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東京ガスの電気１００万件突破！ 

～ガス・電気・サービスのおまとめプラン 

「ずっともプラン」の更なる拡充について～ 
 

東京ガス株式会社 

広 報 部 

 

東京ガス株式会社（社長：広瀬 道明、以下「東京ガス」）は、2016 年 1 月 4 日より、

家庭用や業務用のお客さま向け低圧電力のお申し込み受付を開始＊1しました。2017年 10

月 23日時点の電気のお申し込み件数が 1,000,165 件*2となり、2017年度までの累計目標

件数である 100万件を突破しました。 

 

また、東京ガスは、これまで、お客さまの「お得」・「安心」・「簡単・便利」を実現す

るために、ガス、電気、サービスのおまとめプラン「ずっともプラン」を提供してきま

した。このたび、お客さまからのご要望にお応えするため、「ずっともプラン」を更に拡

充することとしました。 
 

東京ガスグループは、「ずっともプラン」の提供を通して、お客さまの暮らしやビジネ

スの価値向上に貢献するとともに、お客さまに「ガスも、電気も、暮らしのサービスも、

東京ガスにまかせて安心！」と思っていただけるよう、努力してまいります。 
 

＊1：低圧電力の供給は、2016年 4月 1日より開始。 

＊2：東京ガスの電気への切り替えをお申し込みいただいたお客さまの件数（口数）。 

 

１．新たな「ずっともプラン」の概要について（詳細は「別紙」参照） 
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電気 

○ずっとも電気（パッチョポイント付き） 

○ガス・電気セット割 

サービス 

○ずっとも安心サービス 

 ・ガス機器トラブルサポート 

 ・ガス機器スペシャルサポート 

 ・くらし見守りサービス 

  （オプション：救急サポート） 

 ・生活まわり駆けつけサービス 

○光通信サービス「東京ガストリプル割」 

○web会員サービス「myTOKYOGAS」 

○その他（「ハウスクリーニング」・「宅配 

クリーニング」他） 

＋ ＋ 

ガス 

○ずっともガス（パッチョポイント付き） 

○特定ガス機器料金（「暖らんぷらん」他） 

○一般料金 



２．「ずっともぷらん」の拡充メニュー 

（１）「ガス機器スペシャルサポート」の新設 

・ 毎月 540 円（税込）のお支払いで、ガス機器の「修理保証*3」および「買い替え特

典*4」のサービスを実施します。 

 

（２）「生活まわり駆けつけサービス」無料期間の延長 

・ 水まわり、玄関鍵、窓ガラスのトラブル時に 24 時間 365 日の受付で出張、一次復

旧を行う「生活まわり駆けつけサービス」の無料期間を延長します。 

 

（３）「くらし見守りサービス」のオプションとして「救急サポート」を追加 

・ ガスの遠隔遮断や消し忘れの確認、異常時および前日ガス未使用のお知らせを行う

「くらし見守りサービス」のオプションサービスとして、ご自宅や外出先での体調

不良や怪我の際に、セコムが駆けつける「セコム・マイドクタープラス」のサービ

スを利用することが出来る「救急サポート」を追加*5します。 

 

（４）「ハウスクリーニング」および「宅配クリーニング」の提供 

・ （株）カジタクとの業務提携により、「ハウスクリーニング」および「宅配クリー

ニング」の料金が、東京ガスグループ経由でのお申し込みの場合、通常料金から 10％

割引となります。 

 

＊3：ガス機器の故障対応時の出張費および修理費が無料（ただし、3 万円/回を超える修理費については、

お客さまにご負担いただきます）。 

＊4：ガス機器の故障により、東京ガスグループで買い替えを行った際、機器購入代金の一定額をサポート

します。 

＊5：加入料金 5,400円（税込）、毎月の基本料金 1,944円（税込）。 

 

 

以上 

 

 



東京ガスの電気100万件突破！
～ガス・電気・サービスのおまとめプラン「ずっともプラン」の更なる拡充について～

2017年10月26日（木）
東京ガス株式会社

別紙
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1. “東京ガスの電気”の最新状況

“東京ガスの電気”のお申し込み件数（口数）は、10月23日時点で1,000,165件

となり、おかげさまで2年間の累計目標である100万件を突破しました。
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1. “東京ガスの電気”の最新状況

2016年1月4日から先行受付を開始し、約3か月で20万件を突破。
その後は、約1,300件/日のお申し込みをいただいてきました。
ライフバル・エネスタによる受付が約7割を占めています。

100万件
突破！
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1. “東京ガスの電気”の最新状況

① ダイレクトメールの一部 ② キャンペーンチラシ

① “東京ガスの電気”をお使いいただいているお客さまお一人おひとりに、感謝の気持ちを込
めたダイレクトメールをお送りします（11月中旬より順次郵送予定）。

② “東京ガスの電気100万件突破”を記念して、新規にお申し込みいただいたお客さまを対象
としたキャンペーンを実施します（11月中旬より開始予定）。
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2016年4月に電力小売全面自由化がスタートしてから約1年半が経過しましたが、

新電力への切り替え率は、全国ベースで約6.0％*、東京電力管内で約8.9％*（9月30日時点）。

お客さまの切り替え意識の低下が顕著になっています（p14参考資料1参照）。

（ 2017年10月実施の「myTOKYOGAS」会員アンケートより）

“東京ガスの電気”への切り替えが未検討のお客さまに、その理由と切り替えの契機になりそ
うなことを聞いてみました。

検討したが、申し込みしなかった理由は？
１位：電気料金が安くなりそうになかったから
２位：電力会社を変更することに不安を感じるから
３位：手続きが面倒だったから

そもそも検討しなかった理由は？
１位：手続きが面倒くさそうだから
２位：電気料金が安くなりそうになかったから
３位：電力会社を変更することに不安を感じるから

今後切り替えの契機になりそうなことは？
１位：自分の電気料金がどのくらい安くなるかわかったら
２位：新しい料金メニューやサービスがでたら
３位：切り替え時に魅力的な特典がもらえたら

２. 2020年度までに220万件のお客さまへ“東京ガスの電気”をお届けします！

お客さまが「切り替えのメリットが感じられない」、「手続きが面倒くさそう」などの理由で、
“東京ガスの電気”への切り替えを検討しない、躊躇しているという事実を真摯に受け止め、
当社は、引き続きお客さまのご要望にお応えできるよう努めていきます。
特に、“東京ガスの電気”への切り替えをご検討いただくために、“まだ切り替えていないお客さ
まにとってお得となる料金メニューやサービスのご提供”に向けて準備を進めていきます。
あわせて、お客さまお一人おひとりに、わかりやすく丁寧なご説明を行います。

＊「平成26年度末時点の電力調査統計（資源エネルギー庁）」と
「スイッチング支援システムの利用状況について（電力広域的運営推進機関）」より当社が算出



5

東京ガスは、2020年度までに電気契約数220万件*の達成を目指し、ガスと電

気をまとめたメニューに、お客さまの暮らしやビジネスニーズに合うサービス

を組み合わせて、より多くのお客さまに“ＧＰＳ（ガス＆パワー＋サービス）”

の最適なご利用をご提案していきます。

このたび、ガス、電気、サービスのおまとめプラン「ずっともプラン」のなかで、
多くのお客さまからご要望をいただきました「ずっとも安心サービス」の拡充メニュ
ーについて、ご提供の準備が整いました。
㈱カジタクとの業務提携により、家事支援サービスをご利用いただけることになりま
した。
長らくご不満の声をいただいておりました検針票（ご使用量のお知らせ）についても
改善を行いますので、あわせてご案内します。

２. 2020年度までに220万件のお客さまへ“東京ガスの電気”をお届けします！

＊“東京ガスの電気”を供給している件数



３．「ずっとも安心サービス」の拡充
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東京ガスは、お客さまの“もっと”の声にお応えして、
ガス機器や水まわりのトラブルなど、

お客さまの暮らしのお困りごとを解決し “安心”をご提供する
「ずっとも安心サービス」のラインナップを拡充します。

東京ガスの

①ガス機器

スペシャルサポート
②無料期間の延長 ③救急サポート

ガス機器トラブルサポートガス機器トラブルサポート 生活まわり駆けつけサービス生活まわり駆けつけサービス くらし見守りサービスくらし見守りサービス

現在ご提供中のサービス

新設 変更 追加

（詳しくは→P7） （詳しくは→P8 ） （詳しくは→P9,10）



３.1 ガス機器スペシャルサポート

ガス給湯器・コンロのト
ラブル対応時の出張費が
無料（お手続き不要）

「ガス機器スペシャルサポート」への加入で、
ご自宅のガス機器*1まるごとずーっと安心！

こんなとき、何度でも無料*2で出張＆修理！

＊1 国内メーカーの都市ガス用家庭向けガス機器・温水機器が対象（一部除外品有）となります
＊2 3万円/回を超える修理費については、お客さまにご負担いただきます
＊3 お近くのライフバル・エネスタ・エネフィットでの買い替え時が対象となります
＊4 機器の故障による買い替え時、ガス機器の定価に応じて１万円～５万円程度（予定）のサポートを受けることができます

540円（税込）/月で
「修理保証＆買い替え特典」
にパワーアップ！

両サービスとも、東京ガスのガスをお使いのお客さまが対象（東彩ガス地区、東日本ガス地区を除く）

ガス機器スペシャルサポートガス機器トラブルサポート

さらに、東京ガスグループで買い替えい
ただくとき*3は、ガス機器購入代金の
一定額をサポート！*4

2018年4月
サービス開始
(2018年3月より
先行予約開始)

買い替え特典修理保証

継続 新設
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３.2 無料期間の延長（生活まわり駆けつけサービス）
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「生活まわり駆けつけサービス」をご利用いただいたお客さまの約8割が満足しているとご回答。
サービス提供開始以降、ご利用いただいたのは約9,700件（2016年4月～2017年8月まで）。
サービス内容としては、9割以上が水まわりであり、キッチン・洗面・浴室のパッキンの交換や
トイレの排水のつまり除去などのご依頼が多い。

お客さまのご要望にお応えして、
「生活まわり駆けつけサービス（432円（税込）/月）」の

無料期間（2018年3月まで）を延長します！

Ｑ.生活まわり駆けつけサービスをご利用して満足していますか？

（ 2017年6月実施の「myTOKYOGAS」会員アンケートより）



３.3 救急サポート（くらし見守りサービスのオプション）
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基本料金1,944円(税込)/月
加入料金5,400円(税込)
ご自宅や外出先にセコムが駆けつけます
2017年10月27日受付開始

セコム㈱との業務提携で、
暮らしの見守りに、もしものときの駆けつけサービスをプラスします！

くらし見守りサービス

500円（税込）/月
ガスのご使用状況の確認を
通じて、24時間365日暮ら
しを見守ります

＋
救急サポート

継続 追加



３.3 救急サポート（くらし見守りサービスのオプション）
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「くらし見守りサービス」のオプションである「救急サポート」にご加入の方は、
「セコム・マイドクタープラス」のさまざまなサービスをご利用いただけます。

＜「セコム・マイドクタープラス」のサービス例＞



４．㈱カジタクとの業務提携による家事支援サービスのご提供
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㈱カジタクとの業務提携で、
お客さまの暮らしに役立つ家事支援サービスが、
東京ガス割引価格でご利用いただけます！

㈱カジタクが提供している「ハウスクリーニング」と「宅配クリーニング」が、東京ガスグループ経由
でのお申し込みで通常料金から10％割引となります。すでに「myTOKYOGAS」でのご案内を開始し
ていますが、今後はライフバルでの受付を順次開始していきます(11月より開始）。

株式会社カジタク 会社概要

【代表取締役社長】澁谷 祐一
【本社所在地】東京都中央区八丁堀4-3-3 Daiwa京橋ビル6階
【設立】2008年
【事業内容】家事支援事業、店頭支援事業及びマンション

コンシェルジュ事業

×

■ハウスクリーニング
・エアコン洗浄
・レンジフード洗浄
・キッチンシンク・コンロ洗浄
・浴室クリーニング 他

■宅配クリーニング
・衣類の保管付きクリーニング
・布団の保管付きクリーニング



5. 新検針票のご案内
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①「合計部」と「明細部」に分けたレイアウトでわかりやすくなりました。
②ご使用量や請求金額等の文字が、大きく、見やすくなりました。
③ガスに加え、電気のご契約・料金の明細も確認できるようになりました。

お客さまからいただいたご意見・ご要望をもとに、

検針票（ご使用量のお知らせ）を一新しました！

2017年11月30日
検針分から適用

＊旧検針票はp14参考資料2参照



東京ガスグループは「ずっともプラン」のご提供を通して、

お客さまの暮らしやビジネスの価値向上に貢献するとともに、

お客さまに“ガスも、電気も、暮らしのサービスも、東京ガスにまかせて安心！”

と思っていただけるよう、努力してまいります。

本日ご紹介しました新たな「ずっともプラン」のサービスメニューや新検針票の詳細
については、東京ガスのホームページまたは「myTOKYOGAS」をご覧ください。
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＜参考資料＞
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２．旧検針票

（電通による「電力・ガス自由化に関する調査」より）

54.3%32.9%

2015年
11月

2017年
3月

１．電力切り替え意向

「変更しないことを決定した」、
「検討しない」層が全体の5割以上
に増え、切替検討層は約３割に
半減しています（右図参照）。

お客さまから「電気の契約・料金
の明細の記載がない」、「文字が
小さく見づらい」などのご意見を
多数いただきました。


