
 

平成 29年 7月 12日 

 

東彩ガス地区および東日本ガス地区および北日本ガス地区向け 

都市ガス料金プラン「都市ガスハッピープラン」について 

 

株式会社  サイサン 

管 理 本 部  秘 書 室 

 

株式会社サイサン（代表取締役社長：川本 武彦、以下「サイサン」）は、このたび、

東彩ガス地区*1 および東日本ガス地区*2 および北日本ガス地区*3 （以下「各地区」）

向けに、都市ガス料金プラン「都市ガスハッピープラン」を提供することを決定しまし

た。 

都市ガス料金プランについては、平成 29年 7月 18日より、お客さまからの申し込み

受付を開始します。 

 

*1：埼玉県 春日部市・越谷市・さいたま市岩槻区・吉川市・蓮田市・久喜市・加須市 等 

  茨城県 猿島郡五霞町 

*2：千葉県 我孫子市・柏市・印西市 

茨城県 取手市・守谷市・つくばみらい市  

*3：栃木県 小山市・下野市・鹿沼市 

 

 

１．都市ガス料金プランの概要について（詳細は別紙を参照） 

（1）「都市ガスハッピープラン」について 

「都市ガスハッピープラン」は、各地区の一般料金と比べて、すべての使用量帯で低

い料金となります。 

 

（2）「ダブルハッピー割引」について 

 「ダブルハッピー割引」は、サイサンが各地区で提供する都市ガスと家庭用電力「エ

ネワンでんき」または宅配水「ウォーターワン」のいずれか 2つの商品をご契約の場

合、毎月のご請求金額より月額 100円（税抜き）を割引*4します。 

 

（3）「トリプルハッピー割引」について 

 「トリプルハッピー割引」は、サイサンが各地区で提供する都市ガスと家庭用電力「エ

ネワンでんき」および宅配水「ウォーターワン」の 3つの商品をご契約の場合、毎月

のご請求金額より月額 200円（税抜き）を割引*5します。 



 

*4：ダブルハッピー割引は、ご家庭で個人のお客さまが都市ガスを含む 2 つの商品をご契約

の場合で、且つ、おまとめ請求されている場合に適用します。 

*5：トリプルハッピー割引は、ご家庭で個人のお客さまが都市ガスを含む 3つの商品をご契

約の場合で、且つ、おまとめ請求されている場合に適用します。 

 

２．早期申込キャンペーンの開始について 

 早期申込キャンペーン期間中（平成 29年 7月 18日より平成 29年 9月 30日まで）に、

「都市ガスハッピープラン」をお申し込みいただいたお客さまには、初回ご請求金額

より 1,000円（税抜き）*6を値引きします。 

 

*6：初回ご請求金額が 1,000円に満たない場合、翌月への繰り越しはありません。 

 

３．Ponta（ポンタ）ポイントサービスについて 

サイサンの都市ガスおよび家庭用電力「エネワンでんき」および宅配水「ウォータ

ーワン」をご利用の個人のお客さま*7が、PontaWeb*8およびサイサンポイント Web*9

にご登録いただくと、ご請求 200円（税抜き）ごとに 1Pontaポイント*10が加算さ

れます。 

 

*7：法人のお客さまは、対象外になります。 

*8：株式会社ロイヤリティマーケティングおよび株式会社リクルートホールディングスが運

営するサイトです。ご登録にはインターネット環境が必要です。 

*9：株式会社サイサンが運営するサイトです。ポイント加算には一定の条件がございます。 

詳しくは、Pontaポイントサービスガイドをご確認下さい。 

*10：Pontaは、(株)ロイヤリティマーケティングが展開する共通ポイントプログラムです。 

 

【Ｐｏｎｔａポイントサービスガイド】 

URL：http://www.saisan.net/price/ponta_guide.html 

 

 

サイサンは、総合エネルギー事業者として、ＬＰガス・灯油・電気に加え、都市ガス

をお届けすることにより、お客さまの豊かな暮らしやビジネスに貢献し、『お客さまに

とって最も身近なホーム・エネルギーパートナー』を目指してまいります。 

以 上 

 

＜報道関係者のお問い合せ先＞ 

株式会社サイサン 管理本部 秘書室 松本  電話 048-641-8211 



都市ガスハッピープランについて 
（東彩ガス地区・東日本ガス地区・北日本ガス地区向け） 

株式会社サイサン 

平成29年7月12日 

1 



都市ガスハッピープラン 

・株式会社サイサンは、このたび、東彩ガス地区および東日本ガス地区および北日本ガス地区のお客さま

向けに、都市ガス料金プラン「都市ガスハッピープラン」をご用意しました。  

・ガス料金については、都市ガスの使用量、季節・時間帯にかかわらず、各地区の一般料金、バリュー料

金よりもおトクになります。  

・平成29年7月18日(火)より、電話での受付を開始します。※1 

主な供給エリア 

①東彩ガス地区 
・埼玉県（春日部市、越谷市、さいたま市岩槻区、吉川市、蓮田市、加須市 等） 
・茨城県（猿島郡五霞町） 

 

②東日本ガス地区 ※栄地区(P13A)を除く 

・千葉県（我孫子市、柏市、印西市) 
・茨城県（取手市、守谷市、つくばみらい市） 

 
③北日本ガス地区 
・栃木県（小山市、下野市、鹿沼市）   

契約対象 ・上記各地区で、都市ガスを利用するお客さま 

※1 都市ガスお問い合わせ窓口 フリーダイヤル 0120-41-3130   
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都市ガスハッピープランへの切替で都市ガス料金がお安くなります。※1 

東彩ガス 
一般料金 都市ガスハッピー 

プラン 

例：東彩ガス地区(一般料金) 

年間500m3(月42m3)ご使用の
3人家族の場合 

現在のご契約   とのご契約   

東京電力 
従量電灯B 

東京電力 
従量電灯B 

都市ガスハッピープランへの切替で

年間約5,100円おトクに! 

ガス料金
割引率 
約6.1% 

年間約5,100円おトク! 
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都市ガスハッピープランのメリット 

【ガス料金表、試算条件はＰ10～11参照】   ※1 割引率はお住まいの地区、使用量等により変動いたします。  



各地区の年間メリット額(各地区ガス料金から約5～6%割引!) 

都市ガスハッピープラン 

東彩ガス地区 東日本ガス地区 北日本ガス地区 

2人家族の場合 
(年間470m3 
月39m3) 

年間 約4,800円 
おトク! 

年間 約4,700円 
おトク! 

年間 約4,100円 
おトク! 

3人家族の場合 
(年間500m3 
月42m3) 

年間 約5,100円 
おトク! 

年間 約5,100円 
おトク! 

年間 約4,400円 
おトク! 

4人家族の場合 
(年間710m3 
月59m3) 

年間 約6,600円 
おトク! 

年間 約6,900円 
おトク! 

年間 約6,100円 
おトク! 

4 【ガス料金表、試算条件はＰ10～11参照】   

都市ガスハッピープランのメリット 



エネワンでんき 
エネワンＢプラン 

都市ガスとともに株式会社サイサンの電気「エネワンでんき」をご家庭でご利用の個人のお客さま
が※1、請求をおまとめいただくと、ダブルハッピー割引でさらに年間1,200円(税抜)おトクに！!   

例：東彩ガス地区(一般料金) 

年間500m3、電気4,700kwh 

ご使用の3人家族の場合 

東彩ガス 
一般料金 

東京電力 
従量電灯B 

都市ガスハッピー 
プラン 

東京電力 
従量電灯B 

都市ガスハッピープラン 

+ダブルハッピー割引 

都市ガスハッピープランと 
エネワンでんきのダブルハッピー割引で 

年間約10,900円おトク!! 

都市ガスハッピープラン   東彩ガス一般料金 

都市ガス約5,100円/年 

電気 約4,500円/年 
ダブルハッピー割引 1,296円/年 

年間約5,100円おトク! 

都市ガスハッピー 
プランへの切替で 

さらに 
エネワンでんき 
とのセットで 

+エネワンでんき   
都市ガスハッピープラン   

+東京電力従量電灯B契約   +東京電力従量電灯B契約   
※1 都市ガスとウォーターワン(宅配水)セットでのダブルハッピー割引年間1,200円(税抜)も適用可能です。 

    すでにエネワンでんき、ウォーターワンをご契約いただいているお客さま、後日ご契約いただいたお客さまにも適用されます。 
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ダブルハッピー割引 

【ガス料金表、試算条件はＰ10～11参照】   

ガス料金
割引率 
約6.1% 

電気料金
割引率 
約3.5% 



各地区の年間メリット額 
各地区のガス料金約5 ～6％割引!!、電気料金約4％割引!! 

都市ガスハッピープラン+エネワンでんき
ダブルハッピー割引のメリット 

都市ガスハッピープラン+ダブルハッピー割引(エネワンでんき) 

東彩ガス地区 東日本ガス地区 北日本ガス地区 

2人家族の場合 
(ガス470m3/年 

電気4,000kwh/年) 

年間約8,000円 
おトク!! 

(ガス4,800円、電気1,900円、

ダブルハッピー割引1,296円) 

年間約7,900円 
おトク!! 

(ガス4,700円、電気1,900円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

年間約7,300円 
おトク!! 

(ガス4,100円、電気1,900円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

3人家族の場合 
(ガス500m3/年 

電気4,700kwh/年) 

年間約10,900円 
おトク!! 

(ガス5,100円、電気4,500円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

年間約10,800円 
おトク!! 

(ガス5,000円、電気4,500円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

年間約10,200円 
おトク!! 

(ガス4,400円、電気4,500円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

4人家族の場合 
(ガス710m3/年 

電気5,200kwh/年) 

年間約14,400円 
おトク!! 

(ガス6,700円、電気6,400円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

年間約14,600円 
おトク!! 

(ガス6,900円、電気6,400円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

年間約13,800円 
おトク!! 

(ガス6,100円、電気6,400円、
ダブルハッピー割引1,296円) 

6 【ガス料金表、試算条件はＰ10～11参照】   



トリプルハッピー割引 

株式会社サイサンが提供する都市ガス、エネワンでんき、さらにウォーターワン(宅配水)をご家庭でご
利用の個人のお客さまが、請求をおまとめいただくとトリプルハッピー割引※1で年間2,400円(税抜)

おトクに!!!   
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月  100円 割引 

年 1200円 割引 

月   200円 割引 

年 2400円 割引 

ダブルハッピー割引 

トリプルハッピー割引でさらにおトクに!!! 

※1 セット割引は、複数の異なる商品をおまとめ請求されている場合に対象となります。 

    すでにエネワンでんき、ウォーターワンをご契約いただいているお客さま、後日ご契約いただいたお客さまにも適用されます。 

    



Pontaポイント 
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株式会社サイサンの提供する都市ガス、エネワンでんき、ウォーターワン(宅配水)を、ご家庭で
ご利用の個人のお客さまが、PontaWeb*1およびサイサンポイントWeb*2にご登録いただくと、 

ご請求200円(税抜)ごとに1Pontaポイントが加算されます。 

Pontaは、いろいろなお店でポイントがたまる・つかえる共通ポイントサービスです。 

*1：株式会社ロイヤリティマーケティングおよび株式会社リクルートホールディングスが運営するサイトです。 
   ご登録にはインターネット環境が必要です。 
*2：株式会社サイサンが運営するサイトです。ポイント加算には一定の条件がございます。 

詳しくは、Pontaポイントサービスガイドをご確認下さい。 
 

【Ｐｏｎｔａポイントサービスガイド】 
URL：http://www.saisan.net/price/ponta_guide.html 
 

初回登録のみで毎月のポイントがたまります。 



フリーダイヤル 

WEB 

 
http://www.saisan.net/saisan/toshigas/ 
 

キャンペーン・お問い合わせについて 

早期お申し込みキャンペーンとして、平成29年7月18日(火)から平成29年9月30日(土)まで
に、「都市ガスハッピープラン」にお申し込みいただいたお客さまには、初回ご請求金額から
1,000円(税抜)※1を値引きいたします。  

都市ガスハッピープランおよびキャンペーン、都市ガスに関するお問
い合わせ先 

法人のお客様の受付時間は、9:00～18:00(平日のみ)となります。 

ガスワン 都市ガス 

0120-41-3130 
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※1 初回請求金額が1,000円(税抜)に満たない場合、翌月への繰り越しはありません。   



都市ガスハッピープラン料金表 

●都市ガスハッピープラン(東彩ガス地区)  

●都市ガスハッピープラン(東日本ガス地区) 

表示価格は全て消費税込 

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件・月) 
基準単位料金 

(円/㎥) 

A 0㎥ から 15㎥ まで 779.76  180.27  

B 15㎥ をこえ 80㎥ まで 1,314.80  146.37  

C 80㎥ をこえ 200㎥ まで 1,790.00  140.73  

D 200㎥ をこえ 400㎥ まで 2,930.92  134.83  

E 400㎥ をこえ 700㎥ まで 5,980.00  126.88  

F 700㎥ をこえる場合 9,420.00  122.00  

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件・月) 
基準単位料金 

(円/㎥) 

A 0㎥ から 15㎥ まで 756.00  196.62  

B 15㎥ をこえ 81㎥ まで 1,235.20  168.01  

C 81㎥ をこえ 204㎥ まで 2,300.40  156.22  

D 204㎥ をこえ 511㎥ まで 4,965.40  143.39  

E 511㎥ をこえる場合 9,482.40  135.19  

●都市ガスハッピープラン(北日本ガス地区)  

料金表 1ヶ月のガスご使用量 
基本料金 

(円/件・月) 
基準単位料金 

(円/㎥) 

A 0㎥ から 20㎥ まで 765.72  188.73  

B 20㎥ をこえ 80㎥ まで 1,188.00  164.79  

C 80㎥ をこえ 200㎥ まで 1,362.96  162.71  

D 200㎥ をこえ 500㎥ まで 2,721.60  156.26  

E 500㎥ をこえる場合 4,536.00  152.81  
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●試算条件 

・家庭用のお客さまの平均的な使用量(戸建住宅2人家族：ガス39m3/月・電気333kWh/月、戸建住宅3人家族：ガス
42m3/月・電気392kWh/月、戸建住宅4人家族：ガス59m3/月・電気436kWh/月：2015年東京都公表数値)に基づ
き、年間使用量(戸建住宅2人家族：ガス470m3/年・電気4,000kWh/年、戸建住宅3人家族：ガス500m3/年・電気
4,700kWh/年、戸建住宅4人家族：ガス710m3/年・電気5,200kWh/年)として試算しております。 

・サイサン(都市ガスハッピープラン：平成29年7月1日実施)、東彩ガス(一般料金:平成29年4月1日実施)、東日本ガス(一般
料金:平成29年4月1日実施)、北日本ガス(一般料金:平成29年4月1日実施)、いずれも消費税相当額、原料費調整制度
に基づいた原料費調整額(平成29年7月分)を含みます。 

・燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、エネワンでんき、東京電力エナジーパートナーいずれも平成29年7月
時点の単価で試算しております。 

・東京電力エナジーパートナーの料金は、口座振替割引サービス54円/月を含まない金額です。 

・東京電力エナジーパートナーの電力料金は、平成29年6月時点の「従量電灯B」40Aで試算しています。 

・実際のメリット額はガスのご使用状況や、ご契約の時期、原料費調整額等により変動します。 

●ダブルハッピー割引、トリプルハッピー割引】 

・エネワンでんき、またはウォーターワン(宅配水)いずれかを都市ガスハッピープランとともにご契約いただき、請求をまとめていただいた
場合にダブルハッピー割引が適用され、ご請求金額より月額100円(税抜)を割引いたします。すでにエネワンでんき、またはウォー
ターワンをご契約いただいているお客さまが都市ガスハッピープランをご契約いただいた場合も適用となります。 

・エネワンでんき、およびウォーターワン(宅配水)を都市ガスハッピープランとともにご契約いただき、請求をまとめていただいた場合にト
リプルハッピー割引が適用され、ご請求金額より月額200円(税別)を割引いたします。すでにエネワンでんきおよびウォーターワンをご
契約いただいているお客さまが都市ガスハッピープランをご契約いただいた場合も適用となります。 
 
・対象商品のご請求がない場合、セット割引対象外となります。また、ウォーターワンは定期配送の場合のみ適用となります。 

試算条件等 
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