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貯めトクサービスの概要 1

貯めトクＢＯＸ
関電に太陽光の
電気を預ける

関電に預けた電気を
お得に使う

【貯めトクサービスのイメージ】

［サービスのご提供にあたって］

サービスプラン名 貯めトクサービスＳ 貯めトクサービスＭ 貯めトクサービスＬ

貯めトクＢＯＸ容量 50kWh/月 150kWh/月 無制限

サービス利用料※ 800円/月 2,350円/月 5,000円/月

［余剰電力の使い方］

・本サービスにおいては、余剰電力を貯められる「貯めトクＢＯＸ」を容量に応じて３種類ご用意してお客さまにお選びいただきます。

［料金の精算］

○「貯めトクサービス」はお客さまの余剰電力を関西電力がお預かりし、その電気をお得にお返しするサービスです。

○関西電力の送配電設備を利用するため、停電時はご利用いただけませんが、蓄電池の購入･設置が不要というメリットがあります。

※：消費税等相当額10%を含みます。

具
体
的
な
適
用
イ
メ
ー
ジ
は
次
頁

・毎月、「当社から購入した電力量（以下、購入電力量）」と「太陽光発電による余剰電力量（以下、余剰量）」をそれぞれ計量いたします。

当月に貯めトクＢＯＸでお預かりした電力量 当月の購入電力量に対しお得に充当（①）します。

貯めトクＢＯＸの容量を超過した電力量 および 貯めトクＢＯＸに
お預かりした電力量のうち購入電力量を超過した電力量

当社が定める単価で買取（②）します。（8.00円/kWh※）

当月の購入電力量に対する料金
・これまで同様の時期・方法でご請求いたします。
・貯めトクサービスのサービス利用料もあわせてご請求いたします。

貯めトクサービス利用による還元額
（①電気料金充当額＋②買取額）

検針日の翌月１５日までにご指定の口座へ振込みます。

【ご加入条件】
・当社と同一名義の需給契約および受給契約を締結いただいていること。

・関西電力管内のお客さまで、当社指定の電気料金メニューをご契約いただ
いていること。
（はぴｅタイム、はぴｅタイムＲ、ｅスマート１０、ｅおとくプラン、時間帯別電灯、
季時別電灯ＰＳ、なっトクでんき）

・貯めトクサービスご利用の結果を当社WEB会員サービス「はぴｅみる電」で
お知らせすることに同意いただけること（紙面によるお知らせは行いません）。
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ご利用イメージ１）「はぴｅタイム」のお客さまが「貯めトクサービスＳ」をご利用の場合 2

［試算条件］ ・契約電力10kＷ ・購入電力量740kWh（ﾃﾞｲﾀｲﾑ:40kWh、ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾀｲﾑ：300kWh、ﾅｲﾄﾀｲﾑ:400kWh） ・余剰量200kWh

貯めトクＢＯＸ容量
超過電力量

余剰量200kWh

貯めトクＢＯＸでの
お預かり電力量

貯めトクＢＯＸ容量
50kWh

50kWh

150kWh購入電力量

740kWh

太陽光発電からの電気を自家消費

ご家庭で
ご使用される
電力量

［貯めトクサービスＳ］

ご請求

料金単価※2
時間帯ごとの

購入電力量内訳
電気料金

貯めトクＢＯＸ
預かり電力量

電気料金
充当額

デイタイム
31.77円/kWh
（その他季）

40kWh 1,270.80円 40kWh 1,270.80円

リビングタイム 23.47円/kWh 300kWh 7,041.00円 10kWh 234.70円

ナイトタイム 10.70円/kWh 400kWh 4,280.00円 － －

電力量小計 － 740kWh 12,591.80円 50kWh 1,505円

基本料金※２ － － 2,200.00円

電気料金合計※１ 14,791円

これまで同様に算定する電気料金と
サービス利用料を合算してご請求

ご還元

買取
電力量

買取単価※２ 買取額

150kWh 8.00円/kWh 1,200円

購入電力量の中から下図矢印の
順に50kWhに達するまで充当

貯めトクＢＯＸの容量を超過した
電力量については当社が定める
単価で買取

①

■ 貯めトクサービスＳのサービス利用料※２：800円/月

当月電気料金＋サービス利用料 合算請求額 15,591円

貯めトクサービス利用による還元額

2,705円（⑥＝④＋⑤）
31.77または23.47円/kWhの
電気としてお返し

■ 電気料金合計：14,791円①

⑤

④

実質お支払額 12,886円

A B A B

②

（③ - ⑥）

13,191円

（③＝①＋②）

1

2

１ 2

3

■ 買取額合計 ： 1,600円
（買取電力量200kWh×＠8.00円/kWh）

⑦ 実質お支払額
（参考）

余剰電力買取の場合

※１：上記試算には、燃料費調整制度に基づい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を含みません。 ※２：消費税等相当額10%を含みます。
※３：当社試算に基づいたものであり、実際の光熱費および貯めトクサービス還元額は各ご家庭の状況によって変わります。

（⑧＝①－⑦）

余剰電力買取⑧と比較して、
年間3,660円、月々305円 お得
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ご利用イメージ２）「なっトクでんき」のお客さまが「貯めトクサービスＭ」をご利用の場合 3

貯めトクＢＯＸ容量
超過電力量

料金単価※２
段ごとの購入
電力量内訳

電気料金
貯めトクＢＯＸ
預かり電力量

電気料金
充当額

300kWh~ 27.80円/kWh 50kWh 1,390.00円 50kWh 1,390.00円

120~300kWh 24.10円/kWh 180kWh 4,338.00円 100kWh 2,410.00円

15~120kWh 20.31円/kWh 105kWh 2,132.55円 － －

15kWhまで 285.00円/契約 15kWh 285.00円 150kWh 3,800円

電気料金合計※１ 350kWh 8,145円

買取
電力量

買取単価※２ 買取額

120kWh 8.00円/kWh 960円

4,760円（⑥＝④＋⑤）

1

2

④

⑤

［試算条件］・購入電力量350kWh ・余剰量270kWh

①

購入電力量

350kWh

余剰量270kWh

貯めトクＢＯＸでの
お預かり電力量

貯めトクＢＯＸの容量を超過した
電力量については当社が定める
単価で買取

購入電力量の中から下図矢印の
順に150kWhに達するまで充当

貯めトクＢＯＸ容量
150kWh

10,495円

150kWh

120kWh

5,735円

太陽光発電からの電気を自家消費

［貯めトクサービスＭ］

27.80または24.10円/kWhの
電気としてお返し

※１：上記試算には、燃料費調整制度に基づい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を含みません。 ※２：消費税等相当額10%を含みます。
※３：当社試算に基づいたものであり、実際の光熱費および貯めトクサービス還元額は各ご家庭の状況によって変わります。

ご家庭で
ご使用される
電力量

ご請求 ご還元

■ 貯めトクサービスMのサービス利用料※２：2,350円/月

（③＝①＋②）

A B A B

②

１ 2

3

■ 電気料金合計：8,145円①

5,985円 （⑧＝①－⑦）実質お支払額
（参考）

余剰電力買取の場合

実質お支払額 （③ - ⑥）

■ 買取額合計 ：2,160円
（買取電力量270kWh×＠8.00円/kWh）

⑦

貯めトクサービス利用による還元額

余剰電力買取⑧と比較して、
年間3,000円、月々250円 お得

これまで同様に算定する電気料金と
サービス利用料を合算してご請求

当月電気料金＋サービス利用料 合算請求額



The Kansai Electric Power Co., Inc.

余剰電力買取期間満了を迎えるお客さまへのお知らせ 4

○ お客さまの電気のご使用状況・発電状況によって、最もお得になるサービスは異なります。

○ ご加入をご検討されるお客さまには、当社がご加入後の料金シミュレーションを行います。（９月４日より実施）
また、ご加入をご希望されるお客さまは、申込書にてお申込みください。

○ご興味をお持ちのお客さまは下記窓口までお問い合わせください。

はぴｅライフコール 0800-0800-500 ［受付時間］9:00～18:00
（自動音声案内に従い 「2番：省エネルギーやオール電化、電気給湯機に関するお問い合わせ」を選択してください。）

○本サービスの適用開始は２０１９年１１月１日です。

［貯めトクサービスへのお申込をご検討のお客さまへ］

［売電先と電気の契約先の変更をあわせてお考えのお客さまへ］

○他の買取事業者への売電をご検討される場合で、あわせてご家庭でお使いの電気の契約先の変更をお考えの
場合は、売電額と電気料金を合算の上、経済評価をされることをお奨めいたします。

○エコキュート等の電気給湯機をご使用のお客さま向けの電気料金メニュー「はぴｅタイム」、「はぴｅプラン」等で
ご契約いただいているお客さまは、一度解約されますと、再度同じご契約に加入いただくことはできませんので
特にご注意ください。
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（参考）余剰電力買取期間満了を迎えるお客さまへの関西電力のサービス 5

○ お客さまの太陽光発電から発電した電気を有効にお使いいただける様々なサービスをご提案させていただきます。
［４月２２日お知らせ済み］

○ お客さまのニーズや電気のご使用状況・発電状況に応じて丁寧なコンサルティングを実施いたします。

お客さまのご要望 関西電力のサービス

引き続き売電したい

関西電力が買取りします（8.00円/kWh※１）

・ 継続して当社から買取を希望される場合は、特段の手続きは不要です※２。

・ 他の買取事業者への売電をご検討され、あわせてご家庭でお使いの電気の契約先の

ご変更をお考えの場合は、売電額と電気料金を合算の上、経済評価をされることを

お奨めいたします。

余剰電力の自家消費を
増やしたい

蓄電池・エコキュートの販売・リースサービス
・ 蓄電池・エコキュートを扱っているグループ会社「かんでんＥハウス」をご紹介いたします。

・ 蓄電池リースサービスについては、小容量から大容量まで、幅広くラインナップ

しております。

・ 小容量蓄電池は貯めトクサービスと併用し、お支払を抑えつつ万一の停電に

備えることも可能です。

関西電力が電気をお預かりする「貯めトクサービス」

・ お客さまの余剰電力を関西電力がお預かりし、その電気を必要とされる時に

お得にお返しする新たなサービスです。

※１：消費税等相当額10%を含みます。 ※２：現在、当社の送配電部門に売電いただいている場合は、お手続きが必要です。


