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1「withU-NEXT でんき」および「withU-NEXT でんき（Gセット）」の概要

○「withU-NEXT でんき」は、動画配信サービスU-NEXTと当社の電気を組み合わせた電気料金メニューです。動画配
信サービスU-NEXTと「従量電灯Ａ」を別々に契約するよりおトクになります。

○また、関電ガスをご使用いただくお客さまには、さらにおトクな「withU-NEXT でんき（Gセット）」をお選びいただけます。

・「withU-NEXT でんき」の料金メリットのイメージ

関西電力
「従量電灯Ａ」

動画配信サービス
U-NEXT

「withU-NEXT
でんき」

U-NEXT・電気を
別々にご契約の場合

「withU-NEXT でんき」に
ご加入の場合

単位

料金単価

従量電灯Ａ
withU-NEXT

でんき

最低料金
（最初の15kWhまで）

1契約 341.01 2,265.00

電力量
料金

15kWhをこえ
120kWhまで

1kWh

20.31 20.31

120kWhをこえ
300kWhまで

25.71 24.92

300kWh
超過分

28.70 28.41

・「withU-NEXT でんき」の料金体系 （円、税込）

単位
料金単価

従量電灯Ａ
withU-NEXT
でんき(Gセット)

最低料金
（最初の15kWhまで）

1契約 341.01 2,265.00

電力量
料金

15kWhをこえ
120kWhまで

1kWh

20.31 20.31

120kWhをこえ
300kWhまで

25.71 24.10

300kWh
超過分

28.70 27.80

・「withU-NEXT でんき（Gセット）」の料金体系 （円、税込）・「withU-NEXT でんき（Gセット）」の料金メリットのイメージ

関西電力
「従量電灯Ａ」

動画配信サービス
U-NEXT

「withU-NEXT
でんき（Gセット）」

U-NEXT・電気・ガスを
別々にご契約の場合

「withU-NEXT でんき（Gセット）」
および「なっトクプラン」にご加入の場合

大阪ガス
「一般料金」

関電ガス「なっトクプラン」
電気セット割引（3%）

月間ご使用量
料金単価

一般料金
（大阪ガス）

なっトクプラン

A 20m3まで
基本料金 759.00 758.90
従量料金 174.81 158.77

B
20m3をこえ
50m3まで

基本料金 1,364.81 1,262.33
従量料金 144.52 133.66

C
50m3をこえ
100m3まで

基本料金 1,635.74 1,266.83
従量料金 139.10 133.53

・「なっトクプラン」の料金体系 （円/月、円/m3、税込）

電気の使用量に関わらずお得！

電気・ガスの使用量に関わらずお得！

※関電ガスとセットでご契約いただくお客さまが対象です。なお、「なっトクプラン(eo割)」、「なっトクプランO(eo割)」および
「なっトクプラン for 中央電力」は対象外です。

※

※ ※

※
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2動画配信サービスU-NEXTの概要

動画配信サービスU-NEXTは、最新作から名作まで、210,000本以上を配信している見放題作品数No.1 の動画配
信サービスです。

※1
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電気の使用量が平均的なお客さま
（月間使用量：電気260kWh）

99,336円/年103,836円/年

withU-NEXT でんき

77,568円/年

▲4,500円

従量電灯Ａ
（口座振替割引なし）

99,336円/年

U-NEXTサービス・電気料金が

年間で約4,500円お得！

「withU-NEXT でんき」をお選びいただく場合のメリット

※4

動画配信ｻｰﾋﾞｽ

U-NEXT
（無料ﾄﾗｲｱﾙなし）

26,268円/年

withU-NEXT でんき

2021年4月30日（金）までに「withU-NEXT でんき」に新規のご加入で、

U-NEXTポイント3,000円相当分ポイント！
2021年6月30日までに適用開始の
うえ、適用開始から1年以上ご契約
いただけるお客さまが対象です。

今ならおトクなキャンペーン実施中!!

U-NEXTサービスと
電気を別々に契約

※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。※2:U-NEXTサービス料金には、消費税等相当額を含みます。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（ 2021年3月分）および再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金（2020年5月分～2021年4月分適用分）を含みます。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。※3:U-NEXTサービス料金にはU-NEXTがユーネクスト利用規約に定める「無料トライアル」を適用しておりません。※4:従量電灯Ａは
口座振替割引を適用しておりません。

※2

※1

※3

電気
料金

合計

U-NEXT
サービス料金
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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㎥）

151,584円/年164,688円/年

U-NEXTサービス・電気・
ガスを別々の会社と契約

withU-NEXT でんき
（Gセット）

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

大阪ガス
一般料金

60,852円/年

77,568円/年

従量電灯Ａ
（口座振替割引なし）

53,628円/年

97,956円/年

U-NEXTサービス・電気・ガス料金が

年間（１年目）で約15,600円お得！※2

「withU-NEXT でんき（Gセット）」をお選びいただく場合のメリット

動画配信ｻｰﾋﾞｽ

U-NEXT

withU-NEXT でんき
（Gセット） ＋関電ガス

2021年4月30日（金）までに「withU-NEXT でんき（Gセット）」に新規の

ご加入で、U-NEXTポイント3,000円相当分ポイント！
2021年6月30日までに適用開始の
うえ、適用開始から1年以上ご契約
いただけるお客さまが対象です。

2021年4月30日（金）までに 「なっトクプラン 」に
新規でお申込みいただくと、 「なっトクプラン」の 基本料金2ヶ月分無料

今ならおトクなキャンペーン実施中!!

※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件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。※2:U-NEXTサービス料金には、消費税等相当額を含みます。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（2021年3月分）および再生可能エネルギー発電促進賦課金（2020年5月分～2021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（2021年3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:U-NEXTサービス料金にはU-NEXTがユーネクスト利用規約に定める「無料トライアル」を適用しておりません。
※4:従量電灯Ａは口座振替割引を適用しておりません。※5: 「一般料金」は大阪ガスの一般ガス供給約款（2020年5月11日実施）に基づきます。※6: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、従量料金（原料費調整額は含みません。）
の合計です。※7:関電ガス「なっトクプラン」は,なっトクパックキャンペーン（基本料金2ヶ月分無料）を適用しています。 ※8:関電ガスとセットでご契約いただくお客さまが対象です。なお、「なっトクプラン(eo割)」、「なっトクプランO(eo割)」および「なっトクプラン for 中央電力」 は対象外です。 ※9:なっト
クプラン、なっトクプランO、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、なっトクプランO（eo割）、なっトクプランO for auを指します。 ※10:関電ガス「なっトクプラン」の基本料金が対象です。基本料金は、1ヶ月の使用量により異なります。 ※11: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。

※1

※4

※5 ※6

※9 ※10 ※11

※詳細は６ページをご確認ください。

※3

※8

withU-NEXT でんき
（Gセット）

なっトクプラン
電気セット割引(3%)

なっトクパックｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

▲15,628円

51,104円/年

97,956円/年

※6

withU-NEXT でんき
（Gセット） ＋関電ガス※8

149,060円/年

＜期間限定割引なし＞ ＜期間限定割引あり＞

<期間限定>
2021年4月30日までに関電ガス

に新規でお申込みの方は

基本料金2ヶ月分無料

ガス
料金

電気
料金

合計

U-NEXT
サービス料金

▲13,104円

※7

26,268円/年

（無料ﾄﾗｲｱﾙなし）
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5「withU-NEXT でんき」および「withU-NEXT でんき（Gセット）」の適用条件等

受付開始日※１

２０２１年２月２６日（金）正午予定

上記受付開始日より、下記ＷＥＢサイトよりお申込みいただけます。
（URL：https://kepco.jp/withu-next/）
※手続き完了以降、最初の電気検針日から適用を開始いたします。※２

適用
条件

共通 ご家庭などで低圧で電気をご使用のお客さま※３

Gセットのみ 上記に加え、同一名義・同一需要場所で、関電ガスをご契約いただくお客さま※４

U-NEXTサービスの
利用

・適用開始日以降、U-NEXTサービスのご利用にあたって必要となるID・PASSを、U-
NEXTよりお知らせいたします。

・お客さまは通知されたID・PASSを用いて、U-NEXTのウェブサイトにログインしていただく
ことで、U-NEXTサービスをご利用いただくことができます。

※既に動画配信サービスU-NEXTをご契約中のお客さまにも新規のID・PASSが発行さ
れますので、現在ご利用中のIDにつきましては、お客さまご自身でU-NEXTのウェブサ
イトにて解約手続きをお願いいたします。

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。

※１：お引越し等により、当該需要場所において、新たに電気を契約する場合には、本メニューをお申込みいただくことはできません。一度、本メニュー以外の電気料金メニュー
をご契約いただいた後、「ご契約メニュー変更」のお手続きによりお申込みいただく必要があります。

※２：「withU-NEXT でんき（Gセット）」と関電ガスをあわせてお申込みいただいた場合、「withU-NEXT でんき（Gセット）」の手続きは関電ガスの手続き完了後となります。

※３：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。
・使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアンペア未満であること。
・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、最大需要容量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。

※４： 「なっトクプラン(eo割)」、「なっトクプランO(eo割)」および「なっトクプラン for 中央電力」 をご契約のお客さまは対象外です。
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＜期間＞
2021年2月1日(月)～4月30日(金)

＜特典＞
関電ガス「なっトクプラン」の月額基本料金2ヶ月分を
0円とします。

対 象：期間中に関電ガス「なっトクプラン※」に新規でお申込みいただき、適用開始から１年以上ご契約いただけるお客さまが対象です。(お申込みいただいた時点で自動的に対象となります。) 
注意事項：※なっトクプラン、なっトクプランO、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、なっトクプランO (eo割)、なっトクプランO for auを指します。※基本料金は、１ヶ月の使用

量により異なります。※引越し等で基本料金が日割り計算となる場合、日割り計算後の基本料金が対象となります。※2021年6月30日までに需給契約を締結し、使用開始いただく必要があります。

① でんきとガスまとめるだけで家計にスグ効く!! ちょい手間でず~っとおトク！
なっトクパックキャンペーン

② 餃子の王将のお食事券プレゼント！

「なっトクパックキャンペーン」の実施および餃子の王将お食事券プレゼントについて

＜期間＞
2021年2月1日(月)～3月31日(水)

＜特典＞
抽選で合計10,000名さまに餃子の王将のお食事券
2,000円分を進呈します。

対 象：期間中に関電ガス「なっトクプラン※」に新規でお申込みいただき、適用開始から１年以上ご契約いただけるお客さまが対象です。(お申込みいただいた時点で自動的に対象となります。)
賞品発送：当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。賞品発送は申込月の１、２ヶ月後頃を予定しております
注意事項：※関西電力が同時期に実施する、その他キャンペーンとの併用ができない場合があります。※なっトクプラン、なっトクプランO、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、な

っトクプランO (eo割)、なっトクプランO for auを指します。※抽選は２回実施します。(１)2021年2月1日(月)～28日(日)にお申込みのお客さまから抽選で5,000名さま (２)2021年3月1日(月)
～31日(水)にお申込みのお客さまから抽選で5,000名さま ※餃子の王将のお食事券は、国内の「餃子の王将」「GYOUZA OHSHO」「餃子の王将 Express」各店でご使用いただけます。ご飲食また
は取り扱い商品とのお引換えができます。500円のお食事券4枚セットをお送りします。一度に複数枚のご使用も可能です。お釣りは出ません。お食事券の換金、転売はできません。

特典


