でんきサービスに関するポイント特典付与条件新旧対照表（2021年4月20日実施）
改定前（旧）

改定後（新）

第５条（本ポイントの付与）

第５条（本ポイントの付与）

（略）

（略）

６ 前各項で定める本件契約者に対する本件付与ポイントの付与は、原則として、その本件

６ 前各項で定める本件契約者に対する本件付与ポイントの付与は、原則として、その本件

電気料金に係る請求月の月末までに行います。但し、本件対象額または本件付与ポイントの

電気料金に係る請求月の月末までに行います。但し、本件対象額または本件付与ポイントの

算定等における特別の事情がある場合または対象契約者回線の契約者が、当社及び株式

算定等における特別の事情がある場合または対象契約者回線の契約者が、当社及び株式

会社ロイヤリティマーケティングの定める au ID/Ponta 会員 ID 連携規約に基づき、当該規約

会社ロイヤリティマーケティングの定める au ID/Ponta 会員 ID 連携規約（以下「au

に定める ID 連携を行った場合その他の契約状況及び利用状況によっては、本件電気料金に

ID/Ponta 会員 ID 連携規約」といいます。）に基づき、当該規約に定める ID 連携を行った

係る請求月の翌月以降に本件付与ポイントの付与を行う場合があります。なお、本件付与ポ

場合その他の契約状況及び利用状況によっては、本件電気料金に係る請求月の翌月以降に

イントの付与時点で、本件契約者の ID が有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの

本件付与ポイントの付与を行う場合があります。なお、本件付与ポイントの付与時点で、本件

付与の実施を要しないものとし、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。

契約者の ID が有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの付与の実施を要しないものと
し、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。

第１２条（本ポイントの付与に係る特約）

第１２条（本ポイントの付与に係る特約）

（略）

（略）

(新設)

９ 当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、当社の Ponta でんき提供条件で定
める契約種別である場合、第５条第２項及び第４項に定める指定サービスとは、第 5 条第
2 項及び第４項の定めにかかわらず、au 約款に定める au（LTE）通信サービス、au
（WIN）通信サービス、au（5G）通信サービスもしくは au（povo）通信サービスまたは
au ID/Ponta 会員 ID 連携規約に定める Ponta 会員 ID をいうものとします。

第 13 条（関西エリアにおけるガスサービス利用時のポイントの付与に係る特約）
本件契約者（当該本件契約者がその契約種別が「でんき契約約款（関西電力・

第 13 条（関西エリアにおけるガスサービス利用時のポイントの付与に係る特約）
本件契約者（当該本件契約者がその契約種別が「でんき契約約款（関西電力・

KDDI）」で定める「いいだのでんきＭ（関西 D）」、「UQ でんきＭ（関西 D）」または

KDDI）」で定める「いいだのでんきＭ（関西 D）」、「UQ でんきＭ（関西 D）」、

「BIGLOBE でんきＭ（関西 D）」（以下「でんきＭプラン（関西 D）といいます。」）である

「BIGLOBE でんきＭ（関西 D）」または「Ponta でんきＭ（関西 D）」（以下「でんきＭプ

でんきサービス並びに関西電力株式会社（以下「関西電力」といいます。）のガス供給条件

ラン（関西 D）といいます。」）であるでんきサービス並びに関西電力株式会社（以下「関西

及び関電ガスなっトクプランｆｏｒ ａｕ （主契約料金表）で定める関電ガス なっトクプラ

電力」といいます。）のガス供給条件及び関電ガスなっトクプランｆｏｒ ａｕ （主契約料

ン ｆｏｒ ａｕまたは関電ガスなっトクプランＯ for au（主契約料金表）で定める関電ガ

金表）で定める関電ガス なっトクプラン ｆｏｒ ａｕまたは関電ガスなっトクプランＯ for

スなっトクプランＯ for au（以下関電ガス なっトクプラン for au と関電ガスなっトクプランＯ

au（主契約料金表）で定める関電ガスなっトクプランＯ for au（以下関電ガス なっトクプ

for au を併せて「関電ガス for au」といいます。）の双方をご利用する場合に限ります。）

ラン for au と関電ガスなっトクプランＯ for au を併せて「関電ガス for au」といいます。）の

が、当社が別に定めるところにより当社に申込み（以下「本オプション申込」といいます。）を行

双方をご利用する場合に限ります。）が、当社が別に定めるところにより当社に申込み（以下

い、当社がこれを承諾した場合、当社は、第５条の定めにかかわらず、本件付与ポイントの算

「本オプション申込」といいます。）を行い、当社がこれを承諾した場合、当社は、第５条の定め

出に係る還元率を本条第 3 項または第 4 項に定める値に変更します。

にかかわらず、本件付与ポイントの算出に係る還元率を本条第 3 項または第 4 項に定める値

（略）

に変更します。

３ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に第 5 条第 2 項、第 12 条第

（略）

1 項及び第 3 項で定める指定サービスのいずれも紐づけて管理されていない場合かつ第 12

３ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に第 5 条第 2 項、第 12 条第

条第 4 項を満たしていない場合で、第 5 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合、本件

1 項、第 3 項及び第 9 項で定める指定サービスのいずれも紐づけて管理されていない場合か

付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日

つ第 12 条第 4 項を満たしていない場合で、第 5 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場

の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一

合、本件付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付

方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従

与される日の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方または

量料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出

いずれか一方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料

においては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数

金または従量料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイ

が生じた場合は、その端数を切り上げます。

ントの算出においては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円

（略）

未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。

４ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に第 5 条第 2 項、第 12 条第

（略）

1 項及び第 3 項で定める指定サービスのいずれかが紐づけて管理されている場合または第 12

４ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に第 5 条第 2 項、第 12 条第

条第 4 項を満たす場合で、第 5 条第５項各号のいずれにも該当しない場合、本件付与ポイ

1 項、第 3 項及び第 9 項で定める指定サービスのいずれかが紐づけて管理されている場合ま

ントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日の属する

たは第 12 条第 4 項を満たす場合で、第 5 条第５項各号のいずれにも該当しない場合、本

月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一方につき

件付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される

料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量料金

日の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか

が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出において

一方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または

は、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生じた

従量料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算

場合は、その端数を切り上げます。

出においては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端

（略）

数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
（略）

附則

附則

（適用期日）

（適用期日）

本改正規定は、２０２1 年 3 月 29 日から適用します。

本改正規定は、２０２1 年 4 月 20 日から適用します。

