
 

 

 

2021 年 1 月 28 日 

北海道電力株式会社 

K D D I 株 式 会 社 

 

北海道電力と KDDI、ご家庭向け電気・ガス販売で業務提携 

～2月 17日から「auでんき」「ほくでんガス for au」を販売開始～ 

 

北海道電力株式会社（本店:札幌市中央区、代表取締役社長:藤井 裕、以下 北海道電力）と

KDDI株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:髙橋 誠、以下 KDDI）は本日、ご家

庭向けの電気・ガス販売に関する業務提携契約（以下 本提携）を締結しました。 

本提携に基づき、KDDIは 2021年 2 月 17日から、北海道電力の電気とガスの販売代理事業

者として、「auでんき」と「ほくでんガス for au」の販売を開始します。 

 

 

 

 

本提携により KDDIが販売する「au でんき」は、北海道電力の供給エリア(注 1)にお住まいの

お客さまにご利用いただける電気料金プランです。au 携帯電話や au ひかりとセットでご契約

いただいた場合、「au でんきポイントで割引」(注 2)が適用となり、電気料金の最大 5%の Ponta

ポイントを還元します。 

 

 「ほくでんガス for au」は、北海道ガスの都市ガス供給エリアのうち道央圏(注 3)にお住まいの

お客さまにご利用いただけるガス料金プランです。ガスのご利用料金は、ご使用量に関わらず北

海道ガスの一般料金・ＦＦ暖房給湯(注 4)より 2%おトクにご利用いただけます。また、「au でん

き」とセットでご契約いただくと「ダブルセットポイントで割引」(注 2)によりガスのご利用料金

の 3%の Pontaポイントを還元し、合計で 5%相当がおトクになるほか、「au PAY カード」での

お支払いでさらにおトクにご利用いただけます。 

 料金プランや割引の詳細については、別紙をご確認ください。 

 

 北海道電力と KDDI は、今後も連携を図り、お客さまにとってより良いサービスの提供を目

指していきます。 

 
(注 1) 離島供給約款の適用を受ける島しょ地域のお客さま（礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島のお客さま）および 

首都圏エリアのお客さまを除きます。 

(注 2)「auでんきポイントで割引」、「ダブルセットポイントで割引」は、KDDIが提供する割引特典です。 

(注 3) 札幌市、小樽市、石狩市、北広島市、千歳市（泉沢地区を除く）、恵庭市。 

(注 4) 北海道ガスの一般料金とは、北海道ガス株式会社の「一般ガス供給約款」（2020年 10月 1日実施）に基づく料金をいい、

ＦＦ暖房給湯とは、北海道ガス株式会社の「家庭用ＦＦ暖房・給湯契約（一般ガス選択約款）」（2020年 10月 1日実施）

に基づく料金をいいます。 

以 上 
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＜別紙＞ 

「au でんき」「ほくでんガス for au」について 

１．「au でんき」 

（１）概要 

北海道電力の供給エリア（注 1）にお住まいのお客さまにご利用いただける電気料金プランです。 

スマートフォンや PCでいつでも簡単に電気料金（想定ご使用量やご請求額）を確認でき、ご家族に

も共有できる専用アプリ「auでんきアプリ」をご利用可能です。 

 

（２）提供プラン 

名称 料金 

でんき M プラン（北海道 D） 北海道電力の「従量電灯 B」相当 

でんき L プラン（北海道 D） 北海道電力の「従量電灯 C」相当 

 

（３）割引・特典 

「auでんき」と au携帯電話など（注 2）をセットでご契約いただくと、電気料金の最大 5%の Pontaポ

イントを還元する「auでんきポイントで割引」（注 3）が適用となります。 

「auでんきポイントで割引」が適用とならないお客さまの場合は、電気料金の最大 3%の Pontaポイン

トを還元する「特典付与サービス」（注 3）が適用となります。 

Ponta 

ポイント 

還元率 

電気料金/月 
｢auでんきポイントで

割引｣適用の場合 

「特典付与サービス」

適用の場合 

5,000 円未満 1% 0.5% 

5,000 円～8,000 円未満 3% 2% 

8,000 円以上 5% 3% 

 

（４）加入条件 

 北海道電力の供給エリア（注 1）にお住まいで、ご契約者さま本人または同居されているご家族が、 

別途 KDDIが指定するサービスのいずれかをご利用いただいていること。（注 4）（注 5） 

 

（５）申込み方法 

北海道電力の供給エリア（注 1）における au取扱店（KDDI直営店、auショップ、PiPit※、家電量販

店）または KDDIホームページ（https://www.au.com/electricity/）などよりお申し込みいただけま

す。 

 ※トヨタ販売店内の au取扱店 

 

（６）受付開始日 

2021年 2月 17日 
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２．「ほくでんガス for au」 

（１）概要 

北海道ガスの都市ガス供給エリアのうち道央圏（注 6）にお住まいのお客さまにご利用いただける 

ガス料金プランです。 

 

（２）提供プラン 

名称 内容 

ほくでんガスプラン for au 

（一般料金） 

北海道ガスの一般料金をご契約中のお客さまが本プラン

に切り替えていただくと、2%割安にご利用いただけます。

（注 7） 

ほくでんガスプラン for au 

（ＦＦ暖房給湯） 

北海道ガスのＦＦ暖房給湯をご契約中のお客さまが本プ

ランに切り替えていただくと、2%割安にご利用いただけ

ます。（注 8）   

 
（３）割引・特典 

「ダブルセットポイントで割引」 

※KDDIが提供する割引特典 

「au でんき」、「ほくでんガス for au」のセット契約で、

ガスのご利用料金の 3%の Ponta ポイントを還元します。 

au PAYカード決済 

※KDDIが提供する割引特典 

「au PAYカード」でのお支払いでガスのご利用料金の 2%

（注 9）の Ponta ポイントを還元します。 

「ほくでんガス for au 

スタートキャンペーン」 

※北海道電力が実施するキャンペーン 

キャンペーン期間中に「ほくでんガス for au」に新規で 

ご加入いただいたお客さまを対象に、抽選で 70 名さまに

人気家電などをプレゼントします。 

・キャンペーン期間 

2021 年 2 月 17 日～3 月 31 日受付分 

※同時期に実施する「ほくでんガス ＦＦ暖房給湯プラン！ 新登場

キャンペーン」と同一のキャンペーンとして実施し、名称は異な

りますが、当選確率など、その他の条件に一切差異はありません。 

 

（４）加入条件 

北海道ガスの都市ガス供給エリア（注 6）にお住まいであること。（注 4） 

 

（５）申込み方法 

北海道ガスの都市ガス供給エリア（注 6）における au取扱店（KDDI直営店、auショップ、PiPit、 

家電量販店）または KDDIホームページ※などよりお申し込みいただけます。 

 ※ホームページは 2021年 2月 17日にオープン予定です。 

 

（６）受付開始日 

2021年 2月 17日 
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（注 1）離島供給約款の適用を受ける島しょ地域のお客さま（礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島のお客さま）および

首都圏エリアのお客さまを除きます。 

（注 2） 詳細はこちら（https://www.au.com/content/dam/au-com/electricity/application/contract/point_provide_202011.pdf） 

    の別表 1をご参照ください。2021年 1月 28日時点。 

（注 3）割引対象金額は、毎月の「au でんき」ご利用料金のうち、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消

費税等相当額を除く料金です。 

（注 4）法人契約は対象外です。 

（注 5）au携帯電話や auひかりなど。詳細はこちら 

（https://www.au.com/content/dam/au-com/electricity/application/contract/audenki_service_202004.pdf） 

をご参照ください。 

（注 6）札幌市、小樽市、石狩市、北広島市、千歳市（泉沢地区を除く）、恵庭市。 

（注 7）「ほくでんガスプラン for au（一般料金）」は「ほくでんガスプラン for au（一般料金）(需給契約要綱) 」(令和 3年

2月 17日実施)、北海道ガス「一般料金」は「一般ガス供給約款」(2020年 10月 1日実施)に基づき比較。 

（注 8）「ほくでんガスプラン for au（ＦＦ暖房給湯）」は「ほくでんガスプラン for au（ＦＦ暖房給湯）(需給契約要綱) 」 

(令和 3年 2月 17日実施)、北海道ガス「ＦＦ暖房給湯」は「家庭用ＦＦ暖房・給湯契約（一般ガス選択約款）」(2020

年 10月 1日実施)に基づき比較。 

（注 9）au PAYカードのベースポイント 1%（100円/1ポイント）と本特典 1%（200円/2ポイント）の合算値です。 

 

 ※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込みです。 
 

以 上 


