
平成 30年 4月 27日  

電気使用量にかかわらずお得になる低圧電気料金プラン 

「マイホームあかり・ライト」を新設 

京葉ガス株式会社は、平成 30年 5月 1日より、主に家庭用のお客さまを対象とする低圧電

気料金プラン「マイホームあかり・ライト」を新設いたします。 

１．「マイホームあかり・ライト」の概要 

・契約電流 30A以上のお客さまが対象となります。

・電気使用量にかかわらず※1東京電力エナジーパートナー㈱（以下「東京電力 EP」）の従量電灯 Bよ

りもお得になるプランです。

・付帯割引※2 として、当社との都市ガスご使用契約の種別に応じて、毎月の電気料金から定率を割

引きます（参考２）。

・京葉ガスの都市ガスをお使いの標準的なご家庭の場合、年間約 2,500円(約 3.0％)※3お得になりま 

す。 

年間使用量 
マイホームあかり・

ライト（ペア割）

東京電力ＥＰ 

従量電灯Ｂ 
年間メリット額 お得率 

３,１２０kWh 

（月平均２６０kWh） 
８０，１８４円 ８２，６９３円 ▲２,５０９円 ▲３．０%

２．「マイホームあかり・ライト」の実施日 

平成 30年 5月 1日（火） 

３．お申し込み  
お申し込み方法は下表のとおりです。 

申し込み方法 受付開始日 

新規のお申し込み 
当社ホームページ 

申込書 

平成 30 年 5 月 1 日（火） 

当社ホームページからのお申し込みは 13 時から 

契約変更のお申し込み 申込書 平成 30 年 5 月 1 日（火） 

なお、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  (http://www.keiyogas.co.jp/home/kiki/denki/nagare.html) 

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。 

４．お問い合わせ  
京葉ガス お客さまコールセンター  松戸 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) 



 
 
 
【参考１】 「マイホームあかり・ライト」料金表（平成 30年 5月 1 日実施）  

 単位 料金単価(税込) 

基本料金 

(ひと月あたり) 
契
約
電
流 

３０Ａ 1契約 842.40円 

４０Ａ 〃 1,123.20円 

５０Ａ 〃 1,404.00円 

６０Ａ 〃 1,684.80円 

電力量料金 最初の 120kWhまで 1kWh 19.50円 

120kWhをこえ 300kWhまで 〃 24.99円 

300kWhをこえたもの 〃 27.13円 
      

【参考２】 「マイホームあかり・ライト」付帯割引（平成 30年 5 月 1 日実施） 
 

種別 適用条件※4 
割引内容 

マイホームあかり・ライト 

ペア割 当社の都市ガスをご使用のお客さま 
毎月の電気料金から 

0.5％割引※5 

ほっと割 

当社の家庭用自由料金 

｢ホットほっと｣、｢ゆかほっと｣ 

をご利用のお客さま 

毎月の電気料金から 

0.7％割引※5 

ピカ割 
当社の家庭用自由料金 

｢ピカほっと｣をご利用のお客さま 

毎月の電気料金から 

1.0％割引※5 

     
※1「マイホームあかり・ライト」は電気使用量にかかわらず、東京電力 EP の従量電灯 B よりもお得になります。ただし、月の電気使用

量が約 390kWh以上の場合には、当社既存の低圧電気料金プランである「マイホームあかり」の方が「マイホームあかり・ライト」よ

りもお得になります。なお、電気の使用量は月により変動しますので、当社ホームページにてシミュレーションすることをおすすめ

いたします。http://www.keiyogas.co.jp/home/kiki/denki/simulation/index.php   
※2 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、【参考２】に示すいずれか一つの付帯割引が適用されます。なお、

｢マイホームあかり｣および ｢ビジネスあかり｣には、基本料金から定額を割引く付帯割引が適用されます。   
※3 年間の電気使用量が 3,120kWh(260 kWh/月)、契約電流 30Ａの場合。東京電力 EPの電気料金は、従量電灯 B(平成 28年 6月からの適用

料金、口座振替割引は含まず)、当社の電気料金はマイホームあかり・ライト(ペア割適用)にて試算。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まず、消費税等相当額は含みます。お客さま毎の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。   
※4 付帯割引は当社のガスをご契約いただいているお客さま、またはガスの使用契約をお申し込みいただいたお客さまが対象となります。

現在、ガス料金を払込用紙でお支払いいただいているお客さまは、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

の変更をお願いいたします。   
※5 割引額は、割引前における毎月の電気料金の基本料金および電力量料金（燃料費調整額を含む）の合計額に割引率を乗じて算定し、

算定結果の 1円未満の端数を切り上げたものとします。 
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「マイホームあかり・ライト」の付帯割引

種別 適用条件 割引内容

ペア割（定率） 当社の都市ガスをご使用のお客さま 毎月の電気料金※から0.5%割引

ほっと割（定率）
当社の家庭用自由料金「ホットほっと」・「ゆかほっと」

をご利用のお客さま
毎月の電気料金※から0.7%割引

ピカ割（定率）
当社の家庭用自由料金「ピカほっと」

をご利用のお客さま
毎月の電気料金※から1.0%割引

※基本料金と電力量料金の合計（燃料費調整額を含み、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まない）

「マイホームあかり・ライト」の特徴 

1 

●電気使用量にかかわらず全てのお客さまが東京電力エナジーパートナー㈱（以下「東京電
力EP」）の「従量電灯B※」よりもお得になります。 
●当社の都市ガスご使用契約の種別に応じた付帯割引があります。 
※平成28年6月からの適用料金、口座振替割引は含みません 

(参考)「マイホームあかり」の付帯割引

種別 適用条件 割引内容

ペア割 当社の都市ガスをご使用のお客さま 毎月の基本料金から170円割引

ほっと割
当社の家庭用自由料金「ホットほっと」・「ゆかほっと」

をご利用のお客さま
毎月の基本料金から250円割引

ピカ割
当社の家庭用自由料金「ピカほっと」

をご利用のお客さま
毎月の基本料金から300円割引



差額

　②－①

アンペア 税込

10 ー

15 ー

20 ー

30 0.0

40 0.0

50 0.0

60 0.0

最初の120kWh

まで
-0.02

120kWhをこえ

300kWhまで
-1.01

300kWhを

こえたもの
-2.89

▲0.5 %（ペア割）

▲0.7 %（ほっと割）

▲1.0 %（ピカ割）

ー

税込

1,684.8

1,404.0

1,123.2

842.4

ー

電力量

料金
(円/kWh)

842.4

ー

(平成28年4月1日実施)

従量電灯B
マイホームあかり・ライト

標準

421.2

280.8

税込

ー

料金表

①東京電力 ②京葉ガス（新プラン）

基本

料金

(円)

27.13

24.99

19.50

30.02

26.00

19.52

付帯割引

561.6

1,684.8

1,404.0

1,123.2

「マイホームあかり・ライト」の特徴 東京電力EP(従量電灯B)との比較 

2 

●東京電力EP」の「従量電灯B」との料金比較は下図のとおりです。 
●電気使用量にかかわらず、「従量電灯B」よりもお得になります。 
●さらに、当社の都市ガスご使用契約の種別に応じた付帯割引があります。 

120 300 

全ての使用量において 
東京電力EP(従量電灯B)よりもお得 



年間ガス・電気料金イメージ（マイホームあかり・ライト） 

3 

●ガス使用量 ：年間約450m3 「バリューほっと（長割）」 
●電気使用量：年間3,120kWh(月平均260kWh) 30A 「マイホームあかり・ライト(ペア割)」 
※京葉ガスのガス料金は平成30年4月時点の基準単位料金(原料調整額含まず・消費税含む)、東京電力EPの電気料金は従量
電灯B(平成28年6月からの適用料金、口座振替割引は含まず)、京葉ガスの電気料金は「マイホームあかり・ライト(ペア割適用)」
による試算です。なお試算には、燃料費調整額と再エネ賦課金は含まず、消費税は含みます。お客さま毎の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。 

東京電力EP 

の電気料金 

（従量電灯B） 

京葉ガス 
の電気料金 

（マイホームあかり・ 
 ライト(ペア割)） 

東京電力EP 

の電気料金 

（従量電灯B） 

京葉ガス 

のガス料金 

（一般料金） 

京葉ガスのガス料金 

（バリューほっと  
 長割） 

京葉ガスのガス料金 

（バリューほっと  
 長割） 

年間約5,000円お得に！ 年間約7,500円お得に！ 
ガス料金メリット 

約5,000円/年 

＋ 
電気料金メリット 

約2,500円/年 

 
 
 

京葉ガスのお得な料金プランで 

ガスと電気をセットにすると 

約7,500円/年 

お得に！ 

お得なガス料金プランで +お得な電気料金プランで 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

電気使用量（主暖房電気） 394 380 319 211 186 186 238 274 232 180 213 307 3,120
（単位：kWh） 


