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１ １ｋＷｈから、すべてのご家庭の電気料金が 

７月１日以降の「関西電力の認可価格（従量電灯Ａ）」よりお安くなります。 
 

２ １7ｋＷｈから、すべてのご家庭の電気料金が 

７月１日以降の「関西電力のなっトクでんき」よりお安くなります。 
 

 

３ すでに「コープでんき」をご契約されているご家庭は新たな申し込みは不要です。 
 
 

４ ７月の検針日より、自動的に新料金プラン（値下げ後料金）を適用します。 
 

 

「コープでんき」には、一般的なご家庭向けの『ベーシックプラン』と、電気をたくさん使うご家庭向けの『バリ

ュープラン』の２つの料金プランがありますが、今回の値下げは両プランの料金改定です。 
 

大阪いずみ市民生協は、全国の生協に先駆けて２０１６年４月１日より電気小売事業「コープでんき」

を開始し、３．３万件を超える契約件数（２０１８年６月２５日現在）となっています。 

生協の主力事業である「宅配事業や店舗事業、サービス斡旋事業」などと連携したサービスや競争力の

ある価格メニューにより、組合員の家計負担に役立つ事業展開をめざします。 

 

●ベーシックプランの場合● 

250kWh で 7.28％、350kWh で 7.46％の値下げとなります。 

 
○旧料金

最低料金 使用電力量料金（1kWhあたり）
1契約 ＋ 15kWh超過120kWhまで 120kWh超過200kWhまで 200kWh超過300kWhまで 300kWh超過
335.20 20.33 24.76 24.79 28.87

○新料金
最低料金 使用電力量料金（1kWhあたり）
1契約 ＋ 15kWh超過120kWhまで 120kWh超過200kWhまで 200kWh超過300kWhまで 300kWh超過
279.82 19.50 22.65 22.74 26.70

○値下げ率
最低料金 使用電力量料金（1kWhあたり）
1契約 ＋ 15kWh超過120kWhまで 120kWh超過200kWhまで 200kWh超過300kWhまで 300kWh超過
-16.52% -4.08% -8.52% -8.27% -7.52%  

 

新従量電灯A
（関西電力、7月1日以降）

新なっトクでんき
（関西電力、7月1日以降）

新ベーシックプラン 新従量電灯A 新なっトクでんき 新従量電灯A 新なっトクでんき

100kWh 24,422 23,727 23,268 -1,154 -459 -4.7% -1.9%

150kWh 38,233 36,958 36,039 -2,194 -919 -5.7% -2.5%

200kWh 53,466 51,189 49,682 -3,784 -1,507 -7.1% -2.9%

250kWh 68,816 65,543 63,478 -5,338 -2,065 -7.8% -3.2%

300kWh 84,701 80,473 77,930 -6,771 -2,543 -8.0% -3.2%

350kWh 101,295 96,141 93,172 -8,123 -2,969 -8.0% -3.1%

400kWh 118,373 112,331 108,994 -9,379 -3,337 -7.9% -3.0%

450kWh 135,658 128,731 125,042 -10,616 -3,689 -7.8% -2.9%

500kWh 152,858 145,051 141,011 -11,847 -4,040 -7.8% -2.8%

使用量
（※月平均）

電力料金合計（基本料金＋従量料金）
新ベーシックプランとの差額

（※年間）
新ベーシックプランとの割引率

（※年間）

 

「コープでんき」新料金プラン発表 

すべての使用量帯で電気料金を値下げします！ 



 

●バリュープランの場合● 

550kWh で 4.42％の値下げとなります。 
 

 

 

 

○旧料金
基本料金 使用電力量料金
1契約 ＋ 1kWhあたり
420.00 23.94

○新料金
基本料金 使用電力量料金
1契約 ＋ 1kWhあたり
420.00 22.85

○値下げ率
基本料金 使用電力量料金
1契約 ＋ 1kWhあたり
0.0% -4.55%  

 
 

新従量電灯A
（関西電力、7月1日以降）

新なっトクでんき
（関西電力、7月1日以降）

新 バリュープラン 新従量電灯A 新なっトクでんき 新従量電灯A 新なっトクでんき

500kWh 152,858 145,051 142,112 -10,746 -2,939 -7.0% -2.0%

550kWh 170,085 161,396 155,797 -14,288 -5,599 -8.4% -3.5%

600kWh 187,396 177,826 169,555 -17,841 -8,271 -9.5% -4.7%

700kWh 221,911 210,574 196,975 -24,936 -13,599 -11.2% -6.5%

800kWh 256,422 243,322 224,394 -32,028 -18,928 -12.5% -7.8%

900kWh 290,877 276,016 251,768 -39,109 -24,248 -13.4% -8.8%

1000kWh 325,445 308,818 279,233 -46,212 -29,585 -14.2% -9.6%

使用量
（※月平均）

電力料金合計（基本料金＋従量料金）
新バリュープランとの差額

（※年間）
新バリュープランとの割引率

（※年間）
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※ 値下げ前の旧料金プラン・電気料金合計には、平成 30 年 1 月～3 月の貿易統計価格に基づく燃料費調整単価で算定した燃料費調整

額を含みます。 
※ 値下げ前および値下げ後の料金プラン・電気料金合計には、平成 30 年 5 月分以降に適用する単価で算定した再生可能エネルギー  

発電促進賦課金を含めておりません。 
※ 電気シミュレーション結果は、組合員様の電気使用実績に基づく推定値となります。ご使用状況や気候・水温、ライフスタイルの変

化などによる電気ご使用量の変動、自家発電設備・蓄電池等のご利用有無、燃料費調整額などの事由により、電気料金シミュレーシ

ョン結果と実際の電気料金は異なります。 
※ なっトクでんきは、関電ガスご加入者専用メニューであるため、電気料金シミュレーション結果は参考値となります。 

 
■燃料費調整について 

料金改定と併せて、燃料費調整の前提諸元についても、見直しを実施します。 
この見直しにより、7 月 1 日以降、関西電力と「基準燃料価格」および「基準単価」が同一となりますので、関西電力が料金に含め

る燃料費調整額との差はございません。 
・基準燃料価格 改定前 25,500 円／ｋｊ    改定後 27,100 円／ｋｊ 
・基準単価   改定前 0.195 円／ｋWh    改定後 0.162 円／ｋWh 
※基準燃料価格とは、料金設定の前提である原油･ＬＮＧ･石炭の燃料価格の加重平均値で燃料費調整における価格変動の基準値です。 
※基準単価とは、燃料費調整単価の算定に用いる基準値で、平均燃料価格が基準燃料価格に比べて 1,000円/kl変動した場合の値です。 
※燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。※基準単価には、消費税等相当額を含みます。 
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【発行】大阪いずみ市民生活協同組合  理事長  勝山 暢夫（かつやまのぶお） 

 

【本件に関する問い合わせ先】     〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町２－２－１５ 

                   広報担当 高野(たかの)陽一 

                   （電話）072-232-5100  （FAX）072-225-2517 

                   （Email）y‐takano@izumi.coop 


