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ＪＸＴＧエネルギー株式会社
本説明書はガス事業法および
経済産業省令に基づき交付するものです

ＥＮＥＯＳ都市ガス供給条件説明書
本書では、当社がお客さまにガス（商品名：「ＥＮＥＯＳ都市ガス」）を販売する際の条件（ガス供給条件）を概説します。
詳しくは当社ＥＮＥＯＳ都市ガス需給約款等（当社ホームページに掲載）をご確認願います。
お申込みに際しては、当社のＥＮＥＯＳでんき約款に記載された事項をご承認いただき、かつ、本書をご確認のうえお申し込みいただきますようお願いします。
１．申し込み方法
・インターネットまたは申込書によりお申し込みいただけます。
２．ガスの小売供給開始予定日
・当社は、お客さまからのガス需給契約のお申し込みの内容を了承したときは、すみやかにお客さまと協議のうえガスの小売供給開始日を定め、供給準備
その他必要な手続きを経たのち、ガスの供給を開始いたします。
・当社へスイッチングされる場合の小売供給開始日は、原則として、手続き完了後の定例検針日（次回検針日または次々回検針日）の翌日といたします。
３．ガス料金（詳しくは当社ホームページに掲載のＥＮＥＯＳ都市ガス料金表でご確認願います。）
（税込） （２）「床暖プラン(TK)」
（１）「標準プラン(TK)」
１ヵ月のガスご使用量
0 ㎥から 20 ㎥まで
20 ㎥をこえ 80 ㎥まで
80 ㎥をこえ 200 ㎥まで
200 ㎥をこえ 500 ㎥まで
500 ㎥をこえ 800 ㎥まで
800 ㎥をこえる場合

基本料金
（円/月）
715.39 円
995.32 円
1,161.21 円
1,783.29 円
5,930.49 円
11,736.57 円

従量料金
（円/㎥）
136.95 円
122.95 円
120.88 円
117.77 円
109.47 円
102.22 円
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１ヵ月のガスご使用量

冬期

0 ㎥から 20 ㎥まで
20 ㎥をこえ 80 ㎥まで
80 ㎥をこえ 200 ㎥まで
200 ㎥をこえ 500 ㎥まで
500 ㎥をこえ 800 ㎥まで
800 ㎥をこえる場合
0 ㎥から 20 ㎥まで
20 ㎥をこえ 80 ㎥まで
80 ㎥をこえる場合

※１.その他期:5 月～11 月 冬期:12 月～4 月
※２.料金には上記のほか別途原料費調整額を加減算します。
※３.｢床暖プラン(TK)｣は居室で家庭用ガス温水床暖房システムをご使用していること等を加入要件といたします 。

（税込）

基本料金
（円/月）
745.20 円
1,036.80 円
1,209.60 円
1,857.60 円
6,177.60 円
12,225.60 円
745.20 円
1,242.00 円
2,106.00 円

従量料金
（円/㎥）
142.66 円
128.08 円
125.92 円
122.68 円
114.04 円
106.48 円
142.66 円
117.82 円
107.02 円

４．ガス料金に関する割引・キャンペーン等
・(適用条件)「床暖プラン(TK)」が適用されていること。
床暖房追加割引
・(割引内容)ガス料金から 7%を乗じた金額を割引きいたします。
・(適用条件)対象カードで「ＥＮＥＯＳ都市ガス」のガス料金をお支払いいただくこと。
ＥＮＥＯＳカード割引
・(割引内容)「ＥＮＥＯＳ都市ガス」の請求月にガス料金から月額 100 円(税込)割引きいたします。
シナジーカード割引
なお、最初にお支払いいただいた翌月から割引きを適用します。
・(適用条件) 2020 年 3 月 31 日までに契約名義、使用場所および支払方法が同一であるＥＮＥＯＳでんきとＥＮＥＯＳ都市ガスの両
方をお申し込みいただいており、かつその後ＥＮＥＯＳでんきの契約が成立し、2020 年 6 月 30 日までにＥＮＥＯＳ都市ガスの供給
でんき・ガス加入特典
を開始していること。なお、適用は、1 電気契約に対し、1 ガス需給契約とします。
・(割引内容) ガス料金等請求額から月額 600 円(税込)を 5 ヵ月間（合計 3,000 円）割引きいたします。
割引額が 600 円に満たない場合は 6 ヵ月目以降に繰り越します。
・提携クレジットカード、Ｔポイントその他の割引、ポイント還元、キャンペーンは、当社ホームページまたはＥＮＥＯＳでんき・都市ガス
その他の割引・ポイント
カスタマーセンターでご確認願います。
還元・キャンペーン
・代理店(媒介者)による割引・キャンペーンがある場合、その詳細は末尾の代理店(媒介者)にご確認願います。
５．料金プランの適用
・料金プランはお客さまからのお申し込みに基づき適用するものといたしますが、お申し込み時または当社が必要と判断したときに、料金プランの適用条件が
満たされていることについて、お客さま宅へ立ち入り確認させていただく場合があります。
・適用条件が満たされていないときは、当該料金プランは適用されません。この場合、適用可能な料金プランにご変更いただくか、ガス需給契約を解約する
ことといたします。また、使用したガスについては、料金表等の定めにしたがい、料金を精算させていただくことがあります。
６．ガス料金の算定期間、料金計算方法および支払期日等
・ガス使用量は、一般ガス導管事業者（以下「ガス導管事業者」といいます。）がガス導管事業者の託送約款等（以下「託送約款等」といいます。）に定める
検針日に計量した使用量によるものとします。
・料金の算定期間は、「1 ヵ月」とし、原則として前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間とします。
・料金の支払義務は、原則としてお客さまごとに託送約款等に定める定例検針日を考慮して当社が料金を請求する日として定めた日に発生するものとし、
支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
なお、支払期日までにお支払いいただけない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて年利 10%の延滞利息をご負担いただきます。
７．料金の支払方法
・クレジットカードまたは口座振替の 2 種類からご選択いただきます。なお、クレジットカードによるお支払いの場合は、指定カードの発行会社の規約に
基づきお支払いいただきます。
・お手続きが完了するまでの間、振込票（コンビニエンスストア専用）でお支払いいただく場合があります。
８．各種手数料
・お客さまからの申し出により、各種書類を発行するときは、手数料として 1 通につき、次の金額をご負担いただきます。
ただし、ＥＮＥＯＳでんきの請求書・利用明細書または領収書の発行手数料をご負担いただいているお客さまで、かつ、ＥＮＥＯＳでんきおよびＥＮＥＯＳ都市ガスの
両方を同一名義、同一使用場所、同一支払方法でご契約いただいているお客さまの場合は、ＥＮＥＯＳ都市ガスの請求書・利用明細書または領収書の発行手数
料を無料といたします。
請求書・利用明細書：108 円（税込）
領収書： 162 円（税込）
支払証明書：756 円（税込）

９．供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
・当社は類別 13A のガスを供給いたしますので、13A 用のガス機器が適合いたします。
（１）熱量
標準熱量：45 メガジュール
最低熱量：44 メガジュール
（２）圧力
最高圧力：2.5 キロパスカル
最低圧力：1.0 キロパスカル
（３）燃焼性
最高燃焼速度 ：47
最低燃焼速度 ：35
最高ウォッベ指数：57.8
最低ウォッベ指数：52.7
１０．工事費等
・お客さまの需要場所を供給区域とするガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまに当社がガスを供給する場合、
供給の方法およびガス工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
・ガス導管事業者から、託送約款等に基づき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費負担金等が発生するときは
お客さまにご負担いただきます。
１１．導管、器具、機械その他の設備に関する保安上の責任
・内管およびガス栓等、ガス導管事業者のガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において
管理していただきます。
また、ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、お客さまの資産となる供給施設について検査および緊急時の応急措置等の
保安責任を負います。
・当社またはガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法および経済産業省令
（以下「ガス事業法令」といいます。）の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
・当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、
お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。
・お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、ガス導管事業者に通知していただきます。
・お客さまは、当社およびガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
・その他保安について、ＥＮＥＯＳ都市ガス需給約款等の「保安に対するお客さまの協力」「お客さまの責任」に定められた事項を遵守していただきます。
１２．託送約款等に定められたお客さまの責任に関する事項
・ガスの使用にあたり、託送約款等に定められる次の事項について承諾いただきます。
－必要な業務のために、お客さまの供給施設または消費機器の設置の場所へ立ち入ること
－ガスの供給および保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止または制限すること
－ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと
・ガス供給に伴い保安等や調査に対するお客さまの協力等、託送約款等に定められるお客さまの協力に関する事項について承諾いただきます。
１３．契約期間・更新
・契約期間は、ガス需給契約が成立した日から 1 年間といたします。
・契約期間満了に先だってお客さまから特段の意思表示がない場合、ガス需給契約は同一条件で 1 年間継続されるものとし、以後も同様とします。
１４．契約変更・解約の期間制限
・契約変更・解約を制限する期間は設定いたしません。
１５．お客さまからの申し出による契約の変更
・料金プラン等の変更をされる場合は、原則として、お申し込みをされた日以後の最初の検針日の翌日から適用します。
１６．当社からの申し出による解約
・お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はガス需給契約を解約することがあります。
－ガス需給契約に基づく料金または他の需給契約（電気含む）に基づく料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合
－料金以外の債務（延滞利息、違約金、工事費その他ＥＮＥＯＳ都市ガス需給約款から生ずる債務）を履行しない場合
－口座振替およびクレジットカード払いの手続きが完了しない場合
－お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
－ＥＮＥＯＳ都市ガス需給約款に記載されている内容に反した場合
・当社がガス需給契約を解約する場合は、解約日に供給を終了させるための適切な処置（メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断する
こと等をいいます。）を行います。
１７．その他
・複数の使用量を合算するなど特別な契約の場合は契約をお断りすることがあります。
・当社と新規にご契約いただくことにより、現在のガス供給契約を解約することになるため、契約途中の解約金等が発生する、ポイント等の特典が
失効する、現在契約されている会社の料金プランで再度契約できなくなるといった可能性があります。
詳しくは現在ご契約中のガス小売事業者にお問合せ下さい。
１８．お問い合わせ先

※ＥＮＥＯＳでんき・ＥＮＥＯＳ都市ガスに関するお問い合わせおよび契約の変更・解除の申し出はカスタマーセンターへ

電気・ガス小売事業者： ＪＸＴＧエネルギー株式会社

代理店（媒介者）

（小売電気事業者登録番号：Ａ００５０）
（ガス小売事業者登録番号：Ａ０００７）

ＥＮＥＯＳでんき・都市ガス カスタマーセンター
受付時間：午前 9 時～午後 5 時（第 3 日曜日と年末年始を除く）
ENEOS でんきに関するお問合せ：
☛ 0120-15-8704（IP 電話などからは 03-6627-1763）
ENEOS 都市ガスに関するお問合せ：
☛ 0120-86-8704（IP 電話などからは 03-6735-9031)
https://www.noe.jxtg-group.co.jp/ouchi/
〈代理店向け〉会社名・連絡先（電話番号）を押印・記載下さい

