
 

 

  

 

「はぴｅタイム」等の一部電気料金メニューの見直しについて 
 

２ ０ ２ １ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 

関西電力株式会社 
 
当社は、２０２２年７月１日から、時間帯別に料金単価を設定している

「はぴｅタイム」等の新規受付を終了した一部電気料金メニュー※１を見直します。 

 

近年、太陽光発電の設置拡大や省エネルギーの進展等に伴い、お客さまの

一日の電気のご使用形態が大きく変化しています。昼間の電力需要が減少

する中で、電気給湯機の普及やライフスタイルの多様化等に伴い夜間の電

力需要が増加し、発電にかかる昼間と夜間の費用の差が縮小しています。 

 これまでは、電力需要が多い昼間は燃料費の割高な発電所の運転が必要と

なるため料金を高く、需要が少ない夜間は料金を安く設定していましたが、

このたび、上記の変化に伴う発電コストの変化を反映し、「はぴｅタイム」

等の電気料金メニューを見直します。 

具体的には、昼間時間帯の料金単価を引き下げ、夜間時間帯の料金単価を

引き上げ、深夜運転機器を対象とした割引※２を廃止します。 

 

対象の電気料金メニューにご加入のお客さまには、２０２２年１月中旬

以降、見直し内容をダイレクトメール等によりお知らせします。 

新しい料金単価等を元にした電気料金のシミュレーションについては、

本日から専用ダイヤルを設置するとともに、ダイレクトメール等に合わせ

て１月中旬から当社ホームページでもご確認いただけます。 

 

 当社は、サービスプロバイダーとして、今後もお客さまのライフスタイル

に合わせて様々なサービスやソリューションを提供するとともに、電化の

推進に向けた取組みを新たに展開し、より多くのお客さまにお選びいただ

けるよう努めてまいります。 
 
 ※１：はぴｅタイム、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳ、深夜電力Ａ、深夜電力Ｂ、 

第２深夜電力（２０１９年４月までに新規受付を終了） 
 ※２：通電制御型蓄熱式機器割引、５時間通電機器割引 

以 上 
 
＜本件に関するお問合せ先＞ 
 ０８００－１２３－０３０３（通話料無料） 
受付時間：９：００～１７：３０（土・日・祝・年末年始除く） 
 ※一部のＩＰ電話からは、ご利用いただけない場合がございます。 

 
添付資料①：料金単価表 
添付資料②：「はぴｅタイム」等の一部電気料金メニューの見直しについて（参考資料） 
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料金単価表 

 
■はぴ eタイム 

※基本料金と電力量料金（燃料費調整額を除く）の合計から 10％割引（割引上限額は 3,300 円/月） 

 

■時間帯別電灯 

 

  

区分 単位 
料金単価（税込み） 

旧料金 新料金 見直し内容 

基本 

料金 

1 契約につき最初の 10kW まで 1 契約 2,200.00 2,200.00 --- 

上記をこえる 1kW につき 1kW 396.00 396.00 --- 

電力量 

料金 

昼間時間 

（デイタイム） 

夏季料金 1kWh 34.95 28.96 ▲5.99 

その他季料金 1kWh 31.77 26.33 ▲5.44 

生活時間（リビングタイム） 1kWh 23.47 22.89 ▲0.58 

夜間時間（ナイトタイム） 1kWh 10.70 15.20 ＋4.50 

はぴ eプラン（全電化住宅割引）※ 1 契約 ▲10% ▲10% --- 

通電制御型蓄熱式機器割引額 1kVA ▲132.00 --- 廃止 

5 時間通電機器割引額 1kVA ▲143.00 --- 廃止 

区分 単位 
料金単価（税込み） 

旧料金 新料金 見直し内容 

基本 

料金 

1 契約につき最初の 10kW まで 1 契約 1,210.00 1,210.00 --- 

上記をこえる 1kW につき 1kW 396.00 396.00 --- 

電力量 

料金 

昼間時間 

最初の 90kWh まで 1kWh 21.66 21.22 ▲0.44 

90kWh 超過 230kWh まで 1kWh 27.95 26.80 ▲1.15 

230kWh 超過分 1kWh 32.00 29.91 ▲2.09 

夜間時間 1kWh 10.70 15.20 ＋4.50 

通電制御型蓄熱式機器割引額 1kVA ▲132.00 --- 廃止 

5 時間通電機器割引額 1kVA ▲143.00 --- 廃止 
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■季時別電灯 PS 

 

■深夜電力 A 

 

■深夜電力 B 

※基本料金と電力量料金（燃料費調整額を除く）の合計から 10％割引 

 

■第２深夜電力 

 

区分 単位 
料金単価（税込み） 

旧料金 新料金 見直し内容 

基本 

料金 

1 契約につき最初の 10kW まで 1 契約 1,210.00 1,210.00 --- 

上記をこえる 1kW につき 1kW 396.00 396.00 --- 

電力量 

料金 

ピーク時間 1kWh 54.22 52.05 ▲2.17 

オフ 

ピーク 

時間 

最初の 90kWh まで 1kWh 20.90 20.50 ▲0.40 

90kWh 超過 230kWh まで 1kWh 26.97 25.89 ▲1.08 

230kWh 超過分 1kWh 30.88 28.90 ▲1.98 

夜間時間 1kWh 10.70 15.20 ＋4.50 

通電制御型蓄熱式機器割引額 1kVA ▲132.00 --- 廃止 

5 時間通電機器割引額 1kVA ▲143.00 --- 廃止 

区分 単位 
料金単価（税込み） 

旧料金 新料金 見直し内容 

定額制 1 契約 1,253.27 1,703.17 ＋449.90 

区分 単位 
料金単価（税込み） 

旧料金 新料金 見直し内容 

基本料金 1kW 297.00 297.00 --- 

電力量料金 1kWh 10.70 15.20 ＋4.50 

通電制御型夜間蓄熱式機器割引額※ 1 契約 ▲10% --- 廃止 

区分 単位 
料金単価（税込み） 

旧料金 新料金 見直し内容 

基本料金 1kW 198.00 198.00 --- 

電力量料金 1kWh 9.87 15.20 ＋5.33 



「はぴｅタイム」等の
一部電気料金メニューの見直しについて

（参考資料）

２０２１年１２月２０日
関西電力株式会社

添付資料②
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

ご家庭のお客さま向け電気料金メニュー

○新規受付を終了している「はぴeタイム」等の一部電気料金メニューの見直しを実施。

規制料金
メニュー

自由料金
メニュー

従量電灯A
（特定小売供給約款）

新規加入受付中 新規受付終了
ｅおとくプラン

なっトクでんき
（関電ガスとのセットメニュー）

はぴeセット

withU-NEXTでんき 等

はぴｅタイムＲ※

ｅスマート１０
はぴｅタイム
時間帯別電灯
季時別電灯ＰＳ
深夜電力Ａ・Ｂ
第２深夜電力

今回見直し対象の
電気料金メニュー

時間帯別に料金単価を設定

（ご家庭のお客さま向け電気料金メニューと見直し対象の電気料金メニュー）

※電力の小売全面自由化以降に設定した「はぴｅタイムＲ」は、今回の見直しに関する発電にかかる費用の変化を反映済
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

お客さまの一日の電気のご使用形態の変化

(%)

(時)

太陽光発電の設置拡大や省エネルギーの
進展などにより昼間時間帯の需要減少

電気給湯機の普及などにより
夜間（特に深夜）時間帯の需要増加

※24時間の電力需要の合計を100%として、各時間帯の比率をグラフ化

２０２０年度

２０１０年度
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

「はぴeタイム」料金単価の見直し内容

7時 10時 17時 23時 翌日7時

リビング
タイム

26.3323.47

22.89 22.89

15.20

31.77

リビング
タイム

デイタイム
（その他季） ナイトタイム

23.47

（円／kWh）

平日の場合（月～金） 休日扱いの日の場合（土・日・祝日等）

※1:見直し前の単価および見直し後の単価には、消費税等相当額を含みます。
※2:デイタイム（夏季）の料金単価は、見直し前34.95円/kWh、見直し後28.96円/kWhとなります。

「夏季」とは、毎年7月1日～9月30日の期間をいい、「その他季」とは、毎年10月1日～翌年6月30日の期間をいいます。
※3:「休日扱いの日」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。

▲5.44

▲0.58▲0.58

＋4.50

7時 23時 翌日7時

リビングタイム

23.47

22.89

15.20

10.70

ナイトタイム

（円／kWh）

▲0.58

＋4.50

見直し前の料金単価

10.70

※1

※2

※3
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

ガス併用住宅との光熱費比較（料金単価見直し後）

都市ガス併用の場合
（従来型ガス給湯器＋ガスコンロ）

オール電化
（エコキュート+IHクッキングヒーター）

都市ガス
9,180円/月

従量電灯A
12,846円/月

はぴeタイム
【はぴプラン(１０％)適用】

※新規加入停止済

【電化割引(5%)適用】

22,026円/月

電
気
料
金

ガ
ス
料
金

▲6,317円/月

※1:戸建4LDKにお住まいで4人家族［関西電力試算］、クレジットカード支払いの場合
※2:月額の試算結果は、年間の光熱費試算結果を１２で割って、１ヶ月平均にしたものです。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12月分）および再生可能エネ
ルギー発電促進賦課金(2021年5月～2022年4月分適用分)を、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12月分)を含みます。光熱費のみの比較であり、初期費用お
よび機器費用は別途必要となります。この内容は、あくまでも試算条件に基づいたものであり、実際の光熱費は、地域、機器効率、電気・ガスのご使用状況、燃料費調整額、原料費調整額等によって変わります。
※3:都市ガス併用は月間電気使用量437kWh、月間ガス使用量56㎥を、オール電化は契約容量10kW（2kVAのエコキュートを設置）、月間電気使用量610kWh(デイタイム：60kWh（夏季:19kWh、その他
季:41kWh）、リビングタイム:319kWh、ナイトタイム:231kWh)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]を基に算出した年間使用量を月平均値に割り戻して記載しています。
※4:「従量電灯A」には、口座振替割引を適用しておりません。
※5:エコキュート等の電気給湯機を設置した上で、「はぴeタイム」にご加入いただいたお客さまが、給湯・キッチン・冷暖房等すべての熱源を電気にし、当社との協議が整った場合は、はぴeプランを適用し、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10％(割引上限額は1ヶ月につき3,300円)を割引いたします。
※6:エコキュート等の電気給湯機を設置した上で、「はぴeタイムＲ」にご加入いただいたお客さまが、据え付けて使用する電磁誘導加熱調理器等のクッキングヒーターを設置いただき、お客さまが適用を希望され、当社との
協議が整った場合は電化割引を適用し、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。

▲5,585円/月

見直し影響
+730円/月

15,709円/月 16,441円/月※1,2,3 ※1,2,3 ※1,2,3

※4

※5 ※6

（料金単価見直し後）
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

電化の推進に向けた新たな取組み
○取組みの詳細は、ダイレクトメールおよび当社ホームページ等においてご案内します。

項目 概要

「はぴeポイント」加算率
2倍キャンペーン

対象の電気料金メニュー※1をご契約いただいているお客さまについて、2022年4月から2022年9
月までのご使用分に限り、「はぴeポイント」の加算を電気料金1,000円（税込）※2につき通常
8ポイント※3のところ16ポイント（通常の2倍）を加算する。
※1 対象の電気料金メニューは、「はぴeタイムR」「はぴeセット」「はぴeタイム」「時間帯別電灯」「季時別電灯PS」「深夜電力B*」「第2深夜電力*」

（* 今回のキャンペーン開始以降、「はぴeポイント」加算対象メニューに新たに追加いたします）
※2 ポイント加算対象の電気料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます
※3 「はぴｅみる電」で電気料金・ガス料金をご確認いただくことがポイント加算の条件となります

電気温水器から
「エコキュート」等への
買替応援キャンペーン

関西エリア※4の既築住宅において、当社の電気料金メニューをご契約いただいており、現在
「電気温水器」をお使いのお客さまについて、2022年4月から2022年9月までの期間中に省エネ
給湯機「エコキュート」等※5をご購入いただいたお客さまの買替費用の一部をサポート※6する。
※4 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
※5 集合住宅等でエコキュートの設置が物理的に困難な場合等については、電気温水器への買替も対象。既にエコキュートをご使用の場合は対象外。
※6 給湯機設置以降、関西電力の電気料金メニューを1年以上ご契約いただけるお客さまが対象です。キャンペーン適用は、お客さまから当社指定の様

式によりお申し出いただきます（応募方法やサポート内容の詳細については、当社WEBサイト等においてお知らせ予定）

お客さまのゼロカーボンを
実現するご提案と
豪華懸賞キャンペーン

高効率で環境に優しい「エコキュート」等を中心とした「オール電化向けメニュー」と、実質的に再生
可能エネルギー由来のCO2フリーの電気をお使いいただける「再エネECOプラン」を組み合わせた、
ご家庭まるごと「ゼロカーボンプラン」のご提案と、2022年4月から2022年9月までの期間中に
新規ご加入の場合に抽選で豪華賞品が当たる期間限定キャンペーンを実施※7する。
※7 キャンペーンの詳細内容については、当社WEBサイト等においてお知らせ予定

「はぴeタイムR」における
適用条件の見直し

ゼロカーボン社会の実現に向けた今後の多様な省エネ給湯機の技術開発を促進すべく、
「はぴeタイムR」の適用条件を見直します※8。
※8 現在の適用条件では、「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）」としているが、「総容量が原則として1kVA以上の電気式給湯設備等」に見直す


