重要事項説明書 [「マイホームあかり・８」、「マイホームあかり・１２」 供給条
件のご説明]
実施：２０１９年１１月１日
この文書は、当社がお客さまに電気を販売する際の条件や電気需給に関するご契約にあたり、ご注意いただきたい
重要な事項についてご説明するものです。下記の内容を十分にご理解いただいたうえ、お申し込みください。なお、
ご契約内容の詳細は、電気需給約款(低圧)および電気料金プラン定義書(以下、約款等)をご確認ください。
１．お申し込み方法
お客さまは、当社が提供する会員制ウェブサイト(以下、ウェブサイト)、または当社ホームページよりお申し込
みいただけます。
２．お申し込みの承諾について
当社は、以下に該当するお客さまからお申し込みをいただいた場合、お申し込みを承諾しないことがあります。
(1)

ガス料金や電気料金等、お客さまが当社に支払うべき料金を支払期日が過ぎてもお支払いいただけていない場
合、または支払期日が過ぎてからお支払いいただいたことがある場合

(2)

現在、当社のガスをご使用されていない場合
例外１：現在の電気のご使用場所において、ＬＰガス等から当社の都市ガスに変更していただく予定があ
り、当社は、既にお客さまからガス工事等のご依頼をいただいている場合
例外２：お引越し等にともない、「新たな電気のご使用場所（以下、引越し先等）
」でガス使用契約のお申し
込みをいただく場合

(3)

電気のご使用場所とガスのご使用場所が同じ場合であって、電気料金をガス料金と合算し、同一の方法で支
払うことにご了承いただけない場合

(4)

お引越し等にともない、引越し先等においても(3)の規定と同様に電気料金をガス料金と合算し、同一の方
法で支払うことにご了承いただけない場合

(5)

現在、ガス料金を払込用紙でお支払いいただいている場合であって、そのお支払い方法を口座振替またはクレ
ジットカード払いに変更して支払うことにご了承いただけない場合

(6)

お引越し等にともない、新たに電気需給契約とガス使用契約をお申し込みいただく場合であって、電気料金
とガス料金を口座振替またはクレジットカードで支払うことにご了承いただけない場合

(7)

口座振替またはクレジットカード払いの手続きが完了していない場合

(8)
(9)

同一のご使用場所において、繰り返し、契約のお申し込みと解約をご希望される場合
他の小売電気事業者へのスイッチングを除き、お客さまが当社との契約を解約した後、１年以内に再び、当
社とのご契約を希望される場合

３．スマートメーターの設置
(1) お客さまの電気のご使用場所において、電気メーターがスマートメーターに交換されていない場合、原則、送配
電事業者がスマートメーターの交換を行います。
(2)

送配電事業者は、スマートメーターへの交換を工事会社に委託し、委託を受けた工事会社の係員がスマートメ
ーターの交換に伺います。その際、メーター交換にかかる費用は原則、送配電事業者が負担します。また、
従来の電気メーターと同様にスマートメーターは、送配電事業者の所有物となります。

(3)

送配電事業者の都合でスマートメーターの設置が遅れた場合や設置が困難な場合でも、当社はお客さまへの
電気の供給を開始させていただきます。この場合、送配電事業者は従来どおり、検針員による検針で電気使
用量の計量等を実施します。

４．電気のご使用量およびご請求額の確認について
(1)

電気の時間別ご使用量、料金等の明細は、当社ウェブサイトでのみ、ご提供させていただきます。

(2)

電気の需給契約をウェブサイト以外の方法でお申し込みいただいた場合は、お客さまご自身でウェブサイトに
会員登録をしていただき、登録の後、当社に登録した「お客さまＩＤ」を当社お客さまコールセンター
にご連絡ください。当社は、ご連絡をいただいた後、お客さまがウェブサイトでご確認ができるよう、
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(3)

手続きをさせていただきます。
ウェブサイトの利用ができないお客さまには、ひと月の合計使用量(kWh)、ご請求額(円)、検針日を記載し
た簡易的な書面等を送付いたします。

５．他の小売電気事業者（現在の電力会社）からの当社への切り替え
他の小売電気事業者から当社の電気に切り替える際、他の小売電気事業者との契約条件により、お客さまに解約
金等の不利益事項が発生する場合があります。当社とのご契約の前に他の小売電気事業者との契約内容を十分に
ご確認ください。
６．ご契約内容の確認
(1) 電気需給契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに成立します。
(2)

ご契約いただく電気料金プランや契約容量（ｋＷ）は、原則、お客さまからお申し込みいただいた内容をも
とに決定させていただきます。ただし、お申し込みいただいた内容が送配電事業者に登録されている情報と
異なる場合には、お客さまと協議のうえ、決定させていただきます。

７．電気需給開始予定日
(1)

他の小売電気事業者（現在の電力会社）から当社に契約を切り替える場合、需給開始（供給開始）予定日
は、原則、以下の①または②のとおりとなります。なお、需給開始予定日は、契約手続きが完了した後、当
社所定の方法でお客さまにお知らせいたします。
①

スマートメーターが設置されていない場合
お申し込み後、契約手続き等が完了した日から起算して８営業日に２暦日を加えた日以降に到来する
最初の電気の検針日

②

スマートメーターが設置されている場合
お申し込み後、契約手続き等が完了した日から起算して１営業日に２暦日を加えた日以降に到来する
最初の電気の検針日
※

需給開始日は指定できません。また、お申し込み時のお客さま情報等に誤りがあった場合には、 契
約完了までに時間を要することがありますので、ご了承願います。

(2)

お引越し等にともなう、引越し先等の需給開始予定日は、原則、お客さまがご希望される日となります。

(3)

お客さまが引越し先等でいずれの小売電気事業者とも契約せずに電気の使用を開始し、後に当社との電気需
給契約が成立した場合は、その使用を開始した日を需給開始日とします。

８．供給電圧および周波数
当社が供給する電気の供給標準電圧は、単相１００Ｖ、単相１００Ｖおよび２００Ｖ、３相２００Ｖのいずれか
となります。また、標準周波数は５０Hz となります。
９．電気ご使用量の計量や電気料金の計算方法について
(1) 当社は、送配電事業者が計量した電気使用量を計量日以降に受領し、当社の約款等にもとづき、電気料金を
計算いたします。
(2)

当社は、供給開始初月、または契約を解約される月において、対象の計量期間(日数)が３０日を下回る場合、
当社の約款等にもとづき、電気料金を日割計算いたします。

１０．電気料金のお支払い方法について
(1) 電気料金は、原則としてガス料金と同一の方法で合算してお支払いいただきます。
(2)

ガス料金と同一の方法とは、口座振替でお支払いいただいている場合は、お支払い口座と同一の口座から振
り替えることをいい、クレジットカードでお支払いいただいている場合は、お支払いのクレジットカードと
同一のクレジットカードにてお支払いいただくことをいいます。

(3)

ガス料金を払込用紙でお支払いいただいている場合には、原則、口座振替払いまたはクレジットカード払い
にお支払い方法を変更していただきます。

(4)

電気料金のご請求は、送配電事業者の計量結果を当社で受領後、原則、電気料金のご請求額が確定した後、直近
に到来するガスの検針結果で算定するガス料金と合算してご請求いたします。
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(5)

お客さまのガスの検針日と電気の検針日(計量日)が近接しており、電気料金の確定がガス料金との合算に間
に合わない場合、電気料金を合算せず、ガス料金のみでご請求させていただく月が発生いたします。ま
た、この場合、合算できなかった電気料金は、翌月以降のガス料金に合算してご請求させていただきま

す。
(6)

(5)の事例が発生した場合、翌月以降のガス料金に複数月分の電気料金を合算しないよう、翌月以降の電
気料金のご請求時期を調整いたします。ただし、ご契約を解約される場合、精算時に複数月分と最終月の電
気料金を合算してご請求させていただくことがあります。

(7)

従来のクレジットカード払いと同様にカード会社の締め日との関係等により、合算した料金を複数月分、
まとめて 1 度にお支払いいただく場合や請求がない月が発生する場合があります。

１１．お客さまからのお申し出による契約の変更・解約について
(1)

契約の変更やお引越し(転居)にともなう解約については、当社問い合わせ先までご連絡いただき、解約希
望日をお知らせください。

(2)

お客さまより、実際に使用を廃止した日以降に解約のお申し出をいただいた場合は、原則として、そのお申
し出を受け付けた日を当社は、解約日とさせていただきます。

(3)

他の小売電気事業者への切り替えにともなう解約については、当社にご連絡をいただく必要はありません。切
り替え先の小売電気事業者にお申し込みください。

(4)

ご契約の解約にともなう違約金は、原則、発生いたしません。

１２．その他需給に関わる費用
(1)

需給開始等にともない工事費負担金が発生した場合、当社は、送配電事業者が見積り算定した費用をお客さ
まにご請求させていただきます。また、当該費用は工事着手前にお支払いいただきます。

(2)

お客さまが契約電力等を新たに設定した場合や契約電力を増加した場合、その日以降、１年に満たないで電
気需給契約を解約される場合、または契約電力等を減少しようとされる場合、送配電事業者が定める託送供
給等約款(以下、託送約款)に従い、当社は電気需給契約の解約または変更の日に当社が送配電事業者に支払
うべき金額をお客さまに精算していただきます。

(3)

当社は、お客さまが電気を不正に使用した際の違約金等、送配電事業者が当社に請求する費用についてお客
さまにご請求させていただきます。

１３．電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
電気の需給契約にあたり、お客さまには託送約款に規定された事項を遵守していただきます。また、当社もしく
は送配電事業者から以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。
(1)

お客さまの承諾を得たうえで、当社または送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建
物への立ち入り

(2)

お客さまの電気のご利用により他者の電気の使用を妨害する恐れがある、または送配電事業者の電気工作物
に支障を及ぼす恐れがある場合、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の設置

(3)

送配電事業者が所有する供給設備の故障・点検・修繕・変更その他、工事上やむを得ない場合、または電気
の需給および保安上の必要がある場合に送配電事業者が実施する停電（お客さまの電気の使用の中止また
は制限）

(4)

電気工作物に異常もしくは故障がある場合やその恐れがある場合、またはお客さまが電気工作物の変更の工
事を行い、その工事が完成した場合のその旨の通知

(5)

お客さまの電気のご利用に際し、送配電事業者が所有する供給設備の工事および維持のため必要な用地の確保

１４．当社からの契約の変更および解約について
(1)

当社は、託送約款や関係法令・条例・規則等の改正、あるいは社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象
の発生、その他、当社が必要と判断した場合、約款等を変更する場合があります。その場合、あらかじめ、変
更後の約款等と変更の効力発生日を一定期間当社のホームページに掲載することでお知らせいたします。

(2)

当社は、以下の場合、電気需給契約を解約させていただくことがあります。また、②の規定に該当する場合を
除き、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
①

お客さまが次のいずれかに該当する場合
a.電気料金の支払期日を経過してなお、お支払いいただけない場合
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b.当社との他の契約(既に消滅しているものを含む)における債務を期日までに履行しない場合
c.約款等によってお支払いいただくことが必要となった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金
等)を履行しない場合
d.電気を使用する需要場所において、当社とのガス使用契約が解約となった場合
e.電気料金を口座振替またはクレジットカードでお支払いいただけない場合
②

お客さまが引越し等の理由により、電気需給契約を解約する旨を当社へ申し出ずにその需要場所から 移
転し、電気を使用していないことが明らかな場合

③

お客さまの責めとなる理由等により、送配電事業者が託送供給を停止した場合、またはその恐れがある
事実が判明した場合

④

お客さまが約款等、託送約款または関連法令・条例・規則等に反した場合

１５．割引料金について
(1)

当社は、当社のマイホームあかり・８マイホームあかり・１２の定義書にもとづく電気料金プランのいずれか
をご契約いただいている需要場所においてお客さまが当社とガス使用契約を締結している場合、その種別に
応じて、約款等に定める以下の割引種別のいずれかを適用させていただきます。
「ガスセット割引（定率）」
① 原則、割引料金は電気の需給開始日より適用させていただきます。ただし、電気の計量日において
ガスの使用が開始されていない場合、当該計量日を含む使用期間の割引額は０円とさせていただきま
す。
② お客さまがガス使用契約の種別を変更した場合、当社は変更後のガス使用契約の種別に応じて割引種別
を変更し、変更後のガス使用契約成立日以降に到来する電気の計量日より適用させていただきます。
③

お客さまのガスのご利用状況によって、割引種別の適用条件を満たさないことが判明した場合、当社
は、判明した日以降に到来する電気の計量日を含む使用期間の割引額を０円とさせていただきます。

１６．電気需給契約締結前および締結後にお客さまへお知らせすべき事項を記載した書面交付について
(1)

当社は、お客さまと新たに電気需給契約を締結しようとするとき、または既に締結している契約の内容を 変更
しようとするときであって、お客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付を行う場合は、 書面の交
付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下、当社が適当と
判断した方法)により行います。

(2)

当社は、お客さまと新たに電気需給契約を締結したとき、または既に締結している契約の内容を変更したとき
であって、お客さまに対し、供給条件の説明、契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した
方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日ならびに供給地点特定番号を記載します。

(3)

当社がお客さまと既に締結している契約の内容を変更しようとするときにお知らせする事項は、「当社の名
称および住所」、「契約年月日」、「変更する事項」、「供給地点特定番号」とさせていただきます。

１７．付帯サービスの適用について
当社は、お客さまに対し、当社または当社が委託するサービス提供会社による付帯サービスを提供することがあ
ります。付帯サービスを利用される場合には、別途定める規約に従っていただきます。付帯サービスの規約およ
び内容（適用条件、適用期間等）は、当社ホームページ等にてご確認ください。なお、当社ホームページ等で事
前にお知らせすることにより、お客さまの承諾なく付帯サービスの内容の変更やサービス自体を終了することが
あります。
１８．でんきのあんしんサポートサービスについて
(1) 当社の電気料金プラン（マイホームあかり・８、マイホームあかり・１２）を適用しているお客さまがご利用
いただけます。
(2)

本サービスは毎月15日を基準日とし、電気を供給開始させていただいた直後の基準日を含む月の翌月からご利
用いただけます。

(3)

本サービスは停電、分電盤やブレーカーの不具合等の電気設備（電気のご利用に必要な設備で家電製品・照明
器具等を除くもの）のトラブルや通電不良に関し、不具合箇所および原因を調査するサービスです。

(4)

本サービスの提供を、当社は東京電力パワーグリッド株式会社に委託しております。
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(5)

本サービスの対象外となる不具合の場合、電話口での不具合解決に関するご案内で解決する場合、非常変災の
場合等、出張サービスを行わない事があります。また、天候・交通状況・作業員の作業状況等により出張に時
間を要する場合があります。なお、火災の恐れがある等の緊急の場合、お客さまの安全のために消防等へ連絡
をお願いし、出張を行わないことがあります。

(6)

本サービスの無料の範囲は、電気設備や通電不良に関する原因究明作業に要する60分以内の調査費および出張
費となります。部品代、特殊作業費、60分以上の作業費の他、電気設備の故障や破損に伴う設備取替等を含む
二次対応の費用についてはお客さまのご負担となります。

(7)

当社ホームページ等において事前にお知らせすることにより、お客さまの承諾なく本サービスの内容を変更し、
または本サービス自体を終了することがあります。

(8)

本サービスの規約および詳細については、当社ホームページ等をご確認ください。

１９．契約解除(クーリングオフ※)に関する事項
(1) 当社または当社の代理店等からの勧誘を受けてお申し込みされた場合、お客さまがお申し込み内容を記載し
た申込書を当社が受領した日から起算して８日を経過する日までの間は、書面により無条件に契約のお申し
込みの撤回または契約の解除ができます。
(2)

クーリングオフの効力は、お客さまが書面を発信したとき(郵便消印日付)から生じます。当社宛てに郵送して
ください。(簡易書留扱いが確実です。)

(3)

発信する書面には以下の内容をご記載ください。
① お客さまご住所・お名前(漢字およびカナ)・お電話番号
②
③

クーリングオフのお申し出年月日
お申し込みを撤回または契約を解除する内容

④

(例：「電気需給契約申込」または「電気需給契約」)
③のお申し込みを撤回または契約を解除する意向
(例：「電気需給契約申込を撤回します」または「電気需給契約を解除します」)

(4)

クーリングオフにお申し出いただいた場合、お客さまは、損害賠償または違約金を支払う必要はなく、当該
契約にもとづき既に電気が供給されていた場合においても、当該電気の供給に係る対価、その他の金銭を支
払う必要はありません。

(5)

お客さまがクーリングオフにより契約を解除されると無契約状態となり、その状態が継続した場合は送配電
事業者により、電気の供給が停止される恐れがありますので、当社の新たな電気需給契約または他の小売電
気事業者と契約いただく必要があります。

※「特定商取引に関する法律」の適用を受けて、お客さまが当該お申し込みの撤回、または当該契約の解除を行
うことをいいます。

２０．お客さま情報の取扱いについて
本業務機会を通じてお客さまより取得する個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って利用いたします。な
お、プライバシーポリシーの詳細は、当社ホームページ等でご確認ください。

小売電気事業者
事業者 名： 京葉瓦斯株式会社
代 表 者 名： 取締役社長 羽生 弘
登 録 番 号： Ａ０１６１
住
所： 千葉県市川市市川南２－８－８
問い合わせ先： 京葉ガスお客さまコールセンター
（０４７－３６１－０２１１）
受付時間： 月曜日～土曜日９：００～１９：００
休 業 日： 日曜日、祝日、
年末年始（１２月３０日～１月３日）等

販売取扱店
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