
「ＨＡＳＥＫＯでんき by 中部電⼒」の 
カテエネプラン 

（対 象）東京電⼒パワーグリッドの供給エリアで 
⻑⾕⼯グループが管理受託しているマンション
にお住まいのお客さま 

（申込開始⽇）2017 年 6 ⽉ 19 ⽇ 
（特 典）初回料⾦確定⽉〜12 ヶ⽉間カテエネ  ポ

イントを毎⽉ 100P プレゼント 

「カテエネガスプラン for ＨＡＳＥＫＯ」 
（対 象）東邦ガスの都市ガスをご利⽤で 

  ⻑⾕⼯アネシスの⾼圧⼀括受電サービ
スを導⼊しているマンションにお住いのお
客さま 

（申込開始⽇）2017 年 6 ⽉ 19 ⽇ 
（特 典）東邦ガスよりおトクな料⾦メニュー 

＋さらにガス料⾦を 2%割引

ガ ス 電 気 

 

 

2017 年 5 月 31 日 
株式会社長谷工アネシス 

中部電力株式会社 
 

長谷工アネシスと中部電力との電力・ガス販売に関する業務提携について 

 

 株式会社長谷工アネシス（代表取締役社長：木下 寛、以下「長谷工アネシス」）および  

中部電力株式会社（代表取締役社長：勝野 哲、以下「中部電力」）は、本日、電力・ガス    

販売に関し、業務提携に関する契約を締結しましたのでお知らせいたします。 
 この契約は、長谷工アネシスと中部電力による首都圏における一般家庭向け電力販売と、

東邦ガス供給エリアにおける一般家庭向けガス販売を実施する際の提携について取り決めた

ものです。 
 今後両社は、中部電力グループが保有する電力販売ノウハウを活用し、東京電力パワーグ

リッドの供給エリアで長谷工グループが管理受託しているマンションにお住いのお客さまへ

「ＨＡＳＥＫＯ でんき by 中部電力」のカテエネプランを、また、東邦ガスの都市ガスをご

利用で長谷工アネシスの高圧一括受電サービスを導入しているマンションにお住いのお客さ

まへ「カテエネガスプラン for ＨＡＳＥＫＯ」をご提供してまいります。 

 長谷工アネシスおよび中部電力は、電力・ガスの小売全面自由化に積極的に取り組み、    

エネルギーに関するお客さまの多様なニーズにお応えできるよう努めてまいります。 

【長谷工アネシスと中部電力の電力・ガス販売の提携概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※  長谷工アネシスは、高圧一括受電サービスをはじめとしたマンションライフサービスとしての     

インフラ関連サービスメニューの拡充を今後も更に進めていく。 
※  中部電力は、首都圏の電力販売において、早期に 20 万件のお客さまとのご契約を、および、   

中部エリアのガス販売において、今後 5 年間で 20 万件のお客さまとのご契約を目指す。 
 

 

以 上 

9909297
テキストボックス
長谷工コーポレーションホームページへ

9909297
テキストボックス
長谷工アネシスホームページへ

http://www.haseko.co.jp/hc/
http://www.haseko.co.jp/ha/


⻑⾕⼯アネシスと中部電⼒との電⼒・ガス販売に関する
業務提携について

（添付資料）

2017年5⽉31⽇
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⻑⾕⼯アネシスと中部電⼒の販売提携概要

電気

「HASEKOでんき by中部電⼒」の
カテエネプラン

（対 象）東京電⼒パワーグリッドの供給エリアで
⻑⾕⼯グループが管理受託しているマンション
にお住いのお客さま

（申込開始⽇）2017年6⽉19⽇

（特 典）初回料⾦確定⽉〜１２ヶ⽉カテエネ
ポイントを毎⽉１００Ｐプレゼント

「カテエネガスプラン for HASEKO」
（対 象）東邦ガスの都市ガスをご利⽤で

⻑⾕⼯アネシスの⾼圧⼀括受電サービ
スを導⼊しているマンションにお住いのお
客さま

（申込開始⽇）2017年6⽉19⽇
（特 典）東邦ガスよりおトクな料⾦メニュー

＋
さらにガス料⾦を2%割引

⻑⾕⼯アネシスと中部電⼒は、東京電⼒パワーグリッドの供給エリアで⻑⾕⼯グループが管理受託しているマンショ
ンにお住いのお客さまを対象に「ＨＡＳＥＫＯでんき by中部電⼒」のカテエネプランを、また、東邦ガスの都市ガ
スをご利⽤で⻑⾕⼯アネシスの⾼圧⼀括受電サービスを導⼊しているマンションにお住いのお客さまを対象に「カテエ
ネガスプラン for HASEKO」を提供してまいります。

ガス
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⻑⾕⼯アネシスと中部電⼒の販売提携スキーム

「ＨＡＳＥＫＯでんき by 中部電⼒」のカテエネプラン

中部電⼒
（⼩売電気事業者） お客さま

⻑⾕⼯アネシス
（販売(媒介)者）

「HASEKOでんき
by 中部電⼒」の
カテエネプラン

共同開発

電⼒需給契約「カテエネプラン」

「カテエネガスプラン for ＨＡＳＥＫＯ」

中部電⼒
（ガス⼩売事業者） お客さま

⻑⾕⼯アネシス
（販売(媒介)者）

カテエネガスプラン
for HASEKO

ガス需給契約「カテエネガスプラン for HASEKO」

共同開発
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「HASEKOでんき by 中部電⼒」のカテエネプラン 概要

東京電⼒パワーグリッド供給エリアで⻑⾕⼯グループが管理受託するマンションにお
住まいのお客さまが、「ＨＡＳＥＫＯでんき」専⽤ホームページより初めてお申込みいただき、
中部電⼒のカテエネプランにご契約いただくと、特典として、初回料⾦確定⽉から１２ヶ⽉間
カテエネポイント１００Ｐを毎⽉プレゼントいたします。

名称 オススメの対象者 適⽤料⾦メニュー 申込み⽅法

「HASEKOでんき
by 中部電⼒」の
カテエネプラン

東京電⼒の従量電灯Ｂのご契約で契
約電流が30〜60Aのお客さま、また
は従量電灯Ｃのご契約のお客さま

中部電⼒の
カテエネプラン

「HASEKOでんき」
専⽤ホームページ

から申込み

＜メリット額（年間）（税込）（40Ａ・300ｋＷｈ／⽉）＞
料⾦メニュー 電気料⾦※3 その他メリット 合計（最⼤メリット額）※3

東京電⼒
従量電灯B 86,652円 － 86,652円

カテエネプラン 83,484円
「HASEKOでんきby中部電⼒」のカテエネプラン特典

▲1,200円相当額※1
通常のカテエネプラン内で獲得できる年間最⼤ポイント数

▲1,140円相当額※2

81,144円
（▲5,508円）

※1 「HASEKOでんき by 中部電⼒ 」のカテエネプラン特典（ 100P×12ヶ⽉分）を電気料⾦に充当することが可能
※2 カテエネ内で貯められるポイント（年間最⼤1,140P）を電気料⾦に充当することが可能
※3 消費税等相当額を含む。燃料費調整額は、平成29年6⽉分単価にて算出。再⽣可能エネルギー促進賦課⾦および⼝座振替割引は含まない。
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【参考】中部電⼒のカテエネプランの概要

＜表１＞東京電⼒の従量電灯Ｂと⽐較した場合の年間のメリット額は次のとおり（カテエネポイントのメリット含む）

 電気のご使⽤量に関わらずおトク
・東京電⼒の従量電灯B・Cと同じ3段階料⾦制を採⽤し、基本料⾦・電⼒量料⾦の単価を引き下げ。
・ご使⽤量に関わらずメリットがあるので、ご使⽤量が少ないお客さまでも安⼼してご加⼊いただけ

ます。
・さらに、ご使⽤量の多いお客さまほど、メリットが⼤きくなります。

 業界トップクラスの低価格
東京電⼒の従量電灯と⽐較しカテエネポイント分を含めて表１のとおりお得になります。

＜表２＞料⾦単価表
カテエネプラン (参考)東京電⼒従量電灯Ｂ

基本料⾦ 1⽉/1kVAあたり 262.80円（税込） 280.80円（税込）

電⼒量料⾦
最初の120kWhまで 1kWhあたり 19.42円（税込） 19.52円（税込）

120kWhから300kWhまで 1kWhあたり 25.00円（税込） 26.00円（税込）

300kWhを超える 1kWhあたり 26.00円（税込） 30.02円（税込）

※ カテエネ内で貯められるポイント（年間最⼤1,140P）を電気料⾦に充当することが可能
※ 消費税等相当額を含む。燃料費調整額は、平成29年6⽉分単価にて算出。再⽣可能エネルギー促進賦課⾦

および⼝座振替割引は含まない。

30A 40A 50A

200kWh/⽉ ▲ 2,892円 ▲ 3,108円 ▲ 3,324円

300kWh/⽉ ▲ 4,092円 ▲ 4,308円 ▲ 4,524円

400kWh/⽉ ▲ 8,916円 ▲ 9,132円 ▲ 9,348円
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「カテエネガスプラン for HASEKO」の概要

東邦ガスの都市ガスをご利⽤で⻑⾕⼯アネシスの⾼圧⼀括受電サービスを導⼊しているマンション
にお住まいのお客さまが、中部電⼒のカテエネガスプランをセットでご契約いただくことにより、
セット特典として、おトクなカテエネガスプラン料⾦をさらに２％を割引いたします。

メニュー名称 販売対象 特典 申込み⽅法

カテエネガスプラン
for ＨＡＳＥＫＯ

愛知県、岐⾩県、三重県にお住いで東
邦ガスの都市ガスをご利⽤し、かつ、
⻑⾕⼯アネシスが提供する⾼圧⼀括受
電サービスのお客さま

東邦ガスより
おトクなガス料⾦

＋
ガス料⾦の
2%割引

⻑⾕⼯アネシスが配布する
専⽤申込書により申込み

＜メリット額（年間、税込）(ガス使⽤量：31m3/⽉での試算）＞

料⾦メニュー ガス料⾦ 割引額（セット特典） 合計額（メリット額）

東邦ガス
⼀般供給約款 68,340円 － 68,340円

カテエネガスプラン
for ＨＡＳＥＫＯ

64,008円
（東邦ガスより▲約6％）

▲1,284円
（さらにガス料⾦から▲2％）

62,724円
（▲5,616円）

※ 消費税等相当額を含む。燃料費調整額は、平成29年6⽉分単価にて算出。
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【参考】中部電⼒のカテエネガスプランの概要

メニュー名称 概 要

カテエネガスプラン１  ご家庭でガスをご利⽤のすべてのお客さまが対象
 東邦ガスの「⼀般料⾦」「エコジョーズ料⾦」「がすてきトクトク料⾦」をご契約しているお客さま向けのメニュー

カテエネガスプラン２  ご家庭でガスをご利⽤のお客さまのうち、キッチン・給湯・暖房でガス機器をご利⽤のお客さまが対象
 東邦ガスの「あったかトクトク料⾦」をご契約のお客さま向けのメニュー

カテエネガスプラン３  ご家庭でガスをご利⽤のお客さまのうち、主にガス温⽔床暖房をご利⽤のお客さまが対象
 東邦ガスの「床暖トクトク料⾦」をご契約のお客さま向けのメニュー

ガス使⽤量 中部電⼒ガス料⾦メニュー 東邦ガス料⾦メニュー メリット額

⽉間31㎥ カテエネガスプラン１ 64,008円 ⼀般供給約款 68,340円 ▲4,332円（約▲6％）
年間600㎥ カテエネガスプラン２ 85,233円 あったかトクトク料⾦1種（乾燥割なし） 90,875円 ▲5,642円（約▲6％）
年間720㎥ カテエネガスプラン３ 87,708円 床暖トクトク料⾦1種（乾燥割なし） 93,564円 ▲5,856円（約▲6％）

＜東邦ガス現⾏メニューとのモデルケース⽐較＞

セットで
おトク

まとめて
便利

安全
安⼼

らくらく
お申込み

分かりやすくておトクな料⾦メニュー！
電気とセットでさらにおトク！

電気料⾦とガス料⾦は⼀括でご請求しますので、
まとめてお⽀払いできます！ ⼿続き簡単！ガス機器の取替・⼯事も不要です！

（カテエネガスプランのポイント）

ガスの安全・安⼼はこれまでと同じです！



【参考】中部電⼒のご家庭向けＷＥＢサービス

電気とガスの料⾦や使⽤量
を簡単にチェックできる！

電気とガスのご使⽤実績や
省エネ情報がチェックできる！

カテエネ会員さま限定のお役⽴ち
サービスが満載！

毎⽉のご使⽤量や省エネ等暮らし
に役⽴つコラムのチェックで！

提携先のポイントを交換して！

カテエネ経由のネットショッピング等で！

たまったポイントは、電気料⾦のお⽀払いや、提携会社のポイントなどの交換に利⽤可能！

カテエネご利⽤者限定の
優待情報をご提供

ご⾃宅の省エネ状況
などをメールで確認できる！

抽選で毎⽉新商品等が
当たる企画を実施中

地域の特売情報がチェックできるアプリをご提供
ポイントが当たる抽選も実施毎⽉の省エネアドバイスや

家族構成が似た世帯との⽐較も可能！

※グラフイメージはスマートメーターを設置した場合のもの

カテエネポイントが、たまる！使える！ 提携会社もますます拡⼤！

提携先のサービス利⽤で！

【たまる！】

【使える！】
※ Tポイント、JALのマイルはカテエネポイントに交換後、⾃動的に電気料⾦のお⽀払いに充てられます。

joycaポイント

マナカチャージ券

＜カテエネポイントから交換可能な提携会社ポイント＞
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【参考】会社概要

(株)⻑⾕⼯アネシス
・代表取締役社⻑：⽊下寛
・資本⾦：2,000百万円
・本 社：東京都港区芝⼆丁⽬32番地1号
・主事業：電⼒サービス、保険サービス

中部電⼒(株)

・代表取締役社⻑：勝野 哲
・資本⾦：430,700百万円
・本 社：愛知県名古屋市東区東新町1番地
・主事業：電気事業およびその附帯事業、ガス供給事業など




