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（ ）をお選びいただくメリットの設定の概要 1

：規制料金メニュー

：自由料金メニュー

※1:なっトクプラン（eo割）、なっトクプランfor中央電力は対象外です。

電気料金メニュー ガス料金メニュー

eスマート10

従量電灯Ａ・Ｂ

eおとくプラン

なっトクでんき

なっトクプラン※1

なっトクプランＭ／Ｌ

ご加入者さま専用 ＋

はぴｅタイム

時間帯別電灯
季時別電灯ＰＳ

○当社は、電力の小売全面自由化以降も引き続きお客さまに選び続けていただけるよう「なっトクパック」をはじめとして、
様々な料金メニューをご用意し、現在、ご提案させていただいております。

○このたび、安心・快適・便利な暮らしを実現する「オール電化」をお選びいただくお客さま向けに「はぴｅタイム」をリ
ニューアルし、新たに「はぴｅタイムＲ」をご提案させていただくことといたしました。

なっトクでんきBiz
ご加入者さま専用

なっトクプラン
なっトクプランＭ／Ｌ

＋ガス併用

オール
電化

※2

※2:2019年3月31日までにご契約またはお申込みをいただいているお客さまは、電気のご契約内容に変更（名義変更と容量変更は除きます。ただし、適用範囲を満
たす場合に限ります。）や廃止がない場合、2019年4月1日以降についても、引き続き「はぴｅタイム」「時間帯別電灯」「季時別電灯ＰＳ」をご利用いただけます。

2019年4月1日
よりリニューアル！
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（ ）をお選びいただくメリットの概要 ２

単位 料金単価

基本料金
最初の10kWまで 1契約 2,160.00

10kWをこえる1kWにつき 1kW 388.80

電力量
料金

デイタイム
（昼間時間）

夏季

1kWh

28.44

その他季 25.86

リビングタイム
（生活時間）

22.47

ナイトタイム
（夜間時間）

14.93

（円、税込）

＜時間帯区分＞

＜料金単価＞

エコキュート等の電気給湯機を設置され、

にご加入いただいたお客さまが、

ＩＨクッキングヒーターを設置いただくと、

「電化割引」 が適用され、電気料金が

さらに▲５％お得！

※1:「従量電灯Ａ」の第３段階料金単価（300kWh超過のご使用量をお使いの場合に適用）と比較
した場合。

※4:夏季は毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。

※4

※2:エコキュート等の電気給湯機を据え付けた上で、「はぴｅタイムR」にご加入いただいたお客さまが、IHクッキング
ヒーターを据え付けていただくと、電化割引が適用され、電気料金から割引対象額〔基本料金と電力量料金
（燃料費調整額は含みません）の合計額〕の5％を割引いたします。

※3:休日扱い日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月
30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。

（単価）

翌日7時10時 17時 23時7時

・平日の場合（月曜～金曜） ・休日扱い日の場合（土日祝日等）（単価）

翌日7時23時7時

※3

リビング
タイム

リビング
タイム

デイタイム

ナイトタイム
リビングタイム

ナイトタイム

※4

従量電灯Ａ
第3段階料金単価 28.76円

従量電灯Ａ
第3段階料金単価 28.76円

22.47
14.9314.9322.47

25.86

22.47

ご使用時間帯のシフトによりお得！

○「はぴｅタイムＲ」は、「はぴｅタイム」と同じく、エコキュート等を設置いただいたお客さまにご加入いただけるお得な電気料金メニュー
です。

○今回のリニューアルにより、全ての時間帯で電力量料金単価が「従量電灯Ａ」の第３段階料金単価よりもお安くなっており、例えば、
夏場の暑い昼間の時間帯にお使いになるエアコン等をよりお得にお使いいただけるようになりました※1。

○また、「はぴｅタイム」と同じく、ご使用になる季節や時間帯によって電力量料金単価が異なりますので、割安な時間帯に電気のご使用
をシフトしていただく等の工夫で、電気料金がよりお得になります。

○加えて、ＩＨクッキングヒーターを設置いただくと、「電化割引」※2が適用され、電気料金がさらに５％お得になります。
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（ ）をお選びいただくメリット

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

都市ガス併用の場合
（従来型ガス給湯器＋ガスコンロ）

254,860円/年

をお選びいただく場合のメリット ３

エコキュートとＩＨクッキング
ヒーターを設置していただき、
｢オール電化｣に変更

当社モデルケースにおいて、新たにエコキュートを設置され、「はぴｅタイムＲ」にご加入いただいたお客さまが、ＩＨ
クッキングヒーターを併せて設置いただくと、「電化割引」が適用され、当社の「従量電灯Ａ」と大阪ガスの「一般料
金」を組み合わせた場合より、光熱費が年間で約６７，１００円（▲２６．３％）お得になります。

※1:電気料金には、消費税等相当額、2018年5月～7月の貿易統計価格に基づく燃料費調整単価で算定した燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金（2018年5月～2019年4月分）を、ガス料金には、消費税
等相当額および2018年5月～7月の貿易統計価格に基づく原料費調整単価で算定した原料費調整額を含みます。 ※2:都市ガス併用は年間電気使用量5,246kWh、年間ガス使用量673㎥を、オール電化は年間電気使用量
7,321kWh(デイタイム:716kWh、リビングタイム:3,830kWh、ナイトタイム:2,775kWh)を基に試算。なお、電気およびガスのひと月あたりの使用量はそれぞれ「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に準拠した、「エネルギー
消費性能計算プログラム（住宅版）」[監修:国立研究開発法人建築研究所]を基に算出。※3:従量電灯Aには、口座振替割引を適用しています。※4:｢一般料金｣とは、大阪ガスの一般ガス供給約款(2017年6月16日実施)に基づく
料金をいいます。※5:エコキュート等の電気給湯機を据え付けた上で、「はぴｅタイムR」にご加入いただいたお客さまが、IHクッキングヒーターを据え付けていただくと、電化割引が適用され、電気料金から割引対象額〔基本料金と電力量料金
（燃料費調整額は含みません）の合計額〕の5％を割引いたします。

※5

※4

※3

※1,2

従量電灯Ａ
147,764円/年

大阪ガス
一般料金

107,096円/年

187,745円/年

187,745円/年 ※1,2

の場合
（エコキュート＋IHクッキングヒーター）

電化割引
▲8,625円

「電化割引」により

さらに５％お得！

光熱費が年間で

約▲67,100円
（約▲26.3％）

もお得に！
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（ ）をお選びいただくメリットの適用条件等 ４

受付開始 受付開始日については、別途、当社ホームページ等でお知らせいたします。

供給地域
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます)、
福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部

適用条件
ご家庭等の低圧で電気をご使用のお客さま※1で、総容量が原則として1kVA以上の夜間蓄
熱式機器等※2をご使用されるお客さま。

契約開始
2019年4月1日（月）～
（原則※3として、お客さまの検針日からの契約開始とさせていただきます。）

お支払い方法等
・毎月の電気料金・使用量等は「はぴeみる電」によるWEB上でのご確認となります。

・電気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。

お問い合わせ先
０８００－０８００－５００ 【受付時間】９：００～２０：００

[WEB] https://kepco.jp/denka/hapieR

その他

・「はぴeタイム」「時間帯別電灯」「季時別電灯ＰＳ」については、2019年3月31日をもって、
新規加入を停止いたします。

・なお、2019年3月31日までに「はぴeタイム」「時間帯別電灯」「季時別電灯ＰＳ」をご契
約またはお申込みをいただいているお客さまは、電気のご契約内容に変更※4や廃止がない
場合、2019年4月1日以降についても、引き続きご利用いただけます。

※1:適用範囲について：電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
・契約電力が50キロワット未満であること。
・1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、電灯契約の契約電力と動力契約の契約上使用できる最大電力（キロワット）との合計（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。

※2:総容量が原則として1kVA以上の夜間蓄熱式機器（エコキュートや電気温水器など）またはオフピーク蓄熱式電気温水器（多機能型ヒートポンプ給湯機など）。
※3:お引越し等で新たに電気をご契約いただくお客さまについては、ご使用開始日から契約開始とさせていただきます。
※4:名義変更や容量変更の場合（適用範囲を満たす場合に限ります。）は、2019年4月1日以降についても、引き続きご利用いただけます。

http://kepco.jp/denka/hapieR
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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。※3

不良電気設備を
取り替えます。※4

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。※5

・ご利用料金：無料※1

・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）
詳しくはホームページ(https://kepco.jp/miruden/ServiceTop/denki)でご確認下さい。

※1: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。※2: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。※3: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。※4: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。※5: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。※6:一部地域のお客さまは

サービス対象外です。詳しくは当社ホームページをご確認ください。※7: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。

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。※１

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、専門のサービス業者が
お宅を訪問し、無料※２で解決します！

・ご利用料金 ：はぴｅタイムＲご加入の場合、月額無料※３

・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。

詳しくはホームページ(https://kepco.jp/miruden/ServiceTop/kurashi )でご確認下さい。

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。

サービスの対象は
国内外20万ヵ所以上！

※1:関西電力の電気をお使いのお客さまで、はぴｅみる電にご登録のお客さまがご加入できます。

はぴｅ暮らしサポートのご利用には、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。一部地域のお客

さまはサービス対象外です。詳しくは当社ホームページをご確認ください。※2:応急処置が30分を超

過した場合や部品交換、それに伴う作業が生じた場合は、別途費用が必要となります。※3:はぴ

ｅタイム（はぴｅプラン）および、はぴｅタイムＲ以外にご加入のお客さまは月額108円（税込）

が必要となります。

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!

※6※7

※2

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※1で対応します。

お客さまの暮らしに役立つサービスのご紹介 5

https://kepco.jp/miruden/ServiceTop/denki
https://kepco.jp/miruden/ServiceTop/kurashi
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省エネ・節約に役立つ情報のご紹介

◆「はぴｅみる電」にて電気やガスの料金・ご使用量の見える化
サービスをご利用いただけます。

■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。

■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ます。

◆「はぴｅみる電」をご利用のお客さまは、電気・ガスのご使用や
「はぴｅみる電」のご利用等でポイントがたまります※１、２。たまった
ポイントは他社ポイントやアイテムの交換、地域・社会を応援
するプログラムにご利用いただけます。

■毎月の電気料金・ガス料金に応じてポイントがたまります。

■関西電力発行の「はぴeVISAカード」のご利用でポイントがたまります。

■いつものネットでのお買い物や旅行のご予約を「はぴｅポイント」サイト
経由にするだけで、ポイントがたまります。

ポイントをつかう！

■ＬＩＮＥ・スマートスピーカーと連携して、電気・ガス料金をご確認いた
だけます。

■エネルギー(電気・ガス)の使用状況に応じた省エネや生活に関する
アドバイスを毎月配信いたします。

■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、400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。

■地域・社会を盛り上げる活動への応援に使えます。

なお、電気料金・ガス料金のお支払いに を
ご利用いただけるよう準備を進めています。

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。

※1:（電気・ガス料金に応じた「はぴeポイント」付与概要）・ 「はぴｅタイムＲ」 「はぴｅタイム」「なっトクでんき」「なっトクでんきBiz」 「ｅおとくプラン」 「ｅスマート１０」「時間帯別電灯」「季時別電灯ＰＳ」「はぴｅプラス」 を対象に、電気料金
1,000円（税込）につき８ポイントを付与します。（「従量電灯A」「従量電灯B」は電気料金1,000円（税込）につき３ポイントを付与します。） ・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。・ガス料金へのポイント付与は、「なっトクプラン」を対象にガス料金1,000円（税込）につき５ポイントを付与します。なお、各ポイントは、毎月「はぴｅみる電」で電気料金とガス料金をご確認いただくことがポイント付与の条件となります。

※2:「はぴｅみる電」「はぴｅポイント」のご利用には、別途登録手続き（無料）が必要です。また、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！

■ご使用中の家電機器情報をご登録をいただくことで、買い替え時期や
リコール情報をお知らせいたします。

※画像はイメージです

６


