
２．料金メニュー「なっトクプラン」について
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「なっトクプラン」の供給エリア
「なっトクプラン」は、大阪ガスの都市ガス供給エリアでご利用になれます。
（大阪ガスと都市ガス契約をされているお客さまが対象です。）

※ 兵庫県赤穂郡上郡町、兵庫県佐用郡佐用町、兵庫県たつの市新宮町（大阪ガスの西播磨サテライトエリア）はご提供できません。
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さらに

「なっトクプラン」の概要

（円／月、円／㎥、税込）
料金単価等ひと月あたり３３㎥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。

○「電気セット割引(▲3％)」「早期契約割引(▲１％、平成31年4月分料金まで)」でさらにお得に！

あわせて 年間約8,900円相当お得!

が 相当貯まります。約300円（※３）

1ヶ月のご使用量 基本料金 従量料金 原料費調整後
(H29.1時点)

A 0㎥から20㎥まで 745.10 175.15 133.07

B 20㎥をこえ50㎥まで 1,243.70 150.22 108.14

C 50㎥をこえ100㎥まで 1,249.20 150.11 108.03

D 100㎥をこえ200㎥まで 1,658.20 146.02 103.94

E 200㎥をこえ350㎥まで 3,004.20 139.29 97.21

F 350㎥をこえ500㎥まで 3,308.70 138.42 96.34

G 500㎥をこえ1,000㎥まで 6,263.70 132.51 90.43

H 1,000㎥をこえる場合 6,573.70 132.20 90.12

電気セット割引
（▲３％）

当社の電気とセットで契約いただいたお客さ
まへの割引

早期契約割引
（▲１％）

平成30年1月末までに、ガスをお申込みい
ただいたお客さまへの割引（平成31年4月
分料金までの割引）（※２）

（※２）

大阪ガス
一般料金

63,348円/年
（原料費調整額含む）

（※１）

※１（試算条件）
・ひと月あたりの使用量33㎥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（平成18年4月～平成23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[一般ガス供給約款料金(平成27年4月8日実施)]・関電ガス[なっトクプラン(平成29年4月1日実施)]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(平成29年1月分)を含みます。関電ガス(なっトクプラン)は、
ガス供給条件等に基づき、平成29年1月分として仮に算定したものです。

・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。
※３ 年間約300円相当のはぴｅポイントは、ガス料金が年間を通じ約4,500円／月で、毎月「はぴｅみる電」にログインいただいた場合に貯まります。

なっトクプラン

57,744円/年
（原料費調整額含む）

▲約5,600円
（▲約８％）

（※１）

電気セット割引
早期契約割引 適用で

なっトクプラン
電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)
(平成31年4月分料金まで)

▲約8,600円
（▲約13％）

54,744円/年
（原料費調整額含む）

（※１）

例えば、月間ガス使用量33㎥のお客さまが、「なっトクプラン」にご加入いただくと、大阪ガスの「一般料金」に比べ、年間で
約5,600円（▲8％）お得になります。加えて、「電気セット割引」と「早期契約割引(平成31年4月分料金まで)」を合わせると、
年間で約8,600円（▲13％）お得になります。（新たに自由化分野となる法人のお客さまも「なっトクプラン」にご加入いただけます）

大阪ガスの一般料金は、一般ガス供給約款料金を指します。



9「なっトクプラン」の概要（Web)

なっトクプラン料金ＰＲ

大阪ガスの一般料金は、一般ガス供給約款料金を指します。
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大阪ガス
一般料金 なっトクプラン

電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)
(平成31年4月分料金まで)

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金

（電気セット割引）

63,348円/年 59,580円/年

※（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ご使用量です。
・ガスのひと月あたりの使用量33㎥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（平成18年4月～平成23年3月末の5年間の平均月間使用量）］を参照しました。
・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50㎥は、平成29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。（年間使用量：電気4,440kWh、ガス600㎥）関西電力のeおとくプランは電気のご使用量
がひと月あたり300kWhよりも多いお客さまにおとくな料金メニューです。

・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(平成29年1月分)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(平成29年1月分)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。
・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。

ガ
ス
料
金

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33㎥）

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50㎥）

電気・ガス両方を大阪ガスと契約する場合と比べて
電気・ガス料金が年間で約1,900円お得！

従量電灯Ａ

大阪ガス
ベースプランＡ
ガスセット割引
長期２年割引 従量電灯Ａ

140,856円/年

77,508円/年 74,640円/年

大阪ガス
一般料金

大阪ガス
GAS得プラン
もっと割料金

（電気セット割引）

87,708円/年 81,240円/年

従量電灯Ａ
大阪ガス

ベースプランＡ
ガスセット割引
長期2年割引

ｅおとくプラン

113,628円/年

117,456円/年 111,264円/年

電
気
料
金

なっトクプラン
電気セット割引(3%)
早期契約割引(1%)
(平成31年4月分料金まで)

▲約1,900円

▲約3,200円

電気・ガスを
各々と契約

電気・ガス両方を
大阪ガスと契約

電気・ガス両方を
と契約

電気・ガスを
各々と契約

電気・ガス両方を
大阪ガスと契約合

計 134,220円/年 132,252円/年 205,164円/年 192,504円/年 189,216円/年

電気・ガス両方を大阪ガスと契約する場合と比べて
電気・ガス料金が年間で約3,200円お得！

77,508円/年

54,744円/年 75,588円/年

（※） （※）

▲約8,600円

▲約15,900円

電気・ガス両方を
と契約
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電気の使用量や料金の確認に加え暮らしに役立つお得で便利なコンテンツを多数ご利用いただける
WEBサービス で、 の使用量や料金をご確認いただけます。

の概要

ローカル・クーポン
情報

お住まいのエリアなどのクーポン・
店舗情報を簡単検索

家電サポート
省エネ情報やリコール情報

をご案内

ポイント通帳
ポイントカードのポイント数や

有効期限を管理

省エネアドバイス
家電機器等の省エネ

アドバイスを毎月ご提供

いつでもどこでも
ガス料金を
チェックできる！

ガスの見える化で
省エネ！

暮らしに役立つ
コンテンツ！

LINEでもガス料金
を確認できる! ※2

STYLE
MAGAZINE

グルメや家電製品プレゼントなど
月替りでお楽しみ情報が満載

電気料金のチェック
もまとめてできる！ ※1

さらに！
電気料金・ガス料金
だけではなく、家庭の
エネルギー全体を

管理できる！

過去のガス料金
をチェックできる！ ※1 ＜過去のガス料金・使用量確認画面イメージ＞

使用量

料 金

※1 当社との契約以降のデータが対象となります。
※2 LINE「はぴeみる電」アカウントとの友だち登録および「はぴeみる電」会員IDのひもづけが必要です。ご利用にはインターネット環境が必要です。通信料・インターネット接続料は、お客さまのご負担になります。
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の概要

ポイントがたまる！

ポイントをつかう！

・貯まったポイントは、普段ご利用の他社ポイントに交換いただけます。

・キッチン用品、グルメ、カタログギフトなど、400種類以上のアイテムに交換いただけます。
・豪華商品の抽選に応募いただけます。

でたまる
○電気ガスのご使用で、毎月ポイントがたまる

＜電気※1の場合＞

※1
・ご契約メニューがはぴeタイム、eスマート10、時間帯別電灯、季時別電灯PS、はぴｅプラス、eおとくプランの
お客さまに限ります。
・従量電灯A、Bは1,000円（税込）につき3ポイントです。
・ポイントを付与する対象の電気料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。
※2
・ご契約メニューがなっトクプラン、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
力のお客さまに限ります。

＜ガス※2の場合＞

毎月「はぴeみる電」にログインし、省エネアドバ
イス等をご利用いただいた場合にたまります。

以外でもたまる
○グループサービスのご利用でたまる

○オンライン加盟店でたまる

○はぴｅVISAカードでたまる

○スタンプを集めるとたまる

毎日まわせるスロットチャンスでスタンプゲット！

○ログイン、情報登録
省エネアドバイス等でたまる

○はぴｅみる電をご利用いただいているお客さまが「はぴｅポイントクラブ」にご登録いただくとおトクなポイントがた
まります。

○たまったポイントは、便利なアイテムへの交換や暮らしに役立つサービス、他社ポイントへの交換などにご利用い
ただけます。
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「 スタート！キャンペーン」の概要
期間限定のキャンペーンとして､平成２９年４月１日から平成２９年６月３０日までの間に、

の｢なっトクプラン｣ にお申込みいただいたお客さまの中から、
抽選で、１，０００名さまに３万円分相当のカタログギフトなどをプレゼント。（※）

[受付時間] 9:00～20:00（平日のみ）0800-777-5800
「関電ガス スタート！キャンペーン」お問い合わせ先

写真はイメージです。商品の色やデザイン、仕様は変更になる場合がございます。

※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。

※ 「なっトクプランM」、「なっトクプランL」については、対象外です。
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「なっトクプラン」のご使用開始までの流れ
切り替えに伴う諸手続き（通常、お申込みから受付完了までに７営業日程度の日数が必要
です）を経た後、大阪ガスの次回検針日の翌日より供給を開始いたします。

１．お申込み

２．ご契約内容のご案内

３．ご使用開始（定例検針日の翌日から）

当社ホームページや電話、販売代理を実施いただく事業者（パートナー
企業・団体）からお申し込みいただけます。

当社から「ガスのご契約内容に関するお知らせ」を送付させていただきます。

○契約期間は，需給契約が成立した日から，契約使用期間満了の日までといたします。
契約使用期間は，次によります。
⑴ 契約使用期間は，４月１日から翌年の３月31日まで（料金適用開始の日が属する年
度については,当該年度の3月31日まで）といたします。
⑵ 契約使用期間満了に先だって，お客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申出が
ない場合は，契約使用期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

○解約金はございません。
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Webによるお申込み

お電話によるお申込み

【受付時間】
ご家庭のお客さま 9:00～20:00

http://kepco.jp/gas/

関電ガス 検索

①料金シミュレーションサイト

②お申込みサイト

販売代理店経由による
お申込み

申込書によるお申込み

お申込み方法


