
2021 年 1 月 4 日 

お客さまへ 

 

 家庭用一般契約、家庭用コージェネレーションシステム契約、家庭用給湯暖房システム契約、家庭用給湯・暖房

契約、家庭用暖房契約で LP ガスをご使用のお客さま（コミュニティーガス：70 区画以上の団地又は 70 戸以上の

集合住宅に限る）は、2021 年 1 月 1 日で契約期間が更新となりました。新たな契約期間は、2021 年 1 月 1 日

から 2021 年 12 月 31 日までとなります。下記の「ガスに関する主要な供給条件の説明書」をご覧いただき、ご契約

内容をご確認ください。 

 

 

ガスに関する主要な供給条件の説明書 

 

 お客さまが日本海ガス株式会社（以下｢当社｣といいます。）にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社が

ガス事業法第１４条及び第１５条の規定に基づき説明し、お客さまに理解いただきたい主要な供給条件は以下の

とおりです。  

 なお、ガスの供給及び使用に関する契約（以下｢ガス小売供給契約｣といいます。）の詳細は、ガス小売供給約款

に定めています。ガス小売供給約款は、当社の本社、支社、営業所等（以下「事業所等」といいます。）の窓口のほ

か、当社ホームページ（http://www.ngas.co.jp）でもご確認いただけます。  

 

❶ガス使用の申し込み及びガス使用契約の成立 

 (1) 当社とのガス使用契約を希望される方は、あらかじめガス小売供給約款及び「ガスに関する主要な供給条件」 

に同意の上、電話、インターネット又は申込書により申し込みいただきます。 

(2) ガスの供給及び使用に関する契約又はガス工事に関する契約（以下「ガス工事契約」といます。）は、当社が

申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。 

❷契約期間 

    契約期間は、契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年の１２月３１日までといたします。契約

期間満了に先だって、解約又は変更の申し込みがない場合は、契約は期間満了となる１２月３１日の翌日から

１年間（翌年１月１日から１２月３１日まで）継続するものとし、以後これにならうものといたします。 

❸ガスの供給開始予定日 

 (1) 新たに入居される場合は、ガス小売供給契約成立後、ご希望日からガスの供給を開始いたします。 

(2) ガス小売供給契約を他の事業者から当社に切り替えて申し込みいただく場合は、切り替え手続きと切り替え作 

業が完了した日から供給を開始いたします。 

❹供給するガスの圧力及び成分 

（1）当社が供給するガスは LP ガス、その規格は「い号」、熱量は 100.46 メガジュールといたします。  

（2）最高圧力は 3.2 キロパスカル、最低圧力は 2.2 キロパスカルといたします。  

（3）供給するガスの成分は、プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 80％以上、エタン及びエチレンの合計量の 

含有率 5％以下、ブタジエンの含有率 0.5％以下といたします。  

 



❺ガス料金について 

   ガス料金は、基本料金とガスの使用量に応じて計算する調整単位料金によります（以下「料金」といい、消費税 

等相当額を含みます。）。調整単位料金は基準単位料金に原料費の変動に応じて調整した額を加減した額にな 

ります。 

 

一般料金表   「ガス小売供給約款」 別表第３をご覧ください。 

 

家庭用選択約款（消費税等相当額を含みます）     

家庭用コージェネレーションシステム契約（ペンギンエコライフ） 

（家庭用コージェネレーションシステムをご利用のお客さま向け） 

基本料金 

（1 か月あたり） 

基準単位料金 

（1 ㎥あたり） 

 割引制度 
厨房割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

乾燥割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

厨房＋乾燥割引  

1 ㎥あたり 11.00 円割引 

料金表Ａ（ご使用量が 0.1 ㎥～） 2,750.00 円 231.92 円 

 

家庭用給湯暖房システム契約（ペンギンあったかライフ） 

（ガス給湯機器およびガス温水式暖房機器をご利用のお客さま向け） 

基本料金 

（1 か月あたり） 

基準単位料金 

（1 ㎥あたり） 

 割引制度 

厨房割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

乾燥割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

厨房＋乾燥割引  

1 ㎥あたり 11.00 円割引 

料金表Ａ（ご使用量が 0.1 ㎥～10.0 ㎥まで） 2,750.00 円 286.92 円 

料金表Ｂ（ご使用量が 10.1 ㎥～） 3,080.00 円 253.92 円 
 

家庭用給湯・暖房契約（ペンギンうらわざ） 

（ガス給湯機器およびガス暖房機器をご利用のお客さま向け） 

基本料金 

（1 か月あたり） 

基準単位料金 

（1 ㎥あたり） 

 割引制度 

厨房割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

乾燥割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

厨房＋乾燥割引  

1 ㎥あたり 11.00 円割引 

料金表Ａ（ご使用量が 0.1 ㎥～10.0 ㎥まで） 3,080.00 円 482.72 円 

料金表Ｂ（ご使用量が 10.1 ㎥～） 5,060.00 円 284.72 円 
 

家庭用暖房契約（ペンギンふゆわざ １１月～４月） 

（ガス暖房機器をご利用のお客さま向け） 

基本料金 

（1 か月あたり） 

基準単位料金 

（1 ㎥あたり） 

 割引制度 

厨房割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

乾燥割引  

1 ㎥あたり 5.50 円割引 

厨房＋乾燥割引  

1 ㎥あたり 11.00 円割引 

料金表Ａ（ご使用量が 0.1 ㎥～10.0 ㎥まで） 3,080.00 円 482.72 円 

料金表Ｂ（ご使用量が 10.1 ㎥～） 4,620.00 円 328.72 円 

※家庭用暖房契約の５月～１０月は、一般料金表の適用となります。 

※割引制度の割引額には、消費税等相当額を含みます。 

 

❻検針及び使用量の算定 

（1）あらかじめ定めた日に毎月１度検針を行います。 

（2）前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み取りにより、その料金算定期間の使用量を算定 

いたします。 

❼供給施設の所有関係について 

（1）構内の建物に設置された内管やガス栓はお客さまの資産とし、ガスメーター及び敷地外のガス本支管などのガス 

施設は、当社の所有物となります。         

（2）内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額をお支払いいただくまでは当社が留保し、お客さまは当社の承諾な

しにこれらを使用することはできません。        

❽工事費等 

 (1) お客さま資産の供給施設の設置及び修繕費（修繕、改修、取替え等に要する費用）は、お客さまに負担し 

ていただきます。又、供給開始前にガス小売供給契約又はガス工事契約をお客さまの都合により変更又は解 



約される場合は、これに要した工事費を負担していただきます。      

(2) ガスメーターを設置するとき、及びお客さまの申し込みにより供給管の位置替えを行うとき、これらに要する工事 

費（消費税等相当額を含む設計見積金額といたします。）は、ご負担していただきます。   

❾料金の支払い方法 

(1) ガス料金は、口座振替、クレジットカード払い、又は払込みのいずれかの方法により毎月お支払いただきます。 

口座振替、クレジットカード払いの手続きに関する詳細は当社所定の申込書にてご確認ください。 

なお、払込みによるお支払いの場合、払込票発行手数料として２００円／月（税別）をお客さまにご負担

いただきます。（ガスの開栓後、２回目のご請求分までは手数料はかかりません。３回目のご請求分より、ガス料

金等に手数料が別途加算となります。） 

(2) 工事費、供給施設の修繕費その他のガス料金以外の代金については、原則、払込みの方法でお支払いいただ 

きます。 

❿保安等に対するお客さまへのお願い 

 (1) お客さま資産については、お客さまの責任において管理していただきます。 

(2) ガス事業法令の定めるところにより、検査及び緊急時の措置等の保安責任を当社が負います。お客さまの承 

諾を得て、内管及びガス機器等について調査し、その調査結果を速やかに通知します。又、調査できなかった場 

合等において、当社の責に帰すべき事由以外の事由によりお客さまが損害を受けられたときは、当社は賠償の責を 

負いません。なお、調査の際はお客さまの立会が必要となります。 

(3) (2)の調査について、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合しない旨の通知を受けたとき、適合するように

改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 

(4) ガス小売供給契約を解除された後であっても保安・ガス機器調査のため必要な場合には、係員がお客さまの供

給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入ることを承諾していただきます。その場合には、お客さまの求めに応じ、

係員は所定の身分証明書を呈示いたします。 

(5) ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社は報道機関、印刷物等を通じガス事業法令の定める必要

な事項を周知いたします。お客さまは十分にご確認をお願いします。 

(6) ガス漏れを感知した場合は、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に連絡していただきま 

す。 

(7) ガスの供給又は使用が中断された場合、復旧のためにマイコンメーターの操作をしていただくことがあります。ガス

の供給又は使用の状態が復旧しないときは、上記(6)の場合に準じて当社に連絡していただきます。 

(8) 保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、

改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、それに要する費用をお客さまに負担していただくこともあります。又、

場合によっては使用をお断りすることがあります。 

(9) お客さまは、当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設やガスの圧力等に影響を及ぼす施設を設置

することはできません。 

(10) 災害その他の不可抗力による場合、ガス工作物の修理その他工事による保安上必要がある場合等は、ガスの

供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。その場合、

状況の許す限り、その旨をあらかじめ、適切な方法でお知らせいたします。 

(11) その他、保安の確保を図るため、ガス小売供給約款に定める事項を遵守していただきます。 

⓫お客さまからの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除 

(1) 契約内容の変更の申し出があった場合、その変更は、申し出の日から 5 日以降の検針日の翌日から適用とい 

たします。 

(2) ガス小売供給契約を解除しようとするお客さまは、あらかじめ解除しようとする日（以下「解除日」といいます。） 



と併せて、その旨をお申し出いただきます。 

⓬当社からの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除 

 (1) 当社は、ガス小売供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件

は、変更後のガス小売供給約款によるものとします。その場合には、あらかじめ事業所等のほか、当社ホームペー

ジにおいて掲示いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は、契約を解約することができます。 

(2) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、ガス小売供給契約を当社から解除することがあります。又、契 

約解除をする場合は、解除日の遅くとも 15 日間程度及び 5 日間程度前に文書等で 2 回通知いたします。 

   イ. ガス料金の支払期限を経過してもなお支払いいただけない場合。 

   ロ. ガス小売供給契約以外の契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金及び料金以外の債務について

お支払いいただけない場合。 

   ハ. お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社

がその旨を警告しても改めていただけない場合。 

   ニ. その他ガス小売供給約款に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場合。 

(3) 契約解除前にガスの供給を停止する場合も、上記と同様に 2 回通知いたします。 

 

⓭各種の手続き・お問い合わせ 

 (1) お客さまのガスの使用場所を特定する番号として、お客さま番号（供給地点特定番号）を検針票等で案内

いたします。 

(2) ガス小売供給契約の内容の変更・解除の手続き、お問合せは、下記の連絡先までご連絡ください。 

（3）契約の締結後に供給条件を変更する場合やこの書面に記載のない事項の取扱いは、当社の事業所等又は、 

ホームページでガス小売供給約款に定める最新の供給条件により確認することができます。 

（4）ガス小売供給約款を変更する場合において、変更しようとする供給条件等の事前の説明及び書面交付並び

変更後の書面交付は当社が定めた方法により、当該変更をしようとする事項のみについて行います。 

⓮お申し込み及び各種お問い合わせ先 

  ガス小売事業者：日本海ガス株式会社（登録番号 Ｆ0003） 

  本社所在地：富山市城北町２－３６ 

  お問い合わせ電話番号：０５７０－０２４－０７７ 

  （受付時間 平日 9：00～18：00、土曜日 9：00～17：00、※日曜日・GW・お盆・年末年始を除く。） 

 

  ＜ 支社・営業所等 ＞ 

  日本海ガス株式会社 高岡支社     射水市作道６９１          ０７６６－８４－８１１８ 

  日本海ガス株式会社 砺波営業所   砺波市宮丸１２７－１       ０７６３－３２－９８８０ 

  日本海ガス株式会社 新川営業所   黒部市三日市１０９１－１    ０７６５－５６－９９５０ 

  日本海ガス株式会社 金沢支社     金沢市松島２－２０５       ０５７０－０２４－０７７ 

 


