
電気料⾦メニューについて
（ご家庭および業務⽤の低圧お客さま向け）

平成28年3⽉24⽇



電気料⾦メニューの概要
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7⽉からの家庭⽤や業務⽤のお客さまへの低圧の電気販売
に向けて、3種類のメニューをご⽤意いたしました。

マイホームあかり

ビジネスあかり

ビジネスちから

主に家庭⽤のお客さま向け(40A以上)
（従量電灯B相当）

動⼒⽤の電気をご利⽤のお客さま向け
(低圧電⼒相当)

家庭⽤の⼀部と業務⽤のお客さま向け
(従量電灯C相当)



電気料⾦メニューの概要
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●当社の都市ガスをお使いいただいているお客さま、または都市ガスの
使⽤契約をお申し込みいただいたお客さま向けメニューになります。

●マイホームあかりとビジネスあかりは、電気の使⽤量が多いお客さまほど、
東京電⼒の従量電灯に⽐べてお得になります。
また、都市ガスのご使⽤契約の種別による付帯割引がございます。

●マイホームあかりは、40Ａ・50Ａ・60Ａの契約電流になります。
●毎⽉の電気使⽤量や料⾦明細は、インターネットにてご確認いただけます。
●ガス料⾦のお⽀払い⽅法が払い込みのお客さまは、電気をお申し込みの
際に⼝座振替またはクレジットカード払いへの変更が必要となります。

●原則として、お⼿続きに係る費⽤や解約⾦※はありません。
※契約電⼒等の変更から1年以内の解約で、当社が送配電事業者から供給設備等に係る費⽤を請求された場合を除きます。



電気料⾦メニューの概要
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付帯割引

ペア割

ほっと割

ピカ割

当社の都市ガスをご使⽤のお客さま

当社の家庭⽤選択約款｢ピカほっと(家庭⽤
コージェネレーションシステム契約)｣をご利⽤の
お客さま

当社の家庭⽤選択約款｢ホットほっと(家庭⽤
ガス暖房契約)｣｢ゆかほっと(家庭⽤ガス温⽔
床暖房契約)｣をご利⽤のお客さま



電気料⾦メニューの概要

5

【ピカ割】 の場合 約250kWh以上【ピカ割】 の場合 約250kWh以上
【ほっと割】の場合 約280kWh以上【ほっと割】の場合 約280kWh以上
【ペア割】 の場合 約310kWh以上【ペア割】 の場合 約310kWh以上⽉の使⽤量が

で

現在の東京電⼒㈱の従量電灯に⽐べて、お得になります。

マイホームあかり

ビジネスあかり では

では

⽉の使⽤量が 【ペア割】 の場合 約300kWh以上【ペア割】 の場合 約300kWh以上

で
現在の東京電⼒㈱の従量電灯に⽐べて、お得になります。



電気料⾦メニューの⼀覧
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主に家庭⽤の
お客さま

従量電灯Ｂ
(40A,50A,60A)

マイホーム
あかり

主に業務⽤の
お客さま

従量電灯Ｃ
（6kVA以上）

低圧電⼒

ビジネス
あかり

ビジネス
ちから

ペア割
ガスとのセット割

ほっと割
ガス選択約款の「ホットほっ
と」「ゆかほっと」とのセット割

ピカ割
ガス選択約款の「ピカほっと」

とのセット割

相当する東京電⼒
㈱の料⾦メニュー 料⾦メニュー名称 付帯割引

｢マイホームあかり｣｢ビジネスあかり｣で
は、電気をお使いの場所において、
当社とのガス使⽤契約の種別に応じ、
いずれか⼀つの付帯割引が適⽤され、
基本料⾦より割引されます。



マイホームあかり
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単位 料⾦単価(税込)
基本料⾦
（ひと⽉あたり）

契約電流 40A
1契約

1,123.20円
50A 1,404.00円
60A 1,684.80円

電⼒量料⾦ 第１段階料⾦ 最初の400kWhまで
1kWh

24.10円
第２段階料⾦ 400kWhを超えたもの 25.96円

付帯割引 基本料⾦から割引(税込) 対象のお客さま
ペア割 ひと⽉あたり170円割引 京葉ガスの都市ガスをご利⽤
ほっと割 ひと⽉あたり250円割引 ガス選択約款「ホットほっと」「ゆかほっと」をご利⽤
ピカ割 ひと⽉あたり300円割引 ガス選択約款「ピカほっと」をご利⽤

料⾦表

「燃料費調整額」と「再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦」は上記料⾦表に含まれておりません。



ビジネスあかり
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料⾦表

単位 料⾦単価(税込)
基本料⾦（ひと⽉あたり） 1kVA 280.80円
電⼒量料⾦ 第１段階料⾦ 最初の400kWhまで

1kWh
23.97円

第２段階料⾦ 400kWhを超えたもの 25.86円

付帯割引 基本料⾦から割引(税込) 対象のお客さま
ペア割 ひと⽉あたり170円割引 京葉ガスの都市ガスをご利⽤
ほっと割 ひと⽉あたり250円割引 ガス選択約款「ホットほっと」「ゆかほっと」をご利⽤
ピカ割 ひと⽉あたり300円割引 ガス選択約款「ピカほっと」をご利⽤

「燃料費調整額」と「再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦」は上記料⾦表に含まれておりません。



ビジネスちから
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料⾦表
単位 料⾦単価(税込)

基本料⾦（ひと⽉あたり） 1kW 1,005.77円
電⼒量
料⾦

夏季
（7〜9⽉）

第１段階
料⾦

「契約電⼒×85」
kWhまで

1kWh

16.95円

第２段階
料⾦

「契約電⼒×85」
kWhを超えたもの

23.39円

その他季
（1〜6⽉およ
び10〜12⽉）

第１段階
料⾦

「契約電⼒×85」
kWhまで

15.41円

第2段階
料⾦

「契約電⼒×85」
kWhを超えたもの

21.25円

ビジネスちからには付帯割引はございません。検針⽇が属する季節の単価が適⽤されます。
「燃料費調整額」と「再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦」は上記料⾦表に含まれておりません。



マイホームあかり（モデル1）
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京葉ガスの都市ガスとガス暖房機器をご利⽤いただいているお客さまで、
年間の電気使⽤量が4,800kWhの場合。

年間約6,900円
（約5％）お得

現在の料⾦ 京葉ガスの料⾦
試算条件
・年間の電気使⽤量が4,800kWh(平均⽉使⽤量400kWh)、契約電流40Aの場合。
・現在の料⾦は東京電⼒㈱の従量電灯B(平成28年6⽉からの適⽤料⾦です、⼝座振替割引54円/⽉は含みません)。
・京葉ガスの料⾦はマイホームあかり(ほっと割)を適⽤した場合の料⾦。
・試算には燃料費調整額と再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は含みません。消費税等相当額は含みます。
・お客さま毎に⽉別使⽤量は異なるため、年間のお得になる⾦額は変動します。

マイホームあかり
（ほっと割）



マイホームあかり（モデル2）
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京葉ガスの都市ガスをご利⽤いただいているお客さまで、
年間の電気使⽤量が8,400kWhの場合。

年間約21,000円
（約9％）お得

現在の料⾦ 京葉ガスの料⾦
試算条件
・年間の電気使⽤量が8,400kWh(平均⽉使⽤量700kWh)、契約電流50Aの場合。
・現在の料⾦は東京電⼒㈱の従量電灯B(平成28年6⽉からの適⽤料⾦です、⼝座振替割引54円/⽉は含みません)。
・京葉ガスの料⾦はマイホームあかり(ペア割)を適⽤した場合の料⾦。
・試算には燃料費調整額と再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は含みません。消費税等相当額は含みます。
・お客さま毎に⽉別使⽤量は異なるため、年間のお得になる⾦額は変動します。

マイホームあかり
（ペア割）



ビジネスあかり（モデル）
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京葉ガスの都市ガスをご利⽤いただいている業務⽤のお客さまで、
年間の電気使⽤量が15,000kWhの場合。

年間約50,000円
（約10％）お得

現在の料⾦ 京葉ガスの料⾦
試算条件
・年間の電気使⽤量が15,000kWh(平均⽉使⽤量1,250kWh)、契約容量16kVAの場合。
・現在の料⾦は東京電⼒㈱の従量電灯C (平成28年6⽉からの適⽤料⾦です、⼝座振替割引54円/⽉は含みません) 。
・京葉ガスの料⾦はビジネスあかり(ペア割)を適⽤した場合の料⾦。
・試算には燃料費調整額と再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は含みません。消費税等相当額は含みます。
・お客さま毎に⽉別使⽤量は異なるため、年間のお得になる⾦額は変動します。

ビジネスあかり
（ペア割）



ビジネスちから（モデル）
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動⼒⽤の電気の年間使⽤量が5,640kWhの場合。

年間約4,500円
（約2％）お得

現在の料⾦ 京葉ガスの料⾦
試算条件
・年間の電気使⽤量が5,640kWh(平均⽉使⽤量470kWh)、契約容量8kWの場合。
・現在の料⾦は東京電⼒㈱の低圧電⼒(平成28年6⽉からの適⽤料⾦です、⼝座振替割引54円/⽉は含みません、
⼒率割引は含みます)。
・京葉ガスの料⾦はビジネスちからを適⽤した場合の料⾦。
・試算には燃料費調整額と再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は含みません。消費税等相当額は含みます。
・お客さま毎に⽉別使⽤量は異なるため、年間のお得になる⾦額は変動します。

ビジネスちから



販売地域と料⾦のお⽀払い⽅法
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販売地域

電気料⾦のお⽀払い⽅法

当社の都市ガスをお使いいただいているお客さま、または都市ガスの使⽤
契約をお申し込みいただいたお客さまへ電気を販売いたします。

【ガスの供給エリア】

※ガス料⾦のお⽀払い⽅法が払い込みのお客さまは、
電気をお申し込みの際に、⼝座振替または
クレジット払いへの変更をお願いいたします。

ガス料⾦とまとめて、⼝座振替またはクレ
ジットカードにてお⽀払いただけます。

その他、料⾦のお⽀払い⽅法やお⽀払い状況等によって、電気販売を
お受けできない場合がございます。



お申し込み・お問い合わせ
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お申込書によるお⼿続きは4⽉25⽇(⽉)より、
インターネットによるお⼿続きは7⽉4⽇(⽉)より開始いたします。
詳細につきましては、当社ホームページなどでご案内いたします。

お申し込み

お問い合わせ
お申込書やパンフレットのお取り寄せは、当社ホームページ
またはお客さまコールセンターまで、ご連絡をお願いいたします。

京葉ガス ホームページ http://www.keiyogas.co.jp/
京葉ガス お客さまコールセンター 松⼾ ０４７－３６１－０２１１
（お客さまコールセンター受付時間：⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 9時〜19時 休業⽇：⽇曜⽇、祝⽇、年末年始 等）


