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さすガねっと とくとくプラン定期契約規約 

大阪ガス株式会社 

 

第1条 （定期契約の定義） 

定期契約とは、大阪ガス株式会社（以下、「当社」といいます。）が定める期間、契約者が継続してサ

ービスの提供を受ける契約のことであり、さすガねっと とくとくプラン契約約款に記載されている条

項に、以下の条文の条件を付加します。なお、定期契約に基づくインターネット接続サービス以外のサ

ービスについては、J:COM TV for さすガねっと契約約款又は J:COM PHONE プラス for さすガねっと

契約約款その他関係する約款・規約が適用されるものとします。 

2 定期契約の条件を承諾できない契約者は、定期契約に申し込むことはできません。 

3 定期契約は、契約成立日から開始し、開通日の翌日の属する月の初日を起算日とした別表 定期契

約に定める契約期間の末日に満了するものとします。 

4 定期契約の契約期間が満了し、更新期間内に契約者が申し出ない場合、契約は更新され、更新日から

新たな 24か月の契約期間が開始するものとし、以降も同様とします。 

5 さすガねっと とくとくプラン契約約款第 17 条（利用の制限）、第 21 条（インターネット接続サー

ビスの利用の一時中断）、第 22条（利用中止）若しくは第 23条（利用停止）に基づく利用の制限、一

時中断、中止又は停止があっても、定期契約の契約期間に変更はないものとします。 

5 当社が定める定期契約は 1世帯につき 1契約になります。 

6 定期契約によっては、別の約款や規約等に定める定期契約に同時に申し込むことが必要な場合があ

ります。 

 

第2条 （住宅形態による制約） 

当社が定める共同住宅及び集合住宅（2 以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又

は分譲住宅で当社が判断するもの、以下、「集合住宅」といいます。）内の世帯、若しくは、それ以外の

住宅（以下、「戸建住宅」といいます。）に分類し、それぞれ締結できる定期契約が異なります。 

 

第3条 （当社が定期契約を承諾しない場合） 

当社は、以下に該当する場合、定期契約の承諾をしないことがあります。 

（1）当社が定める住宅形態と異なる場合 

 

第4条 （定期契約の種類） 

定期契約には、別表 定期契約に定める種類があります。 

 

第5条 （月額利用料） 

定期契約で定めるサービスの利用料は、月額の利用額となります。 
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第6条 （契約解除料） 

定期契約で定める契約期間内に、契約者が定期契約の解除を行う場合には、原則として、契約解除料

の支払いを要します。契約解除料の額については、別表 定期契約に定める通りです。 

2 前項の場合において、次に該当する場合は、契約者は契約解除料の支払いを要しません。 

（1）当社のインターネットサービス提供区域内へ転居する場合で、契約者が引き続き転居先で当社と

の間でインターネットに関するサービスの契約を行う場合 

（2）さすガねっと とくとくプラン契約約款第 11 条（初期契約解除等）第 1 項により契約を解除する

場合又はさすガねっと とくとくプラン契約約款第 14 条（当社が行う契約の解除）第 1 項第 1 号、第

4号若しくは第 5号の規定により当社が契約を解除する場合 

（3）解除を更新期間内に行う場合 

（4）解除を契約成立日から開通日の前日までに行う場合 

3 契約者が、契約解除の後に、再度の契約申し込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとしま

す。 

 

第7条 （更新の定義） 

当社は、定期契約の更新について、以下のように定めます。 

（1）更新日は、定期契約が満了する日の翌日を示します。 

（2）更新期間とは、定期契約の満了日を含む月、更新日を含む月及び更新日を含む月の翌月を示し

ます。 

 

 

別表 定期契約 

第 1種定期契約【さすガねっと とくとくプラン定期契約（ファミリータイプ）】 

区 分 内       容 

（1）契約期間 2年 

（2）住宅形態 戸建住宅 
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（3）品目、月額

利用料 

さすガねっと とくとくプランを含む利用料については、各サービスの提供を開始

した日の翌日より、次表に定める月額利用料を適用します。また、品目に変更があ

ったときは、その変更日まで次表に規定する料金額を適用します。 

品目 月額利用料 

とくとくプラン ファミリータイプ 

（さすガねっと とくとくプランのみ） 

4,800円 

（税込 5,280円） 

とくとくプラン ファミリータイプ及び地デジコース 

（さすガねっと とくとくプラン及び TV再放送サー

ビス） 

5,420円 

（税込 5,962円） 

とくとくファミリー TELパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM PHONE 

プラス for さすガねっと） 

5,100円 

（税込 5,610円） 

とくとくファミリー TELパック及び地デジコース 

（さすガねっと とくとくプラン、 J:COM PHONE プ

ラス for さすガねっと及び TV再放送サービス） 

5,720円 

（税込 6,292円） 

とくとくファミリー TVセレクトパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM TV for 

さすガねっとセレクト） 

6,200円 

（税込 6,820円） 

とくとくファミリー TVスタンダードパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM TV for 

さすガねっとスタンダード） 

9,100円 

（税込 10,010円） 

とくとくファミリー TVスタンダードプラスパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM TV for 

さすガねっとスタンダードプラス） 

10,100 円 

（税込 11,110円） 

とくとくファミリー トリプル セレクト 

（さすガねっと とくとくプラン、 J:COM PHONE プ

ラス for さすガねっと及び J:COM TV for さすガね

っとセレクト） 

6,500円 

（税込 7,150円） 

とくとくファミリー トリプル スタンダード 

（さすガねっと とくとくプラン、 J:COM PHONE プ

ラス for さすガねっと及び J:COM TV for さすガね

っとスタンダード） 

9,400円 

（税込 10,340円） 

とくとくファミリー トリプル スタンダードプラス 

（さすガねっと とくとくプラン、J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっと及び J:COM TV for さすガねっ

とスタンダードプラス） 

10,400 円 

（税込 11,440円） 
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（4）契約解除料 4,500 円（税込 4,950円） 

（5）特記事項 ア (3)に記載する J:COM TV for さすガねっとを含む各月額利用料には、TVサー

ビス受信用セットトップボックスの利用料 362 円(税込 398 円)を含みます。 

 

 

第 2種定期契約【さすガねっと とくとくプラン定期契約（マンションタイプ）】 

区 分 内       容 

（1）契約期間 2年 

（2）住宅形態 集合住宅 

（3）品目、月額

利用料 

さすガねっと とくとくプランを含む利用料については、各サービスの提供を開始

した日の翌日より、次表に定める月額利用料を適用します。また、品目に変更があ

ったときは、その変更日まで次表に規定する料金額を適用します。 

品目 料金額（月額） 

とくとくプラン マンションタイプ 

（さすガねっと とくとくプランのみ） 

3,800円 

（税込 4,180円） 

とくとくマンション TELパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM PHONE 

プラス for さすガねっと） 

4,100円 

（税込 4,510円） 

とくとくマンション TVセレクトパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM TV for 

さすガねっとセレクト） 

5,400円 

（税込 5,940円） 

とくとくマンション TVスタンダードパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM TV for 

さすガねっとスタンダード） 

8,000円 

（税込 8,800円） 

とくとくマンション TVスタンダードプラスパック 

（さすガねっと とくとくプラン及び J:COM TV for 

さすガねっとスタンダードプラス） 

9,000円 

（税込 9,900円） 

とくとくマンション トリプル セレクト 

（さすガねっと とくとくプラン、J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっと及び J:COM TV for さすガねっ

とセレクト） 

5,700円 

（税込 6,270円） 

とくとくマンション トリプル スタンダード 

（さすガねっと とくとくプラン、J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっと及び J:COM TV for さすガねっ

とスタンダード） 

8,300円 

（税込 9,130円） 

とくとくマンション トリプル スタンダードプラス 

（さすガねっと とくとくプラン、J:COM PHONE プラ

9,300円 

（税込 10,230円） 
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ス for さすガねっと及び J:COM TV for さすガねっ

とスタンダードプラス） 
 

（4）契約解除料 3,500 円（税込 3,850円） 

（5）特記事項 ア (3)に記載する J:COM TV for さすガねっとを含む各月額利用料には、TVサー

ビス受信用セットトップボックスの利用料 362 円(税込 398 円)を含みます。 

 

※略語は以下の通り。 

さすガねっと とくとくプラン さすガねっと とくとくプラン契約約款に定めるインターネッ

ト接続サービス 

J:COM PHONE プラス for さすガ

ねっと 

J:COM PHONE プラス for さすガねっと契約約款に定める PHONE

サービス 

J:COM TV for さすガねっと J:COM TV for さすガねっと契約約款に定める TVサービス 

 

 

附則 

 

（実施期日） 

本規約は、2022 年 3月 1日から実施いたします。 
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