
エイブルでんき・ガス・ひかり Infrastructure services

インターネット

品質
そのまま
安心・快適

料金
最大約７％
割引

入居した
その日から※

利用開始

新生活に欠かせない「でんき・ガス・インターネット」
面倒な手続きもすべてエイブルにお任せ！

新生活に欠かせない「でんき・ガス・インターネット」
面倒な手続きもすべてエイブルにお任せ！

アカウント割引
等

月々のご利用総額が割引になる アカウント割アカウント割
～エイブルでんき・ガス・ひかりをまとめると、さらにおトク！！～

※１　比較対象は各地域の電力会社の規制料金メニューとなります。（東京電力の場合：従量電灯B・C）
※２　比較対象は各地域の大手都市ガス会社の一般料金となります。
※３　電気料金について、アカウント割の算定対象は、基本料金、電力量料金（燃料費調整額を含む）の合計金額となります。再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。
　　　ガス料金について東京ガスエリアのE,F表、東邦ガスエリアのF表、大阪ガスエリアのG、H表に対応する場合（500㎥を超える使用量に対応する場合）、その月のガス料金は、PinTアカウント割引対象外と
　　　なります。詳細は重要事項説明書もしくはPinTホームページをご覧ください。なお、生活スタイル等によって異なりますが、標準的なご家庭の月間のご使用量の目安はおおよそ30㎥です。

エイブルの「でんき・ガス・ひかり（インターネット）」をご契約いただくとアカウント割が自動的に適用されます。
さらに、「エイブルでんき・エイブルガス・エイブルひかり」をまとめてご契約になるとご利用額に応じて割引率も
アップします。
※サービス単体のご契約でもアカウント割対象となります。

※入居までにすべてのサービス開始を調整できた場合。一部、入居後のサービス開始となる場合もございます。※入居までにすべてのサービス開始を調整できた場合。一部、入居後のサービス開始となる場合もございます。

PinT アカウント割  割引率

サービス利用料金が毎月 30,000 円の場合

+

〈～5,000円に対し〉
5,000円 × 1%＝

〈5,001円～ 20,000円に対し〉
15,000円 × 3% =

毎月の
総割引額

1％
～ 5,000円 

3％
5,001円
〜

20,000円

〈20,001円～ 30,000円に対し〉
10,000円 × 5% =

50円 450円 500円+ ＝ 1,000円割引

5％
20,001円
〜

50,000円

7％
50,001円 ～

※50,000 円を超える金額は
ずっと 7％割引！

使えば使うほど割引率がアップ！　

1か月の
ご請求額

割引率

月々のご利用料金最大　約７％ 割引！！

インター
ネット代

※3

※合計利用金額が5万円超える場合

地域電力

電気代

地域の都市ガス

ガス代

※1

※2

生活に欠かせないライフライン！まとめてカンタンお手続き！



お申込みのご連絡先に申込受付通知メール（または SMS）を
送付いたしますので、記載のURL からマイページにログイン
ください。
マイページから申込みの日付変更・取消も可能です。
※申込受付通知メールの不着等によりご利用開始日までに
　ログイン手続きがお済みでない場合は、別途お送りする
書類に記載されている初期 ID/ パスワードでログインください。

1 2 3 4

株式会社エイブルは、東京電力グループの小売電気事業者である株式会社 PinT
の販売代理店として電力小売に関する業務を受託しています。
エイブルでんき powered  by  PinT は、株式会社 PinT が供給する PinT でんきを
エイブルの店舗やWEB媒体等で申込み、ご利用される場合のサービス名称及び呼称です。

料金プラン

ご利用までの流れ

店頭にて申込書に
必要事項を記載

申込受付通知の受領 利用開始 お支払い

※お申込み内容の変更・ご解約はマイページ（https://pintinc.jp/mypage/）よりお手続きください。
　ご不明点は PinT カスタマーサポート（050-2018-8555）までご連絡ください。なお、受付後託送手続きを行いますが、手続き上、
　お申込みをお受けできない場合は、電話またはメールでご連絡させていただきますので、予めご了承ください。

エイブルでんきのポイント

安心・安全！　品質そのまま！

全国で
利用可能！

契約拘束期間なし！
解約違約金なし！

電気は、地域電力の送配電網を利用してご家庭にお届けしますので、電気の明るさや安全性、品質はこれまでと変わりません。

契約期間に縛りがなく、解約時の違約金、
事務手数料もかかりません。

全国でご利用できます。
※沖縄・一部離島を除く

電気のお手続きを忘れるご心配がなく、
お引越し日からすぐに電気が使えます。

立会い不要
すぐ使える！

発電所

+ + ー‐

❶基本料金※1 ❷電力量料金 ❸燃料費調整額※2 ❺割引額

アカウント割でさらにおトク！

お引越し先の
既設ブレーカー
容量で決定

ご使用量
×

料金単価

ご使用量
×

燃料費調整単価

❶+❷+❸の
合計額に応じ、
割引率※4が決定

アカウント割引算定額対象

❹再生可能エネルギー
発電促進賦課金※3

ご使用量
×

再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価

+

PinT でんき B/C/ 動力については、電気を全く使用しない場合の基本料金が半額となります。
基本料金および電力量料金（燃料費調整額を含む）の合計または最低月額料金のいずれか大きい額をお支払いいただきます。
※1  関西・中国・四国電力エリアの場合、従量電灯 Aの最低料金に相当します。　※2  火力燃料（原油・LNG［気化天然ガス］・石炭）の価格変動を料金に迅速に反映するため、その変動に
応じて、毎月自動的に電気料金を調整する額です。　※3  国が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に電気のご使用量を乗じて算定し、毎月の電気料金の一部として、でんきを
お使いになるすべてのお客様にご負担いただきます。　※4　「アカウント割」で確認できます。

地域電力会社の送電網 ご自宅

PinT が供給

エイブルが販売代理

どなたでもお申込み可 マイページからお支払い方法をお選びください。
お支払い方法は、口座振替、クレジットカード払い、
コンビニ払い、SMS払い（電子マネー等）からお
選びいただけます。
※SMS払い（電子マネー等）は毎月のご利用料金を SMSにてお
知らせし、決済方法を電子マネー等からお選びいただける便利
な決済サービスです。
※コンビニ払いで使用する払込票の発行には、220 円（税込）
が別途かかりますので、他のお支払い方法を是非ご検討くださ
い。

立会い不要。
ご契約始期日以降であれば、ご入居前
からのご利用OK！



＜エイブルでんき・ガス共通＞
■ お申込みの取消（キャンセル）・変更・解約は以下のとおりご連絡の上、お手続きください。 ご連絡がない場合又はご連絡日
　 によっては、取消扱いではなく、ご解約扱い又は変更不可となり、料金が発生する場合がございます。 予めご了承の上、
      お早めにご連絡ください。
■ クーリングオフ期間は、お申込日から8日間となります。

≪でんき・ガスの取消・変更・解約ご連絡先一覧≫

※営業日は、祝日・年末年始を除いた月～金となり、株式会社エイブルの店舗営業日とは異なります。

株式会社 PinT 代表取締役 金井  邦昌   ホームページ https://pintinc.jp/
小売電気事業者（小売電気事業者登録番号：A0332）
ガス小売事業者（ガス小売事業者登録番号：A0067）
電気通信事業者（電気通信事業者届出番号：A-30-16565）

050-2018-8555
（受付時間：10:00～17:00  ※土日・祝日、年末年始除く）株式会社PinT   カスタマーサポート

エイブルでんき・ガス・ひかり（開通後）

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目６番１号

0120-998-371
営業時間  10：00～20：00 年中無休 ※年末年始除く

※当デスクの運営は、株式会社エイブルが株式会社マケレボに委託しております。
エイブルひかり申込み専用デスク

エイブルひかり（開通前）

でんき・ガスともにご利用開始日まで3営業日以上ある場合

でんき・ガスともにご利用開始日まで2営業日以内の場合

申込みされた店舗の営業時間内にお早めにご連絡ください。

PinTカスタマーサポート 050-2018-8555（受付時間  10：00～17：00　土日・祝日、年末年始を除く）

ご連絡日 窓口（連絡先）

■個人情報の取り扱い等、詳細は重要事項説明書もしくはPinTホームページをご覧ください。

注意事項のご案内

詳しい説明の動画はこちら サービスに関する
お問い合わせ先

ご契約
店舗

お申込みはこちら

＜エイブルでんき＞
■ オール電化やアパート・マンション一括受電、物件オーナー様や管理会社が電気料金を入居者様に直接請求している物件
　 には、お申込みできません。  その他、物件により、お申込みできない場合があります。
■ 電気温水器やエコキュート等の深夜電力を利用する物件の場合は、電気料金が高くなる場合があります。
■ ご不在でも電気をおつけいたします。
■ 電気の利用開始日及び料金発生日は、でんきが供給された日となります。

＜エイブルガス＞
■ エイブルガスの申込みは、東京ガス・東邦ガス・大阪ガスの都市ガス供給エリアで、都市ガスを利用する物件のみ対象です。
　（プロパン利用不可）
■ ガス温水床暖房・エコウィル・燃料電池（エネファーム）等の設備がある建物の場合はお申込みできません。 
■ ガスのご利用開始には必ず立会いを要します。お立会いができない場合はご利用できませんので、日時変更される場合、
　 必ず事前にご連絡をお願いいたします。

＜エイブルひかり＞
■ フレッツ光マンションタイプが未導入の物件では利用できません。未導入物件の場合は、物件オーナー様又は、管理会社に
　 お問い合わせください。
■ エイブルひかりpowered byPinTの商品は東京電力グループの株式会社PinTが提供する「TEPCOひかりv6専用プラン」
　 です。
■ 引越しシーズンは、開通工事が混み合いますので、お早めのお申込みをおススメいたします。通常は、お申込み後ご利用開
　 始まで約2週間程度になります。


