得！※5

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6,000円お得！※2

▲約2,400円

▲約6,000円

138,240円/年135,828円/年203,724円/年197,676円/年

約900円相当の がたまるから
※6

あわせて年間約3,300円相当お得！！

さらに約1,300円相当の がたまるから
※3

あわせて年間約7,300円相当お得！！

さらに

※8

※8

※10

※11

※10

※11

ガスセット割引(2%)※7

ガスセット割引(2%)※7

※4

※1

※9

※9
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電気料金の「ガスセット割引」の適用条件等

適用条件
 当社の電気料金メニュー「eおとくプラン」または「eスマート10」で電気をご使用のお客さまが、同一

名義、同一需要場所で当社のガス料金メニュー「なっトクプラン※」でガスをご使用いただく場合に
適用します。

適用開始日

 既に「eおとくプラン」または「eスマート10」と、「なっトクプラン」で当社の電気とガスをセットでご使用い
ただいているお客さまは、平成２９年８月の検針日以降の電気料金から「ガスセット割引」を適用
します。

 平成２９年８月１日以降、新たに「eおとくプラン」または「eスマート10」と、「なっトクプラン」で当
社の電気とガスをセットでご使用いただくお客さまは、セットでご使用開始いただいた後、初回にご請
求した電気料金の翌月分の電気料金から「ガスセット割引」を適用します。

 なお、ガスセット割引の適用に関して、新たな手続きは必要ありません。

問い合わせ先
０８００－１２３－０３０３ 【受付時間】９：００～２０：００

[WEB] http://kepco.jp/ryokin/denki-gas/

※「なっトクプランM」「なっトクプランL」をご使用いただくお客さまにも適用します。その他詳細につきましては「ガスセット割引（特約料金表）〔平成29年8月1
日実施〕」をご確認ください。

http://kepco.jp/ryokin/denki-gas/
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「電気もガスもまとめて関電キャンペーン」に関するお問い合わせ先

○期間限定のキャンペーンとして､平成２９年７月６日から平成２９年９月３０日までの間に、下記の
条件を満たしたお客さまの中から、抽選で合計１，０００名さまに豪華賞品をプレゼントします。

（参考）「電気もガスもまとめて関電キャンペーン」の概要

[受付時間] 9:00～20:00（土日祝含む）0800-123-0303

Web
まとめて関電 検索

http://kepco.jp/matometecp

●抽選対象（1）キャンペーン期間中に関西電力の「電気」と「ガス（関電ガス なっトクプラン）」をセットでご契約していただき、供給開始日から1年間以上、ガスの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。すでにセットでご契約いただ
いているお客さまは対象外です。（「なっトクプラン」もしくは関西電力の電気料金メニューにお申込みいただいた時点で自動的にキャンペーンへの応募となります。「なっトクプランM」「なっトクプランL」「なっトクプラン（eo割）」「なっトクプラン for au」
「なっトクプラン for 中央電力」は対象外です。）（2）キャンペーン期間中に、夜間蓄熱式の電気給湯機（エコキュート、ネオキュート、電気温水器）の設置工事が完了し、関西電力の電気料金メニュー「はぴｅタイム」または「時間帯別電灯」に
お申込みいただき、電気需給契約が開始されたお客さまで、供給開始日から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。(関西電力の電気料金メニュー「はぴｅタイム」または「時間帯別電灯」にお申込みいただいた時点で自
動的にキャンペーンへの応募となります。)

写真はイメージです。賞品の色や仕様は変更になることがございます。その他賞品の注意事項については当社ホームページ（http://kepco.jp/）をご覧ください。

http://kepco.jp/matometecp
http://kepco.jp/
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（参考）関電ガスの販売における新たな提携先企業・団体

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

アスカ美装株式会社
奈良県
橿原市

建物管理業務、施設警備業務 等

株式会社北中工業
滋賀県
野洲市

冷暖房、空気調和設備工事の設計施工 等

京都熱学株式会社
京都府
京都市

空調機器の販売及び設備工事 等

京滋日冷サービス株式会社
京都府
京都市

空調を中心とした建物設備の点検、修理、整備業務

株式会社コム・トレード
大阪府
堺市

空調機器、ＬＥＤ、防犯機器の販売・施工 等

株式会社ハンシン電気
京都府
京都市

電気設備工事、テレビ共聴設備工事、防犯設備工事 等

株式会社フジクール
京都府
京都市

空調設備設計・施行、テレビ共同受信システム設計・施工 等

株式会社プログレス
大阪府
大阪市

家電商品、娯楽商品の卸業務 等

○ 平成２９年５月２６日に公表いたしました３７の企業・団体に加え、新たに以下の８社と提携し、提携先を４５の企業・
団体に拡大しました。

平成29年7月28日時点

※平成２９年５月２６日に公表しました提携先の一覧については次頁をご覧ください。

【新たな提携先】（準備が整い次第順次販売活動を開始いたします）
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（参考） の販売におけるこれまでの提携先

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

岩谷産業株式会社 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 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 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

東洋テック株式会社 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

株式会社イーエネ 京都府京都市 スマート電化、再エネ機器の提案・販売 等

株式会社イーテック 大阪府堺市 エネルギーのトータルソリューション 等

泉谷電気工事株式会社 大阪府大阪市 建物・施設の電気設備の総合メンテナンス 等

株式会社エスコムグローバル 大阪府大阪市 商業施設等でのイベント営業 等

エンブリッジ株式会社 大阪府大阪市 プロモーション、アジア戦略、コストダウン事業 等

株式会社オーエヌ設備 京都府京都市 設備工事業 等

大阪熱學工業株式会社 大阪府大阪市
水（給排水衛生設備・消防設備）と
空気（冷暖房空調換気設備）の施工管理 等

有限会社大津冷凍工業 滋賀県大津市
冷凍、冷蔵、空調、厨房設備機器等の
販売・施工・修理 等

九櫻設備工業株式会社 大阪府大阪市 給排水衛生、空気調和、消火等の工事設計施工等

有限会社ケーアンドエム 大阪府大阪市 不動産賃貸業、物品販売業 等

株式会社しき島ガスワン 兵庫県加古川市 液化石油ガスの製造・販売、関連器具の売買 等

株式会社ティアンドイーシステム 大阪府堺市
日用品製造・卸売・小売、発泡スチロールリサイクルシス
テム、工事・設計・施工・管理 等

中井機械工業株式会社 大阪府四條畷市 食品機器の製造、販売事業 等

株式会社中島電業所 滋賀県草津市 電気設備工事産業の一翼を担う企業 等

ネクストムーブ株式会社 大阪府大阪市 業務用厨房機器、電気機器等の販売 等

廣川電機株式会社 兵庫県尼崎市 空調、給排水設備、自動制御装置等の設計・施工 等

不二電気工事株式会社 兵庫県尼崎市
省エネルギー化設計・工事、高圧・低圧電気設備工事
等

株式会社古田鉄工所 和歌山県御坊市
鉄工業、金属加工業、各種機械器具製作・修理・販売
等

株式会社ラポール 大阪府大阪市
マーケティング・広告、販促物製作、ポスティング、
コールセンター、ワールドプリペイドカード等の販売 等

※当社グループ企業

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

株式会社エネゲート
※

大阪府大阪市
電気計測器及び関連機器の製造・販売・修理調整・
取替工事・検定申請代行 等

株式会社関電セキュリティ・
オブ・ソサイエティ※ 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

かんでんＥハウス株式会社※ 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

株式会社
関電エネルギーソリューション

※ 大阪府大阪市
ユーティリティサービス、地域熱供給サービス、
ESCOサービス、エネルギーマネジメントサービス 等

関電コミュニティ株式会社※ 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

関電サービス株式会社
※

大阪府大阪市
電力関連事業、広告・イベントのプロモーション、
社会貢献型事業 等

関電ファシリティーズ株式会社
※

大阪府大阪市
不動産の総合管理、建物の建築・改築等の工事請負、
マンション管理、駐車場運営 等

株式会社ケイ・オプティコム※ 大阪府大阪市 電気通信事業、小売電気事業 等

⇒これまでは計３７の企業と提携

【これまでの提携先】

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

大阪府電機商業組合 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 京都府京都市

滋賀県電器商業組合 滋賀県守山市

奈良県電器商業組合 奈良県天理市

兵庫県電機商業組合 兵庫県神戸市

和歌山県電器商業組合 和歌山県和歌山市
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ご使用量の見える化

サービスのご紹介

 低圧分野のお客さまの省エネ・節約に役立つサービスとして、インターネットを活用したご使
用量の見える化サービスをご用意しております。

 特別高圧・高圧分野のお客さまも「電気ご使用量お知らせサービス」にてご使用量の見え
る化サービスをご利用いただけます。

ご契約メニュー変更

シミュレーションのご紹介

 低圧分野のお客さまに、ご契約メニューの変更によるメリット額（目安）を簡易にご試算い
ただけるよう、当社ホームページに「ご契約メニュー変更シミュレーション」を設置しております。

・最大過去25ヶ月分の電気やガスの料金、ご使用量を記録し、グラフや一覧表によりご使用実績をご確認いただけます。
・また、よく似たご家庭との光熱費の比較や、設定した電気ご使用量に対するアラート機能等、便利な機能をご利用いただけ

(https://kepco.jp/miruden/)

(https://kepco.jp/biz/oshirase/kenshinweb/)

・さらに！ 「はぴeみる電」ご利用のお客さまに、 がたまります。 (年会費・登録費無料)

暮らしに役立つ
コンテンツも盛りだくさん

パソコン・スマートフォン・携帯電話から
ご利用いただけます。

※ 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。

ポイントがたまる！ ポイントをつかう！

P

P電気・ガスのご使用でたまる！ 400種類以上のアイテムへの交換に！

他社ポイントへ交換が可能！「はぴeみる電」の各種コンテンツの
ご利用でたまる！

P

※別途「はぴeポイント」への登録が必要です。詳しくはコチラ（https://kepco.jp/miruden/rd/hapipsm）

P

ます。

（参考）お客さまの暮らしに役立つサービスのご紹介

https://kepco.jp/miruden/
https://kepco.jp/biz/oshirase/kenshinweb/
https://kepco.jp/miruden/rd/hapipsm
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●突然家の中の電気が消えた
●ブレーカーがよく落ちる
●漏電が心配 等

訪問し、原因を
調査します。

不良電気設備を
取り替えます。

本格的な修理が必要な場合は、調査結果
にもとづき電気工事会社さまへ取り次ぎます。

暮らしの「もしものトラブル」に緊急で駆けつけるサービスと、
毎日の暮らしで利用する施設が優待価格になるサービス

をセットでご提供します。
（業務提携先：株式会社リロクリエイト）

駆けつけサービス

水まわり・窓ガラス・玄関の鍵のトラブル時に、
駆けつけて応急処置を行います。

・ご利用料金 ：月額108円（税込）
・お申し込み方法：「はぴｅみる電」（無料）内のページから

ご登録いただけます。
詳しくは当社ホームページ(http://kepco.jp)でご確認下さい。

※部品交換やそれに伴う作業が生じた場合、応急対応が30分
を超過する場合には別途費用をいただくことがございます。

※応急処置で完了しないトラブルは、お客さまの要望があれば
有料での2次対応が可能です。

優待サービス

毎日の暮らしに役立つ多彩なサービスを優待価格でご利用いただけます。

グルメ

最大50%OFF

宿泊

最大80%OFF

レジャー

最大65%OFF

映画館

会員特別価格で!

サービスの対象は
国内外20万ヵ所以上！

・ご利用料金：無料※

・お申し込み方法：申込み・登録手続きは不要です。
（当社と電気需給契約がある低圧のお客さまがご利用いただけます）

いざという時は、当社のサポートで安心！
電気のトラブル発生時に無料 で対応します。

※

※

※不良電気設備の取替は、当社で対応可能な簡易なものに限ります。照明器具・電化製品、
屋内配線等の取替・修理は含みません。

※出張費、工事費は無料ですが、取替した電気設備の材料費は有料となります。
※当社の委託業者が訪問させていただく場合がございます。
※電気工事会社さまへの費用は、お客さまのご負担になります。
※対象エリアは、主に滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県（いずれも一部エリア

を除く）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部になります。（家島諸島、沼島、沖ノ島、
沖島はサービス対象外といたします。）

※夜間・休日につきましては、当社の委託業者にて初動対応を行い、翌営業日以降にフォローさせて
いただきます。

※当社との契約有無に関わらず、送配電設備要因の可能性がある場合（台風などの非常災害時
を含む）、火災等の保安上緊急を要する場合は、従来どおり送配電部門が対応いたします。

（参考）お客さまの暮らしに役立つサービスのご紹介

http://kepco.jp/

