
大津市エリアにおけるご家庭などのお客さまを対象にした

新たな関電ガスの料金メニュー

「なっトクプランＯ」の設定について

２０１９年９月２６日

関西電力株式会社
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

1新たな関電ガスの料金メニュー（大津市エリア向け）の設定

（金額は税込）

料金表単価等ひと月あたり３2m3ご使用の場合

○「なっトクプランＯ」はびわ湖ブルーエナジーの「一般料金」や「プラス割料金」

に比べて、お得になるガス料金メニューです。

〇「なっトクプランＯ」は、「なっトクパック」として、関電ガスご加入者専用のお得な
電気料金メニュー「なっトクでんき」「なっトクでんきBiz」とセットでご契約いただ
くことができます。

びわ湖ﾌﾞﾙｰｴﾅｼﾞｰ
一般料金

63,144円/年
（原料費調整額含む）

※１

なっトクプランＯ

電気セット割引(3%)

▲約4,300円
（▲約6.8％）

58,788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32m3は、びわ湖ブルーエナジーのご家庭1件あたりの平均的な月間使用量（2016年4月～2019年3月末の3年間の月間平均使用量）を参照しました。
・びわ湖ブルーエナジー［個別約款（一般料金契約）（2019年10月1日実施）］、関電ガス（なっトクプランＯ）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
（▲10.52円/m3 ：2019年5月～2019年7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いたします。

※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。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。同一需要場所にお
いて、同一名義により、当社が別途指定する電気需給契約を締結いただいている場合に、ガス料金から3%割引いたします。

区分 1ヶ月のご使用量
基本料金
（円／月）

従量料金
（円／ｍ３）

A 0m3から20m3まで 694.36 154.09 

B 20m3をこえ50m3まで 1,073.04 135.15 

C 50m3をこえ100m3まで 1,112.47 134.37 

D 100m3をこえ200m3まで 1,220.15 133.29 

E 200m3をこえ350m3まで 1,850.52 130.13 

F 350m3をこえる場合 － 135.41 

オー

（毎月の使用量が0m3の場合、および879m3以上を除きます）
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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

※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32m3は、びわ湖ブルーエナジーのご家庭1件あたりの平均的な月間使用量
（2016年4月～2019年3月末の3年間の月間平均使用量）を参照しました。

※２：電気料金には、消費税等相当額、 2019年5月～2019年7月の貿易統計価格に基づく燃料費調整単価（最初の15kWhまで2.23円、15kWhをこえる1kWhにつき0.15円）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（2019年5月分～2020年4月分適用分:2.95円/kWh）を含みます。ガス料金には、消費税等相当額、 2019年5月～2019年7月の貿易統計価格に基づく原料費調整単価（▲10.52円/m3）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10月1日実施）に基づく料金です。
※４：「プラス割料金」はびわ湖ブルーエナジーの個別約款（プラス割料金契約）（2019年10月1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。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。同一需要場所において、同一名義により、当社が別途指定

する電気需給契約を締結いただいている場合に、ガス料金から3%割引いたします。
※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」はびわ湖ブルーエナジーの個別約款（一般料金契約）（2019年10月1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7,200円（約4.9%）お得！

141,360円/年145,188円/年

なっトクでんき

なっトクプランＯ
電気セット割引(3%)

びわ湖
ﾌﾞﾙｰｴﾅｼﾞｰ
一般料金

63,144円/年

▲約7,200円

79,164円/年

58,788円/年

びわ湖
ﾌﾞﾙｰｴﾅｼﾞｰ
プラス割料金
電気セット割引(3%)

60,852円/年

80,508円/年

従量電灯A 大阪ガス
ベースプランA-G

137,952円/年

▲約3,400円

（月間使用量：電気260kWh,ガス32m3）

82,044円/年

電気とガスそれぞれで契約

※2

※6

※7

※3

※4
※5

びわ湖ﾌﾞﾙｰｴﾅｼﾞｰと契約

※1
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3（参考）他のご使用モデルにおける料金メリット

料金メニュー※３ 合計額 メリット額

①従量電灯A＋
一般料金

113,328円
▲5,100円
（③－①）

②ベースプランA-G＋
プラス割料金

110,712円
▲2,484円
（③－②）

③なっトクでんき＋
なっトクプランO

108,228円 －

料金メニュー※３ 合計額 メリット額

①従量電灯A＋
一般料金

214,680円
▲11,676円
（③－①）

②ベースプランA-G＋
プラス割料金

206,004円
▲3,000円
（③－②）

③なっトクでんき＋
なっトクプランO

203,004円 －

料金メニュー※３ 合計額 メリット額

①従量電灯B＋
一般料金

597,696円
▲36,816円
（③－①）

②ベースプランB-G＋
プラス割料金

565,740円
▲4,860円
（③－②）

③なっトクでんきBiz＋
なっトクプランO

560,880円 －

料金メニュー※３ 合計額 メリット額

①従量電灯B＋
一般料金

1,349,256円
▲84,228円
（③－①）

②ベースプランB-G＋
プラス割料金

1,277,412円
▲12,384円
（③－②）

③なっトクでんきBiz＋
なっトクプランO

1,265,028円 －

〇電気・ガスの使用量が比較的少ないお客さま
（月間使用量：電気200kWh、ガス25m3）

電気・ガス料金が年間で最大5,100円お得！

〇電気・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50m3）

電気・ガス料金が年間で最大約11,600円お得！

〇電気・ガスの使用量が標準的なお客さま
（月間使用量：電気1,080kWh、ガス125m3）

電気・ガス料金が年間で最大約36,800円お得！

〇電気・ガスの使用量が比較的多いお客さま
（月間使用量：電気2,500kWh、ガス317m3）

電気・ガス料金が年間で最大約84,200円お得！

※１：（試算条件）
・電気のひと月あたりの使用量200kWh、ガスの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）
・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、びわ湖ブルーエナジーによって公表されたモデルケースを参照しました。
・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。
・電気のひと月あたりの使用量2,500kWh、ガスのひと月あたりの使用量317m³は、当社が独自に設定したモデルケースです。

※２：電気料金には、消費税等相当額、 2019年5月～2019年7月の貿易統計価格に基づく燃料費調整単価（「従量電灯Ａ」「なっトクでんき」「ベースプランA-G」については最初の15kWhまで2.23円、15kWhをこえる
1kWhにつき0.15円。「従量電灯B」「ベースプランB-G」については0.15円/kWh）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（2019年5月分～2020年4月分適用分:2.95円/kWh）を含
みます。ガス料金には、消費税等相当額、 2019年5月～2019年7月の貿易統計価格に基づく原料費調整単価（▲10.52円/m3）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：「従量電灯A」「従量電灯B」は関西電力の電気特定小売供給約款（2019年10月1日実施） に基づく料金であり、口座振替割引を適用しています。
「なっトクでんき」「なっトクでんきBiz」は関西電力の「なっトクでんき（主契約料金表）」「なっトクでんきBiz（主契約料金表）」（ともに2019年10月1日実施）に基づく料金です。
「ベースプランA-G」「ベースプランB-G」は大阪ガスの電気供給約款（2019年10月1日実施）に基づく料金であり、「ベースプランB-G」には動力セット割引（３％）を適用しています。
「一般料金」「プラス割料金」はびわ湖ブルーエナジーの「個別約款（一般料金契約）」「個別約款（プラス割料金契約）」（ともに2019年10月1日実施）に基づく料金であり、「プラス割料金」には電気セット割引
（3%）を適用しています。
「なっトクプランO」には電気セット割引（3%）を含みます。なお電気セット割引は、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。同一需要場所において、同一名義により、当社が別途指定する電気需給契約を締結いただいている場合に、ガス料金から3%割引いたします。

■ご家庭等で電気・ガスをお使いの場合 ■商店･事務所･飲食店等で電気・ガスをお使いの場合

※１

※１

※１

※１

※２※２

※２※２

（電気） （ガス）

（61,236円） （52,092円）

（60,348円） （50,364円）

（59,580円） （48,648円）

（電気） （ガス）

（390,012円） （207,684円）

（366,492円） （199,248円）

（368,532円） （192,348円）

（電気） （ガス）

（123,120円） （91,560円）

（118,164円） （87,840円）

（118,176円） （84,828円）

（電気） （ガス）

（850,620円） （498,636円）

（799,020円） （478,392円）

（803,364円） （461,664円）
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4なっトクプランＯのお申込み方法等

受付開始
および

お申込み方法

２０１９年９月２６日(木) から、

当社ホームページ（https://kepco.jp/gas/otsu/）にてお申し込みいただけます。

関電ガスお問い合わせダイヤル（0800-777-5800)からもお申し込みいただけます。

※受付時間：９：００～１８：００（年末年始を除く）

なお、法人のお客さまの受付時間は、９：００～１７：００（平日のみ）となります

供給開始
２０１９年１０月１日（火）以降

※原則として、手続き完了後のお客さまの検針日の翌日からの供給開始とさせていただきます

供給対象

・大津市企業局が定める託送供給約款の供給区域のお客さま

※当面、現在、大津市エリア※１でガスをご使用されているお客さまからの供給者変更の

お申込みのみの受付となります

その他事項
・毎月のガスの使用量や料金等は「はぴｅみる電」によるＷeb上でのご確認となります

・ガス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

※１ 大津市企業局が定める「大津市託送供給約款」に基づき、大津市企業局の導管を利用し、ガスを供給する区域。
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5（参考）現在実施中のキャンペーンも適用となります

実施期間 ２０１９年９月１日（日）～２０１９年１２月２０日（金）

キャンペーン
期間中の特典
および特典の
適用条件

（１）電気料金２ヶ月分を１０％割引

実施期間中に、「なっトクパック（なっトクでんき※１＋関電ガス（なっトクプランＯ））」を

新規でお申し込みされ、２０２０年１月３１日までに「なっトクでんき」の電気の需給を開始された

お客さまの電気料金について、需給開始後最初の２ヶ月分※２を、１０％割引※３します。

（２）最大３,０００円分のＱＵＯカードをプレゼント

実施期間中に、「なっトクパック（なっトクでんき※１＋関電ガス（なっトクプランＯ））」を

新規でお申し込みされ、電気料金２ヶ月分１０％割引の対象となるお客さまには、割引に加えて、

３，０００円分のＱＵＯカードをもれなくプレゼントします。

なお、関電ガス「なっトクプランＯ」を新規でお申し込みされたお客さまにも、１，０００円分の

ＱＵＯカードをプレゼントします。

お問合せ先
https://kepco.jp/gas/otsu/

0800-777-5800 受付時間：９：００～１８：００（年末年始を除く）

大津市 関電ガス 検索

※１：なっトクでんきＢｉｚも対象となります。
※２：引越し等で日割計算となる場合は、日割計算後の電気料金を１ヶ月分とします。
※３：最低料金または基本料金および電力量料金（燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません）の合計を割引対象

とします。

「家計節約全力応援キャンペーン」の概要（8月30日プレス発表済、一部抜粋）

〇関電ガス「なっトクプランＯ」についても、現在実施中の「家計節約全力応援キャン
ペーン」の特典が適用されます。
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6（参考）今後の大津市内で実施予定の関電ガスイベント

■関西電力主催分

実施日 場所 備考

10月 4日（金）～
10月 5日（土）

フォレオ大津一里山
（滋賀県大津市一里山７丁目１−１）

関電ガス契約受付を行います。
お手元の検針票をお持ち下さい。

10月19日（土）～
10月20日（日）

イオンスタイル大津京
（滋賀県大津市皇子が丘３丁目１１−１）

10月26日（土）～
10月27日（日）

イズミヤスーパーセンター堅田店
（滋賀県大津市今堅田３丁目１１−１）

10月29日（火）～
10月30日（水）

西武大津店
（滋賀県大津市におの浜２丁目３−１）

■関電ガスサポートショップ主催分

実施日 場所 備考

10月19日（土）～
10月20日（日）

フォレオ大津一里山
（滋賀県大津市一里山７丁目１−１）

関電ガス契約受付に加えて、
ガス機器販売も行います。


