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The Kansai Electric Power Co., Inc.

１「なっトクプラン」の料金見直し（値下げ）の概要

（円／月、円／m3、税込）

料金表単価等ひと月あたり３1m3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・従量料金を下記のように見直します（値下げします）。

大阪ガス
一般料金

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

1ヶ月のご使用量

見直し後
(2019年4月1日実施)

見直し前
(2017年4月1日実施)

基本料金 従量料金 基本料金 従量料金

A 0m3から20m3まで 745.10 155.88 745.10 156.60

B 20m3をこえ50m3まで 1,239.38 131.23 1,243.70 131.67

C 50m3をこえ100m3まで 1,243.80 131.10 1,249.20 131.56

D 100m3をこえ200m3まで 1,652.80 126.99 1,658.20 127.47

E 200m3をこえ350m3まで 2,988.00 120.29 3,004.20 120.74

F 350m3をこえ500m3まで 3,292.50 119.40 3,308.70 119.87

G 500m3をこえ1,000m3まで 6,242.10 113.48 6,263.70 113.96

H 1,000m3をこえる場合 6,552.10 113.17 6,573.70 113.65

68,988円/年
（原料費調整額含む）

▲約90円
（▲約0.1％）

※１

※１（試算条件）
・ひと月あたりの使用量は、大阪ガスのご家庭1軒あたりでの平均的な月間使用量（2011年4月～2016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(2019年3月29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(2018年11月～2019年1月の貿易統計
価格に基づく)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。

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

▲約7,000円
（▲約10.2％）

61,896円/年
（原料費調整額含む）

※２

61,992円/年
（原料費調整額含む）

※２

※１
※１

＜2017年4月実施＞ ＜今回公表＞

※１

＜見直し前には2018年9月～11月の貿易統計に基づく原料費調整を含む＞



The Kansai Electric Power Co., Inc.

２「なっトクプランＭ」の料金見直し（値下げ）の概要

（円／月、円／m3、税込）

料金表単価等ひと月あたり８００m3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。

○基本料金・従量料金を下記のように見直します（値下げします）。

大阪ガス
小型業務用
季節別契約

なっトクプランＭ
電気セット割引(3%)

1,142,512円/年
（原料費調整額含む）

▲約3,700円
（▲約0.4％）

※１

なっトクプランＭ
電気セット割引(3%)

▲約225,200円
（▲約19.7％）

917,304円/年
（原料費調整額含む）

※２

921,084円/年
（原料費調整額含む）

※２

※１※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（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、10m3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(2018年11月～2019年1月の貿易統計価格に基づく)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。

見直し後
(2019年4月1日実施)

見直し前
(2017年4月1日実施)

定額基本料金
(円/月)

2,098.44 2,099.52

流量基本料金
(円/m3・月)

806.76 806.76

従量料金
(円/m3)

85.45 86.15 

※１
＜2017年4月実施＞ ＜今回公表＞

＜見直し前には2018年9月～11月の貿易統計に基づく原料費調整を含む＞

※１
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３「なっトクプランＬ」の料金見直し（値下げ）の概要

（円／月、円／m3、税込）

料金表単価等ひと月あたり５，０００m3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。

○基本料金・従量料金を下記のように見直します（値下げします）。

大阪ガス
時間帯別Ｂ契約

第二種

なっトクプランＬ
電気セット割引(3%)

6,177,588円/年
（原料費調整額含む）

▲約20,600円
（▲約0.3％）

※１

なっトクプランＬ
電気セット割引(3%)

▲約943,600円
（▲約15.2％）

5,233,944円/年
（原料費調整額含む）

※２

5,254,584円/年
（原料費調整額含む）

※２

※１※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、64m3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(2018年11月～2019年1月の貿易統計価格に基づく)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。

モデル：中小規模の工場等でガスをお使いのお客さま

＜2017年4月実施＞ ＜今回公表＞

見直し後
(2019年4月1日実施)

見直し前
(2017年4月1日実施)

定額基本料金
(円/月)

20,037.23 20,038.31

流量基本料金
(円/m3・月)

1,102.54 1,102.54

従量料金
(円/m3)

71.46 72.11

＜見直し前には2018年9月～11月の貿易統計に基づく原料費調整を含む＞

※１
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4原料費調整の見直しの概要

○今回の料金見直し（値下げ）に伴い、原料費調整の諸元についても、下記の通り見直し
しております。

見直し後 見直し前

平均原料価格
の算定係数※1

α：0.9476
β：0.0569

α：0.9673
β：0.0350

基準原料価格 64,090円／t※2 85,050円／t

基準単価 0.081円／m3 0.081円／m3

※1 αは平均原料価格におけるLNG構成比、βは平均原料価格におけるLPG構成比（LNG換算後）。
※2 2018年9月～11月の貿易統計での原料価格に基づき、見直し後のα・βを用いて算定した額。
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5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 ①

※１：（試算条件）電気のひと月あたりの使用量200kWh、ガスひと月あたりの使用量25m³は、当社が実施したWEB調査に基づき設定したモデルケースです。(N=8,552) 
※２：電気料金には、消費税等相当額、2018年11月～2019年1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、再生可能エネルギー発電促進賦課金（2018年5月分～2019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、2018年11月～2019年1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。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：「ベースプランA-G」は大阪ガスの電気供給約款（2019年3月20日実施）に基づく料金です。
※４：「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）（2019年3月29日実施）に基づく料金です。
※５：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。
※６：「従量電灯A」には、口座振替割引を適用しています。
※７：「一般料金」は大阪ガスの一般ガス供給約款（2019年3月29日実施）に基づく料金です。

電気・ガスの使用量が比較的少ないお客さま

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

合
計

電気・ガス料金が

年間で約７,600円（約6.3%）お得！

117,576円/年120,864円/年

なっトクでんき

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

大阪ガス
一般料金

58,752円/年

▲約7,600円

60,480円/年

52,704円/年

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金
電気セット割引(3%)

56,328円/年

61,248円/年

従量電灯A 大阪ガス
ベースプランA-G

113,184円/年

▲約４,300円

（月間使用量：電気200kWh,ガス25m3）

62,112円/年

大阪ガスと契約電気とガスそれぞれで契約

※6

※7

※1

※2

※3

※4
※5
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6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 ②

※１：（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。ガスのひと月あたりの使用量31m3は、大阪ガスのご家庭1軒あたりの平均的な月間使用量（2011年4
月～2016年3月末の5年間の平均月間使用量）を参照しました。

※２：電気料金には、消費税等相当額、 2018年11月～2019年1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、再生可能エネルギー発電促進賦課金（2018年5月分～2019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、 2018年11月～2019年1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。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：「ベースプランA-G」は大阪ガスの電気供給約款（2019年3月20日実施）に基づく料金です。
※４：「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）（2019年3 月29日実施）に基づく料金です。
※５：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。
※６：「従量電灯A」には、口座振替割引を適用しています。
※７：「一般料金」は大阪ガスの一般ガス供給約款（2019年3月29日実施）に基づく料金です。

電気・ガスの使用量が平均的なお客さま

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

合
計

電気・ガス料金が

年間で約9,900円（約6.5%）お得！

147,276円/年152,124円/年

なっトクでんき

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

大阪ガス
一般料金

68,988円/年

▲約9,900円

80,304円/年

61,896円/年

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金
電気セット割引(3%)

65,640円/年

81,636円/年

従量電灯A 大阪ガス
ベースプランA-G

142,200円/年

▲約5,000円

（月間使用量：電気260kWh,ガス31m3）

83,136円/年

大阪ガスと契約電気とガスそれぞれで契約

※1

※2

※6

※7

※3

※4
※5
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7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 ③

※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、2017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、2018年11月～2019年1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、再生可能エネルギー発電促進賦課金（2018年5月分～2019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、2018年11月～2019年1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。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：「ベースプランA-G」は大阪ガスの電気供給約款（2019年3月20日実施）に基づく料金です。
※４：「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）（2019年3月29日実施）に基づく料金です。
※５：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。
※６：「従量電灯A」には、口座振替割引を適用しています。
※７：「一般料金」は大阪ガスの一般ガス供給約款（2019年3月29日実施）に基づく料金です。

電気・ガスの使用量が比較的多いお客さま

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

合
計

電気・ガス料金が

年間で約15,300円（約6.7%）お得！

214,836円/年225,984円/年

なっトクでんき

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

大阪ガス
一般料金

101,424円/年

▲約15,300円

119,688円/年

90,984円/年

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金
電気セット割引(3%)

95,124円/年

119,712円/年

従量電灯A 大阪ガス
ベースプランA-G

210,672円/年

▲約4,100 円

（月間使用量：電気370kWh,ガス50m3）

124,560円/年

大阪ガスと契約電気とガスそれぞれで契約

※1

※6

※7

※3

※4
※5

※2
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8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 ④
■商店・事務所・飲食店等で電気・ガスをお使いの場合の料金メリット

電気・ガスの使用量が標準的なお客さま

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

合
計

電気・ガス料金が

年間で約39,800円（約6.4%）お得！

580,632円/年616,968円/年

なっトクでんきBiz

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

大阪ガス
一般料金

223,356円/年

▲約39,800円

372,564円/年

204,516円/年

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金
電気セット割引(3%)

210,060円/年

370,572円/年

従量電灯B
大阪ガス

ベースプランB-G
動力セット割引（3%）

577,080円/年

▲約3,500円

（月間使用量：電気1,080kWh,ガス125m3）

393,612円/年

大阪ガスと契約電気とガスそれぞれで契約

※１：（試算条件）電気のひと月あたりの使用量1,080kWh、ガスのひと月あたりの使用量125m3は、商店・事務所・飲食店等で電気・ガスをお使いの場合の平均的な使用量（当社調べ）をモデルケースとしております。
※２：電気料金には、消費税等相当額、2018年11月～2019年1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、再生可能エネルギー発電促進賦課金（2018年5月分～2019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、2018年11月～2019年1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。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：「ベースプランB-G」は大阪ガスの電気供給約款（2019年3月20日実施）に基づく料金です。
※４：「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）（2019年3月29日実施）に基づく料金です。
※５：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。
※６：「従量電灯B」には、口座振替割引を適用しています。
※７：「一般料金」は大阪ガスの一般ガス供給約款（2019年3月29日実施）に基づく料金です。

※5

※1

※2

※6

※7

※3

※4
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9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 ⑤
■商店・事務所・飲食店等で電気・ガスをお使いの場合の料金メリット

電気・ガスの使用量が比較的多いお客さま

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

合
計

電気・ガス料金が

年間で約85,400円（約6.1%）お得！

1,306,872円/年1,378,944円/年

なっトクでんきBiz

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

大阪ガス
一般料金

519,012円/年

▲約85,400円

813,612円/年

479,916円/年

大阪ガス
GAS得プラン
あきない割料金

504,660円/年

802,212円/年

従量電灯B
大阪ガス

ベースプランB-G
動力セット割引（3%）

業務用ガス特約割引（1％）

1,293,528円/年

▲約13,300円

（月間使用量：電気2,500kWh,ガス317m3）

859,932円/年

大阪ガスと契約電気とガスそれぞれで契約

※１：（試算条件）電気のひと月あたりの使用量2,500kWhは2018年6月5日、ガスのひと月あたりの使用量317m³は、2017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、2018年11月～2019年1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、再生可能エネルギー発電促進賦課金（2018年5月分～2019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、2018年11月～2019年1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。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：「ベースプランB-G」は大阪ガスの電気供給約款（2019年3月20日実施）に基づく料金です。
※４：「GAS得プランあきない割料金」は大阪ガスの個別約款（あきない割料金契約）（2019年3月29日実施）に基づく料金です。
※５：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。
※６：「従量電灯B」には、口座振替割引を適用しています。
※７：「一般料金」は大阪ガスの一般ガス供給約款（2019年3月29日実施）に基づく料金です。

※1

※2

※6

※7

※3

※4
※5
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2019年1月4日（金）～2019年4月30日（火）

（詳細）
キャンペーン実施期間中に、新たに関電ガス「なっトク
プラン」をお申し込みいただいたお客さまは、基本料金
が最初の2ヶ月間無料になります。

※１：なっトクプラン、なっトクプランＭ、なっトクプランＬ、なっトクプラン for au、なっトクプラン for 中央電力が対象となります。
※２：なっトクプラン、なっトクプラン for au、なっトクプラン for 中央電力の基本料金は、1ヶ月の使用量により異なります。なっトクプランＭとなっトクプランＬ

の基本料金は、定額基本料金および流量基本料金の合計となります。
※３：引越し等で基本料金が日割計算となる場合、日割計算後の基本料金が対象となります。
＜特典対象＞期間中に関電ガス「なっトクプラン」にお申し込みいただき、供給開始から1年以上ご契約を継続いただけるお客さまが対象となります。

実施期間

キャンペーン特典

「なっトクプラン」の基本料金が

2ヶ月無料！！

※１ ※2

※3

「電気もガスも！まとめてなっトクキャンペーン」の概要
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ガス機器の修理、ガス機器の購入、警報器の取付けなど
のご要望は、関電ガスサポートショップがトータルでサポート
を行います。
下記、関西電力フリ－コールまで、お電話いただきますと、
お住まいのエリアに応じた関電ガスサポートショップが対応
いたします。

ガス機器修理に関するお問い合わせ

ガス機器の修理については24時間受付
※大阪ガス製の商品、大阪ガスのらく得リース・らく得保証・保守契約をご契約されているガス機器の修理については、
ガス機器本体やリモコン等に貼付されているシールのメンテ担当店または、大阪ガスへご連絡ください。

とは

関西電力株式会社とガスに関して豊富なノウハウを持つ岩谷産業株式会社が
共同で設立した「関電ガスサポート株式会社」の提携店です。
「ガス機器の定期調査」「ガス機器の修理・購入」「関電ガスの販売」など、関電
ガスに関する業務を関西一円19社37拠点※で実施しています。

一覧（順不同）

※2019年2月末時点

大阪エリア

株式会社ウエムラ
大阪マルヰガス株式会社
大道産業株式会社
株式会社オクジ
上中産業株式会社
北村産業株式会社
株式会社広武商店
谷川工業株式会社
株式会社谷山住宅設備
日米礦油株式会社 大阪中央営業所
日米礦油株式会社 北大阪営業所
株式会社ヨネシマ
イワタニ近畿株式会社 大阪営業所
イワタニ近畿株式会社 堺営業所
イワタニ近畿株式会社 泉南営業所
イワタニ近畿株式会社 阪奈営業所

兵庫エリア

株式会社JAエネルギー兵庫
扇港興産株式会社
扇港興産株式会社 小野支店
ダイネン株式会社 加古川営業所
ダイネン株式会社 姫路営業所
株式会社ライフサポート
イワタニ近畿株式会社 三田営業所
イワタニ近畿株式会社 中兵庫営業所
イワタニ近畿株式会社 西播磨営業所
イワタニ近畿株式会社 兵庫営業所

京都エリア
株式会社宮野商事
イワタニ近畿株式会社 亀岡営業所
イワタニ近畿株式会社 京都営業所

滋賀エリア

株式会社クサネン
甲賀協同ガス株式会社
イワタニ近畿株式会社 滋賀営業所
イワタニ近畿株式会社 彦根営業所

奈良エリア
北村産業株式会社 奈良営業所
日米礦油株式会社 奈良営業所
イワタニ近畿株式会社 奈良営業所

和歌山エリア イワタニ近畿株式会社 和歌山営業所


