
 

 

 

 

 

平成２９年１月１７日 

カ メ イ 株 式 会 社 

東北電力株式会社 

 

カメイと東北電力によるご家庭向け新サービスについて 

～４月１日より「ＬＰガス」と「電気」のセットプランを提供開始！～ 

 
カメイ株式会社（代表取締役社長：亀井 文行、以下「カメイ」）と東北電力株式会

社（取締役社長：原田 宏哉、以下「東北電力」）は、地域のお客さまの多様なニーズ
にお応えする新たなサービスとして、平成２９年４月１日より、東北６県のご家庭の
お客さま※を対象に、「ＬＰガス」と「電気」を組み合わせたセットプランの提供を開
始いたします。 
※戸建住宅にお住まいのお客さまが対象となります。なお、東北電力の離島供給約款の対象と

なる飛島（山形県）のお客さまを除きます。 
  
具体的には、カメイが提供する「すまいるガス」（ＬＰガス）と、東北電力が提供

する新料金プラン「よりそうプラスファミリーバリュー」（電気）をセットでご契約
いただくことで、今回、新たに設定するカメイの「すまいるセット割」へのご加入※

が可能となり、このサービスへの加入によりＬＰガス料金がお得になります。 

※現在のカメイとのご契約条件によっては加入できない場合があります。 
 
本セットプランへの加入申込みは、本日より、カメイコールセンター（０１２０－

４１０－３７０）、カメイホームページ（https://www.kamei.co.jp/smile-set/）、また
は、東北電力コールセンター「料金プランお問い合わせ窓口」（０１２０－１７５－
０２８）で受付を開始いたします。 
 
 東北地方を事業基盤としてエネルギー事業に携わる両社は、地域のお客さまの豊か
な暮らしをサポートできるよう、引き続き協力し、新たなサービスの開発に努めてま
いります。 
 
なお、本セットプランの詳細は、別紙のとおりです。 

 
以 上 

 
（別紙）カメイと東北電力によるご家庭向け新サービスについて 

 
【お問い合わせ先】 

・カメイ株式会社 ホーム事業部 ℡(代)022(264)6140 

・東北電力株式会社 広報・地域交流部 報道グループ ℡(代)022(225)2111 

https://www.kamei.co.jp/smile-set


別 紙 

カメイと東北電力による 
ご家庭向け新サービスについて 

平成 2 9 年 1 月 1 7 日 

カ メ イ 株 式 会 社 

東 北 電 力 株 式 会 社 
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× 

 カメイと東北電力は、地域のお客さまの多様なニーズにお応えする新たなサービスと
して、平成２９年４月１日より、東北６県のご家庭のお客さま※を対象に、カメイが提
供する「ＬＰガス」と東北電力が提供する「電気」を組み合わせたセットプランの提
供を開始いたします。 

 

 

 カメイと東北電力による新サービスの実施について 

セットプラン 【平成２９年４月１日より提供開始】 

※戸建住宅にお住まいのお客さまが対象となります。なお、東北電力の離島供給約款の対象となる、飛島(山形県)のお客さまを 

 除きます。 
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２ 

 本セットプランは、カメイが提供する『すまいるガス』(ＬＰガス)と東北電力の新料金
プラン『           』(電気)をセットでご契約いただくことで、カメイの
『すまいるセット割』へのご加入が可能となり、ＬＰガス料金が年間2,400円(毎月200
円)[税抜]お得になります。 

 

 セットプランの概要について 

特徴 

 従量電灯でひと月のご使用量が概ね400kWh以上
のご家庭におトク！ 

 季節や時間帯の区分が無いからわかりやすい！ 

 

 

季節や時間帯にかかわらず、日中も多く電気をご使用になる
子育てファミリーや二世代・三世代ファミリー等の 
大人数ファミリーに｢ぴったり｣の料金プラン！ 

× ＬＰガス料金が 

年間2,400円[税抜] 

(毎月200円[税抜]) 

おトクに！ 

   All rights Reserved.  Copyrights © 2017, Tohoku Electric Power Co., Inc 



 All rights Reserved.  Copyrights © 2016, Tohoku Electric Power Co., Inc. 
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事業者 セットプランのご契約条件 

 カメイが提供する『すまいるガス』(ＬＰガス)をご契約中であること。 
 戸建住宅にお住まいの家庭用のお客さま※であること。 

 東北電力の新料金プラン『             』(電気)をご契
約いただくこと。 

 本セットプランのご契約条件を満たしたうえで、カメイの『すまいるセット割』にお申

込みいただくことでご加入いただけます。なお、『すまいるセット割』のご契約期間は

2年間※となります。 

 

 お客さまとのご契約については、『すまいるガス』(ＬＰガス)および『すまいるセット

割』はカメイとのご契約、『            』(電気)は東北電力とのご契約

となります。(料金のご請求も各社からとなります） 

 

 『すまいるセット割』のご加入条件について 

※マンション、アパート等の集合住宅にお住まいのお客さまは、原則『すまいるセット割』の適用対象外となります。 

 また、戸建住宅にお住まいのお客さまでも、現在のカメイとのご契約条件によっては『すまいるセット割』にご加入 

 できない場合があります。 

 

 

※ご契約期間中に解約された場合には、原則、解約金4,000円(税抜)がかかります。 
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４  セットプランのモデルケース 

電気料金 

約11,160円/月 

LPガス料金 

LPガス料金 

LPガス：すまいるセット割 無し 

電気：従量電灯B 

LPガス：すまいるセット割 有り 

電気： 

電気料金 

約10,710円/月 

「ＬＰガス」と「電気」を合わせて 

年間約7,800円おトクに！ 

（ひと月あたり▲650円） 

 

年間▲2,400円 

（▲200円/月） 

年間約▲5,400円 

（▲450円/月） 

（例）現在、カメイの『すまいるガス』(ＬＰガス)をお使いになり、 

   東北電力の従量電灯B(50A)をご契約で、平均使用電力量400kWh/月のお客さまのケース 

◎セットプランのメリット以外も 
カメイのＬＰガス料金のお支払いに応じて、「楽天スーパーポイント」を毎月プレゼント！ 
東北電力のWebサービス「よりそうｅねっと」会員には、「よりそうｅポイント」をプレゼント！ 

※上記『すまいるセット割』の割引額は、消費税等相当額を含まない税抜価格です。 

※上記電気料金は消費税等相当額を含み、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。 

※上記電気料金は毎月の電気の使用量の変動を加味した試算値であり、お客さまの使用状況により変動いたします。 

※｢従量電灯Ｂ｣｢従量電灯Ｃ｣以外（オール電化向け料金プラン｢            ｣等）のお客さまは、料金メリットがでない場合が
ありますので、あらかじめご契約内容をご確認ください。 
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 本日１月１7日より、本セットプランへの加入申込み受付を開始いたします。 

 本セットプランへの加入申込み、お問い合わせはカメイコールセンター、東北電力コー
ルセンター「料金プランお問い合わせ窓口」のいずれでも受付いたします。また、カメ
イホームページからのWEB申込みも可能です。 

 お客さまからのお申込みはワンストップでお受けいたしますが、「ＬＰガス」のご契約
はカメイにて、また、「電気」のご契約は東北電力にて手続きを行います。 

 セットプランの受付について 

◎本セットプランへのご加入申込み、お問い合わせ先 平成29年1月17日より申込受付開始 

0120-410-370 

カメイ株式会社 コールセンター 
(セット販売専用） 

カメイ株式会社ホームページ (セット販売専用） 

https://www.kamei.co.jp/smile-set/ 

【受付時間】月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時30分まで 

  ※祝日、夏季休暇・年末年始を除く 

 

0120-175-028 
【受付時間】月曜日～金曜日 午前9時～午後5時まで 

※祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 

東北電力株式会社 コールセンター 
【料金プランお問い合わせ窓口】 
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 本セットプランの概要は、両社のホームページでお知らせいたします。 

 お客さまへのPR方法について 
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（セット販売専用） 

カメイのLPガス料金が年間2,400円[税抜]（毎月200円[税抜]）おトクに！ 

東北6県（青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島）にお住まいのお客さまで、以下のご契約条件
を満たし、カメイの「すまいるセット割」にお申込みいただくことにより適用となります。 

※ マンション、アパート等の集合住宅にお住まいのお客さまは、原則
「すまいるセット割」の適用対象外となります。また、戸建住宅に
お住まいのお客さまでも、現在のカメイとのご契約条件によっては
「すまいるセット割」にご加入できない場合があります。 

①カメイ株式会社が提供する「すまいるガス」(ＬＰガス)をご契約中で 
 あること。 
②戸建住宅にお住まいの家庭用のお客さまであること。 

※「すまいるセット割」をご契約期間中に解約された場合には、原則、解約金4,000円(税抜)がかかります。 

・東北電力株式会社の「よりそう＋ファミリーバリュー」のご契約期間は原則1年間です。 
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