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提供条件書（ご利用にあたっての注意事項）
マイスタイル+
マイスタイル+プラス +ガス割
ガス割
この提供条件書（ご利用にあたっての注意事項）
（以下「本提供条件書」といいます。）は、中央
電力株式会社（以下「当社」といいます。
）が提供する「マイスタイル+プラス +ガス割」
（以下
「本サービス」といいます。）のご利用にあたっての注意事項等を定めたものです。本提供条件
書の内容にご同意いただけない場合には、本サービスをご利用いただけません。

Ⅰ.

マイスタイル+プラス
ガス割
マイスタイル プラス +ガス
ガス割の概要

1（
（マイスタイル+プラス
ガス割
マイスタイル プラス +ガス
ガス割）
本サービスは、関西電力株式会社（以下「関西電力」といいます。
）が提供する「関電ガスなっ
トクプラン for 中央電力」
（以下「なっトクプラン for 中央電力」といいます。
）にお客さまがご
契約いただき、関西電力がなっトクプラン for 中央電力の供給を開始した後、当社が別に定める
電気料金（以下「電気料金」といいます。
）から毎月 1％の割引を行うサービスです。
2（
（電気料金の
電気料金の割引）
本サービスの割引の対象となる電気料金には、基本料金および従量料金（消費税相当額を含み、
燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません）の合計額といたします。
3（
（本サービスの
サービスの適用条件）
適用条件）
本サービスのお申込みには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
(1)

当社のマンション一括受電サービスが導入されていること。

(2)

(1)の住所にて本サービスを利用すること。

(3)

本提供条件書の内容に同意すること。

(4)

電気料金のお支払いに滞りがないこと。

※一部のマンションでは、本サービスをご利用できない場合がございます。
4（
（本サービスの変更
サービスの変更）
の変更）
当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ当該変
更の内容を当社ホームページに掲載し、閲覧に供する方法により、お客さまにお知らせします。
お客さまは、当該変更内容に同意されない場合は、すみやかに本サービスの解約手続を講じなけ
ればならないものとします。お客さまが当該変更後、本サービスを利用された場合、当該変更の
内容に承諾したものとします。
当社ホームページ http://www.denryoku.co.jp/page/conditions.html
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（プラス割共通）
Ⅱ．プラス割ご利用にあたっての注意事項
プラス割ご利用にあたっての注意事項
1（目的）
（目的）
この注意事項（以下「本注意事項」という。）は、当社がお客さまに対して提供するプラス割の
利用の手続その他の細目を定めることを目的とします。
2（定義）
（定義）
本注意事項における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
(ｲ) 本物件
お客さまが入居されているマンション等の集合住宅その他の不動産
(ﾛ) 一括受電サービス
当社が、本物件代表者の委託を受けて、本物件に高圧受変電設備を導入し、当社又は本
物件代表者が本物件に電力を供給する電気事業者との間で締結した電力需給契約に則り、
お客さまに対し配電するマンション一括受電サービス
(ﾊ) お客さま
当社が提供する一括受電サービスを利用される方
(ﾆ) 当社
中央電力株式会社
(ﾎ) 本物件代表者
本物件の所有者又は管理組合等の代表者で、当社との間で一括受電サービス契約を締結
する者
(ﾍ) 一括受電サービス契約
本物件代表者と当社とが、一括受電サービスを履行するために締結する「電力管理業務
委託契約」又は「マンション一括受電サービス契約」
(ﾄ) 電気事業者
電気事業法 2 条 1 項 17 号に定義される事業者
(ﾁ) 電気料金
お客さまが当社に対し支払う電気料金で、一括受電サービスの維持管理費用等一括受電
サービス利用の対価を含む料金
(ﾘ) プラス割
付加価値サービスの利用に応じて割引率又は割引額が設定される専有部分電気料金の追
加割引（各付加価値サービスにより名称は異なります。）
(ﾇ) 付加価値サービス
マンション一括受電サービスに付加して、当社又は当社の紹介する協力会社がお客さま
に対し提供する商品又はサービス
(ﾙ) 提供条件書（ご利用にあたっての注意事項）
付加価値サービス及びプラス割の内容と適用条件等を定めた本書（以下「本提供条件書」
といいます。）
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3（プラス
（プラス割
（プラス割のご利用）
(1)

お客さまは、プラス割のご利用にあたり、当社が別に定める手続きに従い、事前に一括受

電サービス契約に基づく「マンション一括受電サービス申込書」を当社に提出していただく必
要があります。
(2)

当社は、お客さまが以下の各項のいずれかに該当するとき、お客さまによるプラス割の利

用を承諾しない場合又は承諾した後であっても当該承諾を取り消す場合があります。
(ｲ)

マンション一括受電サービス申込時の登録もしくは届出事項に、虚偽の記載、誤記又は
記入漏れがあった場合

(ﾛ)

過去に本注意事項違反により、プラス割の利用を停止又は終了されたことがある場合

(ﾊ)

電気料金を、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合

(ﾆ)

本注意事項違反その他当社がプラス割の利用を承諾することを不適当と判断した場合

(3)

お客さまは、本提供条件書及び各種サービスのご案内の内容をご確認・ご承諾のうえ、プ

ラス割にお申込みいただきます。プラス割にお申込みいただいたお客さまは、本提供条件書及
び各種サービスのご案内の内容に承諾いただいたものといたします。
4（
（プラス割の適用
プラス割の適用条件）
割の適用条件）
プラス割の適用条件は、本提供条件書により定めるものとします。
5（プラス割に関するお知らせ）
（プラス割に関するお知らせ）
当社は、プラス割の一時中断のお知らせその他のお客さまへのお知らせを行う場合、当社ホーム
ページへの掲載その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
6（
（プラス割の終了）
プラス割の終了）
(1)

お客さまのお申し出により一括受電サービスを解約された場合は、プラス割の提供も終了

します。
(2)

お客さまは、協力会社への事前通知のうえ、一括受電サービスのご利用期間中いつでもプ

ラス割のご利用を終了することができます。
7（
（付加価値サービスのご利用
付加価値サービスのご利用）
ご利用）
(1)

付加価値サービスの料金及びその支払方法については、付加価値サービスのご案内による

ものとします。
(2)

付加価値サービスの申込みにかかる通信料金等は、お客さまのご負担となります。

8（お客さまの利用する通信機器）
（お客さまの利用する通信機器）
プラス割を利用するためにお客さまが使用される通信機器、ソフトウェアその他これらに付随し
て必要となる全ての機器（以下「通信機器等」といいます。）は、お客さまの費用と責任におい
て準備するものとし、当社は、通信環境の不備などによる利用障害については、一切のサポート
を行いません。
9（
（@inetWEB サービスのご利用
サービスのご利用）
のご利用）
(1)

当社 WEB 請求サービス（以下「@inetWEB サービス」といいます。
）のご利用にあたっては、

ご利用の都度、ID・パスワードのご入力が必要となります。なお、初回登録用に仮 ID・仮パ
スワードを発行しますが、初回ログイン時にお客さまご自身で適切な変更が必要となります。
初回ログイン時に変更が行われずに情報漏えいになった場合、当社は如何なる理由に関わらず、
一切の責任を負いません。
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(2)

当社は、@inetWEB サービスの提供にあたり ID・パスワードが登録情報と一致して入力され

た場合は、ご登録されているお客さま自身が入力されたものとみなし、ID・パスワードの不正
使用によりお客さまに損害が生じた場合であっても一切責任を負いません。
(3)

ID・パスワードに不適切な文言で登録された場合、当社の判断によって登録内容の消去と

利用停止をすることがあります。
(4)

ID・パスワードを忘れてしまった場合は、当社が別途定める手続きにより再登録をしてい

ただきます。
10（お客さま情報
（お客さま情報の取扱い
（お客さま情報の取扱い）
の取扱い）
(1)

@inetWEB サービスにおいては、必要に応じてプラス割をご利用のお客さまのご契約状態そ

の他のお客さま情報を WEB 上で表示します。表示された情報及び当該情報を複製又は出力した
媒体は、お客さまの責任により管理いただくものとします。当該媒体による情報流失について
は、当社は一切の責任を負いません。
(2)

プラス割をご利用のお客さまに関する情報の取扱いについては、マンション一括受電サー

ビス利用規約において定める「個人情報について」に従うものとします。
11（禁止事項）
（禁止事項）
お客さまは、プラス割のご利用にあたり以下に定める行為を行わないものとします。
(1)

当社もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又

は侵害するおそれのある行為
(2)

プラス割の内容及びプラス割により利用しうる情報を改ざん又は消去する行為

(3)

本注意事項等に違反して、第三者にプラス割を利用させる行為

(4)

法令もしくは公序良俗に違反し、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為

(5)

他社を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

(6)

詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為

(7)

第三者の設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為

(8)

第三者になりすましてプラス割を利用する行為

(9)

不正なアクセス（接続）を試みる行為

12（権利譲渡等の禁止）
（権利譲渡等の禁止）
お客さまは、当社の事前の書面による同意なしに、プラス割を利用する権利又はプラス割を通じ
て生じたお客さまの権利もしくは義務を譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供することはで
きないものとします。
13（
（利用上の障害
利用上の障害等
障害等）
(1)

プラス割は、システムの保守や障害、天災地変等により、全部又は一部の提供に遅延、デ

ータの欠損又は中断が生じる場合があります。当社は、これによりお客さまに生じた損害につ
いて、お客さまがご契約されている一括受電サービスの利用料金（電気料金）の、当該損害が
発生した月の前月額を上限として賠償いたします。
(2)

当社は、システムの保守や障害、天災地変等により、プラス割の全部又は一部の提供を中

断する場合は、事前にその旨をお客さまに周知するものとします。ただし、緊急又はやむをえ
ない場合は、この限りではありません。
14（本
（本注意事項
（本注意事項の
注意事項の変更等
変更等）
(1)

本注意事項は、本提供条件書の一部を構成するものとし、本提供条件書が変更された場合
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には、変更後の内容によるものとします。
(2)

本提供条件書の変更は、当社が別途定める場合を除き、当社ホームページへの掲載または

当社が適当と判断する方法でお客さまに通知することによって効力を生じるものとします。
(3)

本提供条件書及びその一部を構成する本注意事項は、一括受電サービス契約が終了した場

合には、当然に終了するものとします。
15（規定外事項）
（規定外事項）
本注意事項に定めのない事項については、一括受電サービス契約およびマンション一括受電サー
ビス利用規約の定めによるものとします。
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