
「 西部ガ ス 電気受給契約」重要事項説明書

ご契約前に「 西部ガス電気受給契約書」の記載内容と

合わせてご確認く ださ い。

● 契約手続きに際し お伺いし たお客さ まの個人情報は、西部瓦

斯株式会社（ 以下、西部ガスと いいます。）および大阪ガス株式

会社（ 以下、大阪ガスと いいます。）のプライバシーポリシーに

従い取扱います。西部ガスは、お客さ まへのご連絡またはお問

い合わせへの対応上必要な情報を大阪ガスから 取得し 、当該

目的のほかサービス・ 製品のお知らせ・ PR、調査・ データ 集積・

分析、研究開発に必要な範囲でそのお客さ ま情報を利用いた

します。またご記入いただいたメ ールアドレスは、お申込み内

容の確認や、メ ールマガジン、ネット サービス利用に必要な情

報の発信およびアンケート のお願いのために用い、それ以外

の目的では利用いたしません。大阪ガスは、手続きに必要な範

囲で、小売電気事業者、発電電気事業者、送配電事業者、需要

抑制契約者および電力広域的運営推進機関と の間で共同利

用いたします。

個人情報の取扱いについて

料金の計算と お支払いについて

受給開始時期について

● 西部ガスは、大阪ガスの代理人とし て、西部ガス電気受給契約

をお客さ まと の間で締結いたします。

● 西部ガス電気受給契約を締結することを希望さ れる場合は、直

接のお申込みのほか、電話、インタ ーネット 等により、西部ガス

にお申込みいただきます。

● 西部ガスおよび大阪ガスは、電気の需給状況、受電設備の状

況、料金のお支払い状況(すでに消滅しているも のを含む大阪

ガスと の他の契約の料金について支払期日を経過しても お支

払いがない場合を含みます。)その他によってやむをえない場

合並びに西部ガスおよび大阪ガスが適当でないと 判断した場

合には、お申込みを承諾できないことがあります。

● また、お申込みに先立ち 、電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法に基づく 固定価格買取制

度の適用に際し「 設備認定」を受けた時点から 、発電方式や発

電設備容量に変更がないこと を確認いたします。発電方式や

発電設備容量が認定時点と 異なる場合、お申込みを受付ける

ことができない場合があります。

● 固定価格買取期間満了に伴う 切り 替えは、固定価格買取期間

満了の20日前までにお申込みく ださ い。

契約の申込みについて

契約内容について

● 西部ガス電気受給契約の締結後、現在ご契約中の電気買取契

約の解約や大阪ガスの発電バラ ンシンググループヘの組み

入れ等、大阪ガスによる必要な手続きが完了した時点で、受給

開始予定日を 改めてお知ら せいたし ます。他社から 切り 替え

られる場合の受給開始予定日は、お申込みから3 週間～2カ月

後と なります。なお、お手続きの都合により 受給開始予定日の

ご案内が受給開始後と なる場合があります。また、お知ら せし

た受給開始予定日は、手続き の都合により 変更と なる場合が

あります。あらかじめご了承く ださ い。

● 万が一、受給開始予定日より も 前にお申込みをキャンセルさ

れる場合は、受給開始予定日の3 営業日前までに西部ガスお

よび大阪ガスへその旨をお申し 出いただく 必要があります。

スマート メ ータ ーヘの取替について

● 西部ガス電気受給契約の締結後、送配電事業者が必要に応じ

て供給側、買取側の計量器をスマート メ ータ ーに取り 替えま

す。取替に際し て停電が発生する場合があり ますのであら か

じ めご了承く ださ い。

買取料金メ ニュー・ オプショ ン契約の適用条件について

● 買取料金メ ニューおよびオプショ ン契約は、お客さ まから のお

申込みに基づき適用条件を満たす場合に適用いたします。

●「 買取プラン」は西部ガスまたは西部ガスおよび大阪ガスが指

定する事業者とガスの使用契約を締結し その供給が開始して

いるお客さ まに適用さ れ、閉栓、他事業者への切り 替えなどで

当該ガスの使用契約が消滅した場合、本受給契約も 廃止さ れ

ます。こ の場合、他社での買取をご希望さ れる場合は、お客さ

まご自身で他社へのお申込み手続きを行っていただきます。

● 西部ガスまたは大阪ガスと 締結するその他の契約の解約等で

買取料金メ ニューまたはオプショ ン契約の適用条件を満たさ

なく なった場合は、すみやかにその旨を西部ガスまたは大阪

ガスへ連絡し ていただきます。こ の場合、買取料金メ ニューま

たはオプショ ン契約の適用は西部ガスまたは大阪ガスが通知

を受けた直後の検針日の前日までと いたします。

● 買取料金メ ニューまたはオプショ ン契約の適用条件を満たさ

ないで電気の受給を行なった場合、西部ガス電気受給約款に

基づき本来お支払いすべきであった金額と 既にお支払いした

金額と の差額を精算いただきます。

● 西部ガス電気受給契約は、大阪ガスが再生可能エネルギーと

して太陽光を利用して発電さ れた電気を買取る契約で、詳細は

西部ガスおよび大阪ガスが定める「 西部ガス電気受給約款」に

よるも のと いたします。

● 西部ガスおよび大阪ガスは、西部ガス電気受給約款を変更す

ること があります。お客さ まは、変更後の西部ガス電気受給約

款に異議がある場合、解約することができます。

● 西部ガス電気受給約款または受給契約の内容を変更する場合

は、その変更内容をお客さ まにお知ら せいたします。その際に

は、受給条件の説明を、書面の交付、インタ ーネット 上での開示

または電子メ ールの送信その他西部ガスおよび大阪ガスが適

当と 判断した方法により 行い、当該変更をしようと する必要事

項のみを説明し 、記載することについてあらかじめ承諾してい

ただきます。

● 検針および買取量の算定は、託送供給等約款に従い、送配電

事業者が実施いたします。その結果を大阪ガスが受け取り 、西

部ガス電気受給約款の定めに従い買取料金を算定いたします。

● 料金算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日まで



の期間と いたします。ただし 、電気の受給を開始し 、または受給

契約が消滅し た場合の料金算定期間は、開始日から 直後の検

針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日

までの期間といたします。

● 大阪ガスは、原則として買取料金をお客さ まが予め指定する口

座に、買取を開始した月または料金をお支払いした月をlヵ月目

とし て、1 2ヵ 月目までの料金を1 2ヵ 月日の翌月の末日までに

振り 込みます。なお、買取料金の振込に先立ち、各月の買取量

および買取料金を書面等西部ガスまたは大阪ガスが適当と 判

断した方法により通知いたします。

● 受電電気方式および受電電圧は、託送供給等約款の定めに従

う も のと いたします。

● お客さ まが新たに発電を開始さ れる場合等で、新たに受電設

備等を施設すると きや、お客さ まの希望により 受電設備を変

更する場合は、託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業

者に支払う べき金額を工事費負担金とし てお客さ まから 申し

受けます。

● 送配電事業者の指示や災害の発生等により 電気の受給を中

止または制限する場合があります。こ れら 、西部ガスまたは大

阪ガスの責めによらずに電気の受給を中止または制限する場

合、西部ガスまたは大阪ガスは原則とし て損害賠償責任を負

わないも のと いたします。

● 大阪ガスまたは送配電事業者が必要と 判断し た場合には、お

客さ まの承諾を得て、係員をお客さ まの発電場所に立ち入ら

せていただきます。こ の場合、正当な事由がない限り 、立ち入

ること を承諾していただきます。また、電気受給に必要な設備

の施設や電力品質維持に関し て必要な協力、その他託送供給

等約款におけるお客さ まが遵守すべき事項について承諾して

いただきます。

● 現在の電気受給契約を解約すること で、解約金の発生やポイ

ント の失効等、お客さ まの不利益と なる事項が発生する可能

性があります。

その他

〈 お問い合わせ先〉

西部瓦斯株式会社（ 代理事業者）

〒8 1 2－0 0 4 4  福岡市博多区千代1 丁目１７番１号

　 　 0 5 7 0－5 5 0－1 5 1

（ 9 :0 0～1 7 :0 0 　 ※土、日、祝、1 2 /2 9～1 /4を除く ）

混雑時には繋がりにく い場合があります。予めご了承く ださ い。

〈 小売電気事業者〉

大阪ガス株式会社　 (登録番号A0 0 4 8 )

〒5 4 1－0 0 4 6  大阪市中央区平野町4 丁目1 番2 号

　 　 0 1 2 0－0 0 0－5 5 5

          （全⽇　9:00〜19:00）
　　　　　※⾮常時等にはやむを得ず受付時間を変更する場合があります。

契約期間および契約の変更、解約について

● 契約期間は以下の通りと いたします。

お申込み年度： 受給開始日を初日として、最初に到来する3 月

末日まで

以降： 4 月1日から翌年3月末日まで

● お客さ まが他の事業者に買取先を変更さ れる場合には、新た

な事業者に対し てお客さ まより 契約の申込みをし ていただき

ます。

● 契約の変更や転宅、発電設備の撤去等に伴う 解約を希望さ れ

る場合は、西部ガスまたは大阪ガスヘお申し 付けく ださ い。な

お、解約をご希望の場合は、解約を 希望さ れる日の2 日前の

1 5 時までに西部ガスまたは大阪ガスへお申し 出いただく 必

要があります。

● 契約期間満了に先だって受給契約の解約または変更がない

場合は、契約期間満了後も 1 年(4 月1 日から 翌年3 月末日ま

で)ごとに同一条件で契約を自動更新いたします。更新後の契

約期間等は、書面、電子メ ール、インタ ーネット 上での開示等

西部ガスまたは大阪ガスが適当と 判断する方法により お知ら

せいたします。

● クーリングオフにより 契約を解除さ れた場合や西部ガスまた

は大阪ガスから 契約を解約し た場合等で、お客さ まが無契約

状態になったときには、電気の受給が停止いたしますので、他

の小売電気事業者へお申込みいただく 必要があります。

● 買取料金をガス料金や電気料金等、西部ガスまたは大阪ガス

のその他の契約の料金の支払いに充当すること はできませ

ん。

〈 お支払いまでの流れ〉

※振込月に、振込予定の各月の買取量および買取料金を通知いたします。

1ヵ 月目

買取
開始月

2ヵ 月目 12ヵ 月目‥‥ 1ヵ 月目

振込月※

（ 1回目）
振込月※

（ 2回目）

12ヵ 月目 1ヵ 月目‥‥


