
新たなご家庭向け都市ガス料⾦プラン
「とくとくガス床暖プラン」の概要
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「とくとくガス床暖プラン」

 家庭⽤ガス温⽔床暖房をご使⽤され、冬期にガスを多くご使⽤されるお客さまにおすすめのプランです。

とくとくガス床暖プラン

料⾦適⽤開始から1年間、
毎⽉のガス料⾦から

※１

５％ 割引!
※２新規加⼊

特典

さらに！
新しい電気料⾦プランとの
セット特典として、電気料⾦から 年間1,200円割引!

※３ ※４

東京ガスの「暖らんぷらん」と同じ料⾦設定
ガス温⽔床暖房をご使⽤の⽅のガスご使⽤量が多くなる冬期
（12⽉〜４⽉検針分）のガス料⾦がその他期に⽐べて割安！

安 ⼼
保 証 床暖・ガス機器

修理サービス もしものトラブルに

※１ スタート割の適用期間は、スタート割のガス料金の適用開始日から、適用開始日直後の検針日から11月目の検針日の前日までとなります（期中解約の場合を除く）。
スタート割の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

※２ とくとくガス床暖プランのガス料金（消費税等相当額、原料費調整額を含みます。）から割引となります。
※３ スタンダード、プレミアム、スマートライフ、夜トクの各電灯プラン。ガスセット割の対象となる電気料金プランの詳細は、当社ホームページをご覧ください。
※４ 消費税等相当額を含みます。毎月100円（税込）電気料金から割引となります。

無料 で対応！
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「とくとくガス床暖プラン」 料⾦単価

１か月のガス使用量

基本料金（円／月） 従量料金（円／ｍ３）

冬期 その他期 冬期 その他期

Ａ表 0ｍ３から20ｍ３ 745円20銭 745円20銭 142円66銭 142円66銭

Ｂ表 20ｍ３をこえ80ｍ３まで 1,242円00銭 1,036円80銭 117円82銭 128円08銭

Ｃ表 80ｍ３をこえ200ｍ３まで

2,106円00銭

1,209円60銭

107円02銭

125円92銭

Ｄ表 200ｍ３をこえ500ｍ３まで 1,857円60銭 122円68銭

Ｅ表 500ｍ３をこえ800ｍ３まで 6,177円60銭 114円04銭

Ｆ表 800ｍ３をこえる場合 12,225円60銭 106円48銭

<料金表>

東京ガスの「暖らんぷらん」と同じ料金設定です。
12月～４月検針分には「冬期」、５月～11月検針分には「その他期」の料金が適用されます。

従 量 料 ⾦（円未満切り捨て）
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床暖・ガス機器修理サービス

 ご加⼊の⽅はもれなく 「床暖・ガス機器修理サービス」 をご利⽤いただけます。

ガス温水床暖房 ガス給湯器 等ガスコンロ

・主な対象機器・

＜床暖・ガス機器修理サービスの特徴＞

ガス温水床暖房やガスコンロ・ガス給湯器など、お使いのガス機器が故障した際、無料で修理
が受けられるサービスです。
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床暖・ガス機器修理サービス

当社 「床暖・ガス機器修理サービス」 （参考）東京ガス 「TESメンテナンスサービス」

サービス概要
お使いのガス機器の故障時に、無料で修理が受けら
れるサービス

東京ガス温⽔システム(TES)について、年１回の保
守点検・故障時の修理が受けられるサービス

サービス料⾦
な し
（注）とくとくガス床暖プランの加⼊特典

あ り（年額10,584円〜12,960円）
（注）上記は暖房・給湯システムを対象とする料⾦

⽀払⽅法および加⼊時期によって料⾦が変動

修
理
保
証

対象機器

以下のガス機器
調理機器※（コンロ、オーブン、炊飯器）、給湯機器※（瞬
間湯沸かし器、貯湯湯沸かし器）、ガス温⽔熱源機※、
TES熱源機（暖房⾵呂給湯器）、暖房専⽤熱源機、
暖房機器※、浴室暖房乾燥機、暖房専⽤放熱器
※⽇本ガス機器検査協会の認定を受けたものに限ります

以下の東京ガス温⽔システム(TES)機器
TES熱源機、床暖房、浴室暖房乾燥機、TESエアコン、暖房
専⽤放熱器、リモコン、太陽光パネル（⼀部機器は対象外）、
貯湯タンク

保証内容 修理費（出張料・技術料・部品代）無料
（注）1回の修理につき上限50万円/台

修理費（出張料・技術料・部品代）無料
（注）11年⽬以降は部品代有料

保証期間 設置から10年以内
（注）11年⽬以降は保証対象外

設置から15年以内
（注）11年⽬以降は部品代有料

※「床暖・ガス機器修理サービス」の対象機器、サービス内容についての詳細は、当社ホームページをご覧ください。
※東京ガス「TESメンテナンスサービス」の詳細は、東京ガスへお問い合わせください。

サービス内容（東京ガス「TESメンテナンスサービス」との比較）

 お使いのガス機器が故障した際、無料で修理が受けられるサービスです。
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電気・ガス両⽅を当社料⾦プランに切り替えた場合①

スタンダードＳ※＋とくとくガス床暖プラン ※⼀⼈暮らしの⽅やファミリーなど幅広いお客さま向けのプランです。

＜試算条件＞電気料金：●50A、380kWh/月のモデルケースを前提に算定しています。なお、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。●「東京電力 従量電灯B」の料金は、当
社が定める電気供給約款（2016年1月1日実施）における従量電灯Bの2016年6月1日以降の適用料金にもとづき算定しています。なお、口座振替割引額は含みません。●「東京電力 スタンダードS」の料金は、当社が定める電
気需給約款［低圧］（2017年11月1日実施）におけるスタンダードSにもとづき算定しており、毎月貯まるポイントおよびガスセット割を含みます。●「毎月貯まるポイント」は、請求金額から消費税等相当額、再生可能エネ
ルギー発電促進賦課金および延滞利息等を除いた金額1,000円につき5ポイント付与いたします。ガス料金：●40m3/月のモデルケースを前提に算定しています。なお、消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。●
「東京ガス 暖らんプラン」の料金は、東京ガス株式会社が定める家庭用ガス温水床暖房約款（選択約款）［東京地区等］（2017年4月1日実施）にもとづき算定しています。なお、口座振替割引額および「エコ割」などのオプ
ション割引の割引額は含みません。●「東京電力 とくとくガス床暖プラン」の料金はスタート割を含みます。なおスタート割の適用期間は、スタート割のガス料金の適用開始日から、適用開始日直後の検針日から11月目の検針
日の前日までとなります（期中解約の場合を除く）。共通：●［年間のおトク相当額］は、「東京電力 従量電灯B」および「東京ガス 暖らんプラン」と「東京電力 スタンダードS」および「東京電力 とくとくガス床暖プラ
ン」の月額料金差額の合計を12倍したもの（1年分相当）であり、実際のおトク額とは異なる場合があります。●電気、ガス料金の月額比較や「年間おトク額」は、それぞれ100円未満を切り捨てて表示しているため、月額料
金の差額を12倍したもの（1年分相当）と「年間のおトク額」は一致しません。●ガスセット割は電気料金からの割引となります。●お客さまのご契約内容によっておトクにならない場合があります。●毎月貯まるポイント、ガ
スセット割およびスタート割の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

3LDKのマンションにお住まいで、ガス温⽔床暖房をご利⽤の場合 電気 50A 380kWh/⽉ ガス 40㎥/⽉

従量電灯B

電気

東京電⼒

東京ガス 暖らんぷらん

ガス

⽉額16,900円

スタンダードS

電気

東京電⼒

ガス
東京電⼒

ガスセット割で
年間1,200円おトク！

◎
［スタンダードＳ特典］
・毎⽉貯まるポイント！
※電気料⾦1,000円(税抜)につき5ポイント貯まる

スタート割で5%割引！◎

東京電⼒のセットプラン

最初の１年間は5,500円相当もおトクに！

現在のご契約

⽉額16,400円相当

とくとくガス床暖プラン
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電気・ガス両⽅を当社料⾦プランに切り替えた場合②

プレミアムＬ※＋とくとくガス床暖プラン

4LDKの⼀⼾建てにお住まいで、ガス温⽔床暖房をご利⽤の場合 電気 12kVA 700kWh/⽉ ガス 110㎥/⽉

※ご家族の多い⽅、ペットを飼っている⽅など、
⽉々の電気のご使⽤量が多いお客さまにおすすめのプランです。

＜試算条件＞電気料金：●12kVA、700kWh/月のモデルケースを前提に算定しています。なお、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。●「東京電力 従量電灯C」の料金は、
当社が定める電気供給約款（2016年1月1日実施）における従量電灯Cの2016年6月1日以降の適用料金にもとづき算定しています。なお、口座振替割引額は含みません。●「東京電力 プレミアムL（2年契約）」の料金は、当
社が定めるプレミアムL（2016年7月1日実施）にもとづき算定しており、加入特典、毎月貯まるポイントおよびガスセット割を含みます。なお、加入特典は総額を24で除した値（1か月分相当）を適用しています。 ●新規加入
によるポイントプレゼントは、当社ホームページで1か月前に告知のうえ、終了させていただく場合があります。●「毎月貯まるポイント」は、請求金額から消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金および延滞利息
等を除いた金額1,000円につき5ポイント付与いたします。ガス料金：●110m3/月のモデルケースを前提に算定しています。なお、消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。●「東京ガス 暖らんプラン」の料金は、
東京ガス株式会社が定める家庭用ガス温水床暖房約款（選択約款） ［東京地区等］（2017年4月1日実施）にもとづき算定しています。なお、口座振替割引額および「エコ割」などのオプション割引の割引額は含みません。●
「東京電力 とくとくガス床暖プラン」の料金は、スタート割を含みます。なおスタート割の適用期間は、スタート割のガス料金の適用開始日から、適用開始日直後の検針日から11月目の検針日の前日までとなります（期中解
約の場合を除く）。共通：●［年間のおトク相当額］は、「東京電力 従量電灯C」および「東京ガス 暖らんプラン」と「東京電力 プレミアムL（2年契約）」および「東京電力 とくとくガス床暖プラン」の月額料金差額の合計
を12倍したもの（1年分相当）であり、実際のおトク額とは異なる場合があります。●電気、ガス料金の月額比較や「年間おトク額」は、それぞれ100円未満を切り捨てて表示しているため、月額料金の差額を12倍したもの（1
年分相当）と「年間のおトク額」は一致しません。●ガスセット割は電気料金からの割引となります。●お客さまのご契約内容によっておトクにならない場合があります。●加入特典、毎月貯まるポイント、ガスセット割および
スタート割の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

東京電⼒のセットプラン現在のご契約

従量電灯C

電気

東京電⼒

東京ガス 暖らんぷらん

ガス

プレミアムL

電気

東京電⼒

とくとくガス床暖プラン

ガス
東京電⼒

ガスセット割で
年間1,200円おトク！

◎
［プレミアムＬ特典］
・新規ご加⼊で8,000ポイント！
・毎⽉貯まるポイント！
※電気料⾦1,000円(税抜)につき5ポイント貯まる

東京ガスの⼀般料⾦より
3%おトク！

◎
スタート割で5%割引！◎

最初の１年間は22,100円相当もおトクに！

⽉額34,400円相当⽉額36,200円

スタート割で5%割引！◎
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都市ガス販売エリア 電気料⾦プラン

 とくとくガス床暖プランの加⼊条件は、以下「都市ガス販売エリア」にお住まいのお客さまで、以
下「電気料⾦プラン」にご加⼊されており（またはガスとセット申込みいただき）、ガス温⽔床暖
房をご使⽤されていることです。

（注）千葉市稲⽑区および四街道市のうち「四街道12Aエリア」を除きます。
都市ガスの供給エリアに限ります。

東京都
23区・⼋王⼦市・⽴川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・

町⽥市・⼩⾦井市・⼩平市・⽇野市・東村⼭市・国分寺市・国⽴市・狛江市・
東⼤和市・清瀬市・東久留⽶市・多摩市・稲城市・⻄東京市・武蔵村⼭市

神奈川県
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・
逗⼦市・三浦市・⼤和市・海⽼名市・座間市・綾瀬市・南⾜柄市・葉⼭町・

寒川町・⼤磯町・中井町・開成町

栃⽊県 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・⾼根沢町・壬⽣町

群⾺県 千代⽥町・⾢楽町

茨城県 ⿓ヶ崎市・⽜久市・つくば市・取⼿市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・
阿⾒町・美浦村

埼⽟県
さいたま市・川⼝市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・⼾⽥市・朝霞市・和光市・
新座市・久喜市・⼋潮市・三郷市・蓮⽥市・伊奈町・⽩岡市・熊⾕市・⾏⽥市・

深⾕市・鴻巣市・⽻⽣市

千葉県
千葉市(注)・⽊更津市・⼋千代市・君津市・富津市・四街道市(注)・袖ヶ浦市・

⼋街市・佐倉市・印⻄市・⽩井市・成⽥市・富⾥市・酒々井町・芝⼭町・
多古町・栄町

「とくとくガス床暖プラン」 加⼊条件

• スタンダードS 
• スタンダードL 
• スタンダードX 
• アクアエナジー100
• プレミアムS 
• プレミアムL 
• プレミアムプラン
• スマートライフＳ
• スマートライフＬ
• スマートライフプラン
• 夜トク8 
• 夜トク12 
• 動⼒プラン
※スタンダードＸ、プレミアムプラン、スマートライフプランについては、現在

新規加⼊の受付を停⽌しております。すでにご契約中のお客さまは引
き続きご利⽤いただけます 。

※ソフトバンクでんき powered by TEPCOへ加⼊しているお客さまは
対象外となります。

※動⼒プランはガスセット割対象外となります。
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●料金プランに関するお問い合わせ・お申込みは

０１２０－９９５－３３３

平日 ９：００～２０：００

土・日・休・祝日 ９：００～１７：００

※お申込みの際は、電気とガスの検針票をお手元にご用意下さい。

●ガス料金プランの試算は

URL：https://enechange.jp/try/input?o=kurashi_tepco

東電 ガス試算 検索

お問い合わせ・お申込み

以 上

https://enechange.jp/try/input?o=kurashi_tepco
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今後は、様々な業務提携先と協⼒しながら、当社の販売分とあわせて、
2019年度に100万軒相当のお客さまヘ、東電ＥＰのガスをお届けできるよう取り組んでまいります。

（参考）今後の都市ガス販売⽬標


