
2017 年 6月 27日 

 

東彩ガス地区および東日本ガス地区向け 

東京ガスグループの総合エネルギーサービスプラン 

「ずっともプラン」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、このたび、東彩ガス 

地区＊1および東日本ガス地区＊2（以下「両地区」）向けに、地区ごとに新設する新たな 

ガス料金メニューおよび現在の供給区域のお客さまに提供している暮らしサービスメニ

ュー＊3を加えた「ずっともプラン」を提供することを決定しました。 

新たなガス料金メニューについては、2017年 7月 3日より、お客さまからの申し込み

受付を開始します。 

 

＊1：埼玉県 春日部市・越谷市・さいたま市岩槻区・吉川市・蓮田市・久喜市・加須市 等 

＊2：千葉県 我孫子市・柏市・印西市、茨城県 取手市・守谷市・つくばみらい市 等 

＊3：一部のサービスを除きます。 

 

 

１．両地区向けの「ずっともプラン」の概要について（詳細は別紙を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東京ガス株式会社――広報部／〒105－8527 東京都港区海岸1-5-20 tel.03-5400-7675 

電気 

○ずっとも電気（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 

 ・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」 

○クックパッドの「人気順検索」等の利用 

（web会員サービス“myTOKYOGAS”内） 

 

＋ ＋ 

ガス 

○ずっともガス 

（ポイント付き（電気とセットの場合）） 



２．新設するガス料金メニュー 

（１） 「ずっともガス（東彩ガス地区）」および「ずっともガス（東日本ガス地区）」 

・ 東彩ガスおよび東日本ガスそれぞれの一般料金と比べて、A表を除いて低い料

金となります。 

・ 両地区の「ずっともガス」と「ずっとも電気」をご契約の場合、ガス料金請求

額 1,000 円につき、15ポイントのパッチョポイント＊4を付与します。 

（２） 「ずっともガス（東彩ガス地区）業務用セット割」および「ずっともガス（東

日本ガス地区）業務用セット割」 

・ （１）の「ずっともガス」と比べて、A表および B表を除いて更に低い料金と

なります。 

 

＊4：東京ガスのご家庭向け web無料会員サービス「myTOKYOGAS」の会員向けポイントサービス。 

 

３．両地区向けに新たに提供する暮らしサービスメニュー 

（１） 生活まわり駆けつけサービス 

・ 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

次復旧を行うサービス。 

（２） 東京ガストリプル割 

・ 当社提携プロバイダが、光回線サービスとインターネット接続サービス（プロ

バイダサービス）を一括で提供するインターネットサービスの料金を割引する

サービス。 

（３） クックパッドご利用サービス 

・ 日本最大の料理レシピサイト「クックパッド」の会員限定コンテンツ「人気順

検索」等が「myTOKYOGAS」の会員サイト内で利用可能。 

 

 

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。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜参考＞両地区向けの「ずっともガス」の料金表 ※料金は消費税込 

 

■東彩ガス地区 

【ずっともガス（東彩ガス地区）】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A 表 0m3 から 15m3まで 779.76 185.85 

B 表 15m3 をこえ 80m3まで 1,372.01 146.37 

C 表 80m3 をこえ 200m3 まで 1,585.67 143.70 

D 表 200m3 をこえ 400m3 まで 2,790.41 137.67 

E 表 400m3 をこえ 700m3 まで 6,037.97 129.55 

F 表 700m3 をこえる場合 9,174.95 125.07 

 

 

【ずっともガス（東彩ガス地区）業務用セット割】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A 表 0m3 から 15m3まで 779.76 185.85 

B 表 15m3 をこえ 80m3まで 1,372.01 146.37 

C 表 80m3 をこえ 200m3 まで 1,825.67 140.70 

D 表 200m3 をこえ 400m3 まで 3,030.41 134.67 

E 表 400m3 をこえ 700m3 まで 6,277.97 126.55 

F 表 700m3 をこえる場合 9,414.95 122.07 

 

 

【東彩ガスの一般料金】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A 表 0m3 から 20m3まで 779.76 185.85 

B 表 20m3 をこえ 80m3まで 1,414.80 154.07 

C 表 80m3 をこえ 200m3 まで 1,890.00 148.14 

D 表 200m3 をこえ 400m3 まで 3,130.92 141.93 

E 表 400m3 をこえ 700m3 まで 6,480.00 133.56 

F 表 700m3 をこえる場合 9,720.00 128.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■東日本ガス地区 

【ずっともガス（東日本ガス地区）】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A 表 0m3 から 15m3まで 756.00 202.70 

B 表 15m3 をこえ 81m3まで 1,249.86 169.78 

C 表 81m3 をこえ 204m3 まで 2,081.67 159.51 

D 表 204m3 をこえ 511m3 まで 4,445.13 147.92 

E 表 511m3 をこえる場合 8,771.87 139.45 

 

 

【ずっともガス（東日本ガス地区）業務用セット割】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A 表 0m3 から 15m3まで 756.00 202.70 

B 表 15m3 をこえ 81m3まで 1,249.86 169.78 

C 表 81m3 をこえ 204m3 まで 2,324.67 156.51 

D 表 204m3 をこえ 511m3 まで 4,688.13 144.92 

E 表 511m3 をこえる場合 9,014.87 136.45 

 

 

【東日本ガスの一般料金】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A 表 0m3 から 20m3まで 756.00 202.70 

B 表 20m3 をこえ 81m3まで 1,285.20 176.85 

C 表 81m3 をこえ 204m3 まで 2,300.40 164.44 

D 表 204m3 をこえ 511m3 まで 5,065.20 150.94 

E 表 511m3 をこえる場合 9,482.40 142.30 

 

 

 

 



東彩ガス地区および東日本ガス地区向け 

東京ガスグループの総合エネルギープラン 

「ずっともプラン」について 

2017年6月27日（火） 
東京ガス株式会社 

別紙 

パッチョ 



１. 東彩ガス地区と東日本ガス地区向け「ずっともプラン」 
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■ずっとも安心サービス 
 「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」 *3 

 
■クックパッドの「人気順検索」等の 
 利用*3   
（web会員サービス「myTOKYOGAS」内） 

＋ ＋ 

ガス サービス 電気 

■ずっともガス 

（東彩・東日本ガス地区） 

 

 ＋パッチョポイント*2 

 （1.5％） 

 
 

■ずっとも電気 

 +パッチョポイント*2 

 （1.5%） 

 

 ＋ガス・電気セット割 

 （▲270円/月） 

 
＊1東京ガス広域お客さまセンター 0570-005550（ナビダイヤル）。 
＊2パッチョポイント付与には「myTOKYOGAS」の登録が必要。電気は「ずっとも電気１」と「ずっとも電気２」のみ対象。 
＊3「ガス・電気セット割」適用のお客さまのみ対象 。 

ガスとセットで 
電気とセットで 

＜特記ない場合は税込表記＞ 

NEW 

• 東京ガスグループは、東彩ガス地区と東日本ガス地区のお客さま向けの、ガス、
電気、サービスをまとめた総合エネルギーサービスプラン「ずっともプラン」を
ご用意しました。 

• ガス料金について地区毎の料金メニューを新設し、電気とサービスについては現
在の供給区域と同様のメニューをご提供します（一部サービスを除く）。 

• 2017年7月3日（月）から、電話での受付*1を開始します（東彩ガス地区は7月
13日（木）、東日本ガス地区は8月14日（月）からweb受付を開始）。 



２.１ ずっともガス（東彩ガス地区、東日本ガス地区）のメリット 
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東彩ガス地区と東日本ガス地区のお客さまは 
東京ガスの「ずっともガス」への切替えでガス料金がおトクになります。 

東彩ガス（一般料金）とのご契約で、 
年間でガス500m3をご使用の３人家族の場合 

 
東彩ガス 
一般料金 

現在のご契約 

 
東京電力 
従量電灯Ｂ 

東京ガスとのご契約 

＜ガス料金表、算定条件はP13~16参照＞ 

家庭用 

ガス 

電気 

 
東京電力 
従量電灯Ｂ 

電気 

 
 

ずっともガス 
（東彩ガス地区） 

ガス 

「ずっともガス」への 
切替えだけで 

約4,400円/年も

お得！ 
 
 割引率 

約５％ 
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家庭用 ２.2 ずっともガス（東彩ガス地区、東日本ガス地区）のメリット 

東京ガスとのご契約 

ずっともガス（東彩ガス地区） 
＊電気は東京電力従量電灯Ｂ 

ずっともガス（東日本ガス地区） 
＊電気は東京電力従量電灯Ｂ 

2人家族の場合 
（ガス使用量470m3/年、 
電気使用量4,000kwh/年） 

 

約 4,100円/年 お得 

 

約 3,700円/年 お得 

 

3人家族の場合 
（ガス使用量500m3/年、 
電気使用量4,700kwh/年） 

 

約 4,400円/年 お得 

 

 

約 4,000円/年 お得 

 

4人家族の場合 
（ガス使用量710m3/年、 
電気使用量5,200kwh/年） 

 

約 5,900円/年 お得 

 

 

約 5,400円/年 お得 

 

家族人数別のモデルケース 

ガス料金の割引率は約4～5％ 

＜ガス料金表、算定条件はP13~16参照＞ 



３.１ 東京ガスのガスと電気をまとめてご契約の場合のメリット 
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①東彩ガス一般料金 
＋東京電力従量電灯Ｂ 

 
 
 
 

②東京ガスの「ずっともガス」 
＋東京電力従量電灯Ｂ 

③東京ガスの 
「ずっともガス」+「ずっとも電気」 

約4,400円/年お得！ 
約16,200円相当/年 

（光熱費13,600円､2,600p分） 

お得！ 

「ずっともガス」 
に変更するだけで 

  「ずっとも電気」をご契約の方には、電気のお支払い1,000円につき 
   パッチョポイント15ポイントを付与！ 
 更に、「ずっともガス」と「ずっとも電気」をご契約の方には、ガスの 
     お支払いについても、1,000円につきパッチョポイント15ポイントを付与！ 
 電気料金「ずっとも電気」も、電気料金の基本料金が270円/月（税込）が

割引になる「ガス・電気セット割」がついて更におトク。 
 

東京ガスとの契約は“ガスと電気のセット”が断然おトク！ 

家庭用 

 
東彩ガス 
一般料金 

 
東京電力 
従量電灯Ｂ 

ガス 

電気 
 

東京電力 
従量電灯Ｂ 

電気 

 
 

ずっともガス 
（東彩ガス地区） 

ガス 

 
ずっとも電気 

電気 

 
 

ずっともガス 
（東彩ガス地区） 

ガス 

年間でガス500m3、電気4,700kwhをご使用の3人家族の場合 
ガスと電気それぞれの 
パッチョポイント（p）も含めて 

ガスも電気も 
お支払い 

1,000円につき 

15ポイント 
（1.5%）の 

パッチョポイント
がたまる！ 

更に 
「ずっとも電気」 
に変更することで 

＜ガス料金表、算定条件はP13~16参照＞ 

割引率 

約8％ 
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家庭用 ３.2 東京ガスのガスと電気をまとめてご契約の場合のメリット 

東京ガスとのご契約 

ずっともガス（東彩ガス地区） 
＋ ずっとも電気１ 

＊パッチョポイント（ｐ）含む 

ずっともガス（東日本ガス地区） 
+ ずっとも電気１ 

＊パッチョポイント（ｐ）含む 

2人家族の場合 
（ガス使用量470m3/年、
電気使用量4,000kwh/年） 

約 12,400円相当/年 お得 
（ガス料金4,100円、電気料金6,000円、 

ガス1,000p、電気1,300p） 

約 12,200円相当/年 お得 
（ガス料金3,700円、電気料金6,000円、 

ガス1,200p、電気1,300p） 

3人家族の場合 
（ガス使用量500m3/年、
電気使用量4,700kwh/年） 

約 16,200円相当/年 お得 
（ガス料金4,400円、電気料金9,200円、 

ガス1,100p、電気1,500p） 

約 15,900円相当/年 お得 
（ガス料金4,000円、電気料金9,200円、 

ガス1,200p、電気1,500p） 

4人家族の場合 
（ガス使用量710m3/年、
電気使用量5,200kwh/年） 

約 20,500円相当/年 お得 
（ガス料金5,900円、電気料金11,400円、 

ガス1,500p、電気1,700p） 

約 20,200円相当/年 お得 
（ガス料金5,400円、電気料金11,400円、 

ガス1,700p、電気1,700p） 

家族人数別のモデルケース 

ガスと電気セット料金の割引率は約6～8％ 

＜ガス料金表、算定条件はP13~16参照＞ 
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家庭用 

東彩ガス地区と東日本ガス地区のお客さまにも 
ガスと電気セットでおトクな暮らしサービスメニューをご用意しました。 

4.  ガスと電気セットでうれしいサービス 

なお、東京ガスのガスをお使いのお客さま向けのサービスとして、2017年4月から開始した「ガス機器トラブルサポ
ート」については、現在、東彩ガス地区、東日本ガス地区のお客さまにもご利用いただけるよう検討を進めています。 

①生活まわり 
駆けつけサービス 

水まわり・玄関鍵・窓ガラス
のトラブルに対応！ 
 
 24時間365日受付 
 一次対応における出張料・

30分以内の作業費が無料 

②東京ガストリプル割 

ガス・電気にインターネットも加えると更にお得！ 
下記の提携プロバイダが提供するインターネットサービス
（光回線＋プロバイダーサービス）の料金を割引！ 

③クックパッドご利用サービス 

クックパッドの会員限定コンテンツ「人気順検索」等
が使いたい放題！ 

＊サービスメニューの適用条件等詳細は東京ガスのホームページをご確認ください。 
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①東彩ガス一般料金 
＋東京電力従量電灯Ｃ、低圧電力 

②東京ガスの「ずっともガス」 
＋東京電力従量電灯Ｃ、低圧電力 

③東京ガスの 
「ずっともガス」+「ずっとも電気」 

約15,800円/年お得！ 約69,600円/年 
（ガス料金21,200円、 
電気料金48,400円） 

お得！ 
「ずっともガス」 
に変更するだけで 

 
東彩ガス 
一般料金 

 
東京電力 
従量電灯C 
低圧電力 

ガス 

電気 

 
東京電力 
従量電灯C 
低圧電力 

電気 

 
 

ずっともガス 
（東彩ガス地区） 

ガス 

 
ずっとも電気２ 
ずっとも電気３ 

電気 

業務用 

飲食店や美容院など業務用のお客さま向けの 
おトクなガス料金メニュー「ずっともガス」もご用意しました。 

ガスも電気も東京ガスにまとめて契約すると光熱費が削減できます。 

５.  業務用のお客さま向け「ずっともガス（東彩地区、東日本ガス地区）」 

東彩ガス（一般料金）、東京電力（従量電灯Ｃ、低圧電力）とのご契約で、 
年間でガス2,800m3、電気24,000kwhをご使用の一般飲食店の場合 

 
 

ずっともガス 
（東彩ガス地区） 

ガス 

更に 
「ずっとも電気」 
に変更することで 

＜ガス料金表はp13、算定条件はP17,18参照＞ 

割引率 

約６％ 



 東京ガスは2017年5月10日、HDI-Japanが主催する「HDI格付けベンチマーク」2017年[電力小売業界]
において、「Webサポート」「電話サポート」で最高評価である三つ星に格付けされました。 

（ 2017年6月1日～18日実施の 
「myTOKYOGAS」会員アンケートより） 

東京ガスの電気をご契約いただいているお客さまのうち、約９割が「満足している」と回答。 

そのうち、約６割が「電気代が安くなった」ことを実感しています。 

（１）電気契約最新状況 

６.１ 電気契約累計100万件に向けて 

＜お客さまから寄せられている声＞ 

お得 
• 電気代が安くなったことを実感している 
• ポイントがたまるのが楽しみ 
• クックパッドの「人気順検索」が使えて満足 他 

安心 

• トイレの詰りにすぐ駆けつけてくれて助かった 
• まだ利用してないが、暮らしのトラブルに対応してくれる

サービスがあるのは心強い 
• ライフバルが近くにいてくれて安心 他 

簡単 
便利 

• Webに表示されるガスと電気の料金・使用量がわかりやすい 
• アプリができて「myTOKYOGAS」が使いやすくなった 
• ガスと電気の支払いが一緒で便利 
• 引越しの時、ガスと電気を同時に申し込みができた 他 

東京ガスの電気お申し込み件数（口数）は、6月23日時点で約８２４，０００件
となりました。（供給開始件数は、上記の約９６％の約７９２，０００件） 
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93％ 



６.2 電気契約累計100万件に向けて 

• 一方、ご不満の声やご要望もいただいており、早期改善ならびにサービス拡充に努めて
まいります。 

• また、認知度の低い当社の暮らしサービスメニューについては、お客さまにサービスの
内容をご理解いただき、ご利用いただけるよう取り組んでまいります。 

お得 

• 安くなっている実感がない 
• 使用量が少ない家庭でもお得になる料金メニューを

考えてほしい 
• 特典・サービス内容がよくわからない 
• 「myTOKYOGAS」の抽選内容など、コンテンツを

増やしてほしい 他 

安心 
• 「生活まわり駆けつけサービス」の無料期間を延長

してほしい 
• 生活に密着した安心サービスを拡充してほしい 他 

簡単 
便利 

• 電気のみ契約すると口座振替ができない 
• 検針票の内容がわかりづらい 
• パッチョポイントで料金の支払いができるようにし

てほしい 他 

＜お客さまから寄せられているご不満・ご要望＞ 
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60％ 

61％ 



６.３ 電気契約累計100万件に向けて 

東京ガスでは、お客さまからいただいたご意見・ご要望をもとに、 
お客さまに満足いただける暮らしに役立つサービスや 

「myTOKYOGAS」のコンテンツ拡充に向けて取り組んでいます。 

（２）お客さま向けのサービス・コンテンツの拡充 

①親子向けLNG基地見学会等 
昨年度ご好評いただいた 
基地見学会をはじめとする 
夏休み親子イベントを企画！ 

（詳細は「myTOKYOGAS」ポイン
トページをご覧ください） 

②ご自宅の家電製品や 
ガス機器情報を一元管理 

「myTOKYOGAS」会員向けのサービス
として、簡単にご自宅の家電製品やガス
機器の情報を登録し、一元管理ができる
サービスを検討しています。 

③入浴時のコンテンツ・ 
サービス提供 

仕事の疲れを癒したい、家族との時間を
大切にしたいというニーズに応えて、東
京ガスならではの入浴時のコンテンツ・
サービスを検討しています。 
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６.４ 電気契約累計100万件に向けて 

東京ガスは、電力消費が多くなる夏に、 

「夏だ！東京ガスの電気だ！プリッとまとめておトクなキャンペーン」を実施します。 

＜電力切替意向＞ 
          

（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 

（３）夏のキャンペーンの実施 

• この1年間で「変更しないことを決定した」
「検討しない」層が増え、切替検討層は約３
割と半減している（右図参照）。 

• お客さまの声から寄せられた東京ガスの電気
のメリットやサービス内容を正しくお伝えす
ることで、多くの方に電気の切替えをご検討
いただく。 

期間：7月13日（木）～9月18日（月・祝） 
内容：期間中に東京ガスの電気をお申し込みいただいたお客さまに 
     抽選で豪華景品が当たります。 
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切替検討層 



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。 
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本日ご紹介しました、東彩ガス地区と東日本ガス地区向けの新たなガス料金メニュー
「ずっともガス」や暮らしサービスメニュー、夏のキャンペーン等の詳細については、
東京ガスのホームページをご確認ください。 



＜参考１＞両地区向けの「ずっともガス」の料金表 
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■東彩ガス地区 

【ずっともガス（東彩ガス地区）】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A表 0m3から 15m3まで 779.76 185.85 

B表 15m3をこえ 80m3まで 1,372.01 146.37 

C表 80m3をこえ 200m3まで 1,585.67 143.70 

D表 200m3をこえ 400m3まで 2,790.41 137.67 

E表 400m3をこえ 700m3まで 6,037.97 129.55 

F表 700m3をこえる場合 9,174.95 125.07 

 

 

【ずっともガス（東彩ガス地区）業務用セット割】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A表 0m3から 15m3まで 779.76 185.85 

B表 15m3をこえ 80m3まで 1,372.01 146.37 

C表 80m3をこえ 200m3まで 1,825.67 140.70 

D表 200m3をこえ 400m3まで 3,030.41 134.67 

E表 400m3をこえ 700m3まで 6,277.97 126.55 

F表 700m3をこえる場合 9,414.95 122.07 

 

 

【東彩ガスの一般料金】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A表 0m3から 20m3まで 779.76 185.85 

B表 20m3をこえ 80m3まで 1,414.80 154.07 

C表 80m3をこえ 200m3まで 1,890.00 148.14 

D表 200m3をこえ 400m3まで 3,130.92 141.93 

E表 400m3をこえ 700m3まで 6,480.00 133.56 

F表 700m3をこえる場合 9,720.00 128.94 

 

■東日本ガス地区 

【ずっともガス（東日本ガス地区）】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A表 0m3から 15m3まで 756.00 202.70 

B表 15m3をこえ 81m3まで 1,249.86 169.78 

C表 81m3をこえ 204m3まで 2,081.67 159.51 

D表 204m3をこえ 511m3まで 4,445.13 147.92 

E表 511m3をこえる場合 8,771.87 139.45 

 

 

【ずっともガス（東日本ガス地区）業務用セット割】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A表 0m3から 15m3まで 756.00 202.70 

B表 15m3をこえ 81m3まで 1,249.86 169.78 

C表 81m3をこえ 204m3まで 2,324.67 156.51 

D表 204m3をこえ 511m3まで 4,688.13 144.92 

E表 511m3をこえる場合 9,014.87 136.45 

 

 

【東日本ガスの一般料金】 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件･月) 

基準単位料金 

(円/m3) 

A表 0m3から 20m3まで 756.00 202.70 

B表 20m3をこえ 81m3まで 1,285.20 176.85 

C表 81m3をこえ 204m3まで 2,300.40 164.44 

D表 204m3をこえ 511m3まで 5,065.20 150.94 

E表 511m3をこえる場合 9,482.40 142.30 

 

＊料金は消費税込 



＜参考２＞試算条件(家庭用) 

【試算条件等】 
家庭用のお客さまの平均的な使用量（戸建住宅2人家族：ガス39m3/月・電気333kWh/月・戸建住宅3人家族：ガス42m3/月・電気
392kWh/月・戸建住宅4人家族：ガス59m3/月・電気436kWh/月：2015年東京都公表数値）に基づき、年間使用量（戸建住宅2人家
族：ガス470m3/年・電気4,000kWh/年・戸建住宅3人家族：ガス500m3/年・電気4,700kWh/年・戸建住宅4人家族：ガス710m3/
年・電気5,200kWh/年）を設定。 
•東京電力エナジーパートナーの料金は、口座振替割引サービス54円/ 月を含まない金額です。 
•主に使用する暖房器具が「電気」であることを想定して算定しています。 
•燃料費調整額・原料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は東京ガス・東京電力エナジーパートナー・東彩ガス・東日本ガス
いずれも2017年7月時点の単価で算出しています。 
•「パッチョポイント」は、1ポイントを1円相当として換算しています。特記なき場合は税込表記です。算定金額は下2桁以下を四捨五入
しています。 
•お客さまのご使用状況によっては、同じ世帯人数や住宅形態でも年間使用量や料金メリットが異なることがあります。 LP（プロパン）
ガスをお使いの場合、東日本ガス地区の栄地区にお住まいの場合は、ずっともガス（東彩ガス地区・東日本ガス地区）はお申込みいただ
けません。ずっともガス（東彩ガス地区・東日本ガス地区）をお申込みされる場合、東京ガス無料web会員サービス「myTOKYOGAS」
への加入が条件となります。 
<ガス・電気セット割内容> 
電気需給契約ごとに、電気料金の基本料金（月額）から270円（税込）を割引。以下の条件を満たすお客さまからお申し込みをいただき
東京ガスが承諾した場合には、本メニューを適用させていただきます。 
①東京ガスのガスと電気のご使用場所が同じであること。 
②ガスと電気のご契約者が同じであること（電気の契約者名義の変更に同意していただける場合を含む）。 
③ガス料金と電気料金を合算してお支払いいただけること。 
※適用対象となる電気料金メニューは、「ずっとも電気1」「ずっとも電気2」「ずっとも電気3」になります。  
<電気料金連動ポイント内容> 
毎月の電気料金1,000円（税込）につき15ポイント。（電気料金は、消費税・燃料費調整額を含む。再生可能エネルギー発電促進賦課金
や延滞利息は除く。）「ずっとも電気1」または「ずっとも電気2」を契約し、東京ガスの電気を使用していることが条件となります。
「ずっともパック割」を適用しているお客さまは、ポイント付与の対象外となります。電気料金連動ポイントは、電気単独でご契約の場
合にも適用となります。 
<ガス・電気セットポイント内容> 
毎月のガス料金1,000円（税込）あたり15ポイント（ガス料金は、消費税・原料費調整額を含む）ずっともガス（東彩ガス地区・東日本
ガス地区）を契約し、「ガス・電気セット割」の適用をした電気需給契約が成立していることが条件となります。 
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＜参考２＞試算条件(家庭用) 

【現在のご契約（東彩ガス地区）】 
2017年６月時点の東彩ガス「一般料金」および東京電力エナジーパートナーの2017年6月時点（地球温暖化対策のための税の増税反映
後）の「従量電灯B」40Aで算定しています。 
 
【現在のご契約（東日本ガス地区）】 
2017年６月時点の東日本ガス「一般料金」および東京電力エナジーパートナーの2017年6月時点（地球温暖化対策のための税の増税反映
後）の「従量電灯B」40Aで算定しています。 
 
【東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）」＋東京電力「従量電灯B」】 
東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）」および東京電力エナジーパートナーの2017年6月時点（地球温暖化対策のための税の増税反映
後）の「従量電灯B」40Aで算定しています。 
 
【東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）」＋東京ガス「ずっとも電気」】 
東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）」および東京ガス「ずっとも電気1（オプション割引：ガス・電気セット割適用）」（40A）を
併せてご契約いただいたものとして算定しています。 
 
【東京ガス「ずっともガス（東日本ガス地区）」＋東京ガス「ずっとも電気」】 
東京ガス「ずっともガス（東日本ガス地区）」および東京ガス「ずっとも電気1（オプション割引：ガス・電気セット割適用）」（40A）
を併せてご契約いただいたものとして算定しています。 
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家庭用 ＜参考３＞ 家族人数別のモデルケースにおける光熱費 

東彩ガス地区 東日本ガス地区 

東彩ガス（一般料金） 
＋ 

東京電力 
（従量電灯Ｂ） 

東日本ガス（一般料金） 
＋ 

東京電力 
（従量電灯Ｂ） 

2人家族の場合 
（ガス使用量470m3/年、
電気使用量4,000kwh/年） 

ガス料金 78,900円 88,400円 

電気料金 108,400円 108,400円 

光熱費合計 187,300円 196,800円 

3人家族の場合 
（ガス使用量500m3/年、 
電気使用量4,700kwh/年） 

ガス料金 82,900円 93,000円 

電気料金 128,800円 128,800円 

光熱費合計 211,700円 221,800円 

4人家族の場合 
（ガス使用量710m3/年、
電気使用量5,200kwh/年） 

ガス料金 110,500円 125,500円 

電気料金 143,600円 143,600円 

光熱費合計 254,100円 269,100円 

＜ガス料金表、算定条件はP13~15参照＞ 



＜参考４＞試算条件(業務用) 

【試算条件等】 
年間使用量 ガス：2,757m3 、電気：「従量電灯C」12,109kWh 「低圧電力」12,102kWhで算定。本事例は当社の独自調査より代表
性のある個別件名を抽出。電気料金は、東京電力エナジーパートナーの「従量電灯C」12kVA と「低圧電力」12kW 力率 90%を、当
社の「ずっとも電気2」12kVA および「ずっとも電気3」12kWに切り替えた上で「ガス・電気セット割」を適用した金額。 
•東京電力エナジーパートナーの料金は、口座振替割引サービス54円/ 月を含まない金額です。 
•燃料費調整額・原料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は東京ガス・東京電力エナジーパートナー・東彩ガスいずれも
2017年7月時点の単価で算出しています。 
•お客さまのご使用状況によっては、年間使用量や料金メリットが異なることがあります。特記なき場合は税込表記です。算定金額は下
2桁以下を四捨五入しています。LP（プロパン）ガスをお使いの場合、東日本ガス地区の栄地区にお住まいの場合は、ずっともガス
（東彩ガス地区・東日本ガス地区）はお申込みいただけません。 
＜ガス・電気セット割内容＞ 
電気需給契約ごとに、電気料金の基本料金（月額）から270円（税込）を割引。以下の条件を満たすお客さまからお申し込みをいただ
き東京ガスが承諾した場合には、本メニューを適用させていただきます。 
①東京ガスのガスと電気のご使用場所が同じであること。 
②ガスと電気のご契約者が同じであること（電気の契約者名義の変更に同意していただける場合を含む）。 
③ガス料金と電気料金を合算してお支払いいただけること。 
※適用対象となる電気料金メニューは、「ずっとも電気1」「ずっとも電気2」「ずっとも電気3」になります。 
 
【現在のご契約（東彩ガス地区）】 
2017年6月時点の東彩ガス「一般料金」および東京電力エナジーパートナーの2017年6月時点（地球温暖化対策のための税の増税反映
後）の「従量電灯C」12kVA と「低圧電力」12kW 力率90%で算定しています。 
 
【東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）」＋東京電力「従量電灯C」「低圧電力」 】 
東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）」および東京電力エナジーパートナーの2017年6月時点（地球温暖化対策のための税の増税
反映後）の「従量電灯C」12kVA と「低圧電力」12kW 力率90%で算定しています。 
 
【東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）」＋東京ガス「ずっとも電気2/ずっとも電気3」】 
東京ガス「ずっともガス（東彩ガス地区）の業務用セット割版」および東京ガス「ずっとも電気2」12kVA「ずっとも電気3」12kW 
（オプション割引：ガス・電気セット割適用）を併せてご契約いただいたものとして算定しています。 
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業務用 ＜参考５＞ モデルケースにおける光熱費 

東彩ガス地区 東日本ガス地区 

東彩ガス（一般料金） 
＋ 

東京電力 
（従量電灯Ｃ＋低圧電力） 

東日本ガス（一般料金） 
＋ 

東京電力 
（従量電灯Ｃ＋低圧電力） 

飲食店 
（ガス使用量2,757m3/年、
電気使用量 
従量電灯Ｃ：12,109kwh/年 
低圧電力：12,102kwh/年） 

ガス料金 367,400円 417,000円 

電気料金 714,900円 714,900円 

光熱費合計 1,082,300円 1,131,900円 

＜ガス料金表P13、算定条件はP17参照＞ 



＜参考６＞東京ガスの電気料金メニュー「ずっとも電気」 
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東京ガスは2016年4月から家庭用や業務用のお客さま向け 
低圧電力の販売を開始（離島を除く東京電力管内）。 

「ずっとも電気」は東彩ガス地区と東日本ガス地区のお客さまにも 
ご契約いただいています。 

 ファミリー世帯や、飲食店をはじめとした業務用のお客さまなど、主に電気を多く使う
お客さまにお得な料金メニューを3種ご用意しています（以下参照）。 

 東京ガスのガスと電気のご契約をいただくお客さまは、 「ガス・電気セット割」をお申
込み頂くことで、電気料金の基本料金が２７０円/月（税込）の割引が適用になります。 

名称 類似の東京電力
メニュー 

おすすめ用途 

ずっとも電気１ 従量電灯Ｂ 
ご家庭や商店、飲食店、マンション共用部等の電気の使用量が多い 
お客さま 

ずっとも電気２ 従量電灯Ｃ 
照明等の電気機器を数多くご使用のご家庭、商店、事務所、飲食店、
マンション共用部のお客さま等 

ずっとも電気３ 低圧電力 
モーターや大型エアコン等の動力をお使いの商店、事務所、工場、 
飲食店、マンション共用部のお客さま 

＊「ずっとも電気」の適用条件等詳細は東京ガスのホームページをご確認ください。 
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家庭用 

お客さまのご要望にお応えして、 
新たに「nanacoポイント」を追加！2017年8月より交換可能になります。 

＜参考７＞無料web会員サービス「myTOKYOGAS」 

「myTOKYOGAS」は、毎月のガスや電気の料金や使用量をインターネットで確認でき
る登録無料のサービスです。その他にも「パッチョポイント」の確認・交換や会員限定
コンテンツの提供など、便利でお得なサービスをお届けします。 
＊東彩ガス地区、東日本ガス地区のサービス提供は11月初旬を予定しています。 


