2022年3月期

株主優待
サービスのご案内
創立100周年の感謝を込めて
優待サービスを一部リニューアルしました。
東海地方の逸品をはじめ、SDGs貢献商品、
東邦ガスオリジナルグッズなど、
お好きな商品をお選びいただけます！

申込期限がありますのでご注意ください

東邦瓦斯 株 式会社
東証プライム・名証プレミア（証券コード：9533）

〒456-8511
名古屋市熱田区桜田町 19 番 18 号
ホームページ

https://www.tohogas.co.jp/

株主優待サービスのご案内

株 主 の 皆 さま へ

毎年3月31日現在、当社株式を1年以上継続して、1単元（100株）

株主の皆さまには、平素は当社グループの事業運営
につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
当社は2022年6月に創立100周年を迎えました。これ
もひとえに、株主の皆さまのご支援の賜物であり心より感
謝申しあげます。

以上を保有されている株主さまに、保有株式数と株式保有期間に
応じて「株主優待ポイント（1ポイント＝1円相当）
」を進呈し、ご希
望の優待商品と交換いただくことができるサービスです。

優待商品
いろいろ逸品コース 9ページへ

この度、創立100周年を機に、当社株式の魅力をさ
らに高め、より多くの方々に当社株式を保有いただけるよ
う、株主優待サービスを拡充いたしました。

これまでの人気商品に加えて「東海のグルメ・逸品」
「 SDGs貢献商
品」
「東邦ガスオリジナル商品」を集めたコーナーをご用意しました。
こだわりの逸品をお楽しみください。

株主の皆さまにおかれまして、ぜひ本サービスをご利
用いただきますとともに、今後も当社に対し一層のご支援
を賜りますようお願い申しあげます。
2022年6月吉日

代表取締役社長
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ご注意ください
1.お申し込み期限は以下の通りです。
インターネットの場合：2022年9月30日17時
は が き の 場 合：2022年9月30日必 着
2.対象となる株主さまは、株主名簿に記載の株主番号で保有株式数

および株式保有期間の判定をいたします。株式の他人への譲渡、
貸株サービスや株式の一時売却により、株式保有期間が途切れる
ことがございますのでご注意ください。

寄付コース 28ページへ
社会貢献活動団体（緑の募金、
日本赤十字社）へ寄付いただけ
ます。

東邦ガスのお客さまは、こちらのコースもお選びいただけます。

がすてきポイントコース 29ページへ
Club TOHOGAS でご利用いただける「がすてきポイント」に交換し
て、ガス料金や電気料金に利用いただけます。

1.3 倍

ポイント

※Club TOHOGASの会員登 録が
必要です。
※インターネットでのお手続きが必要
となります。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲

01

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

02

株主優待ポイントの仕組み
株主優待通知書の記載内容

株主優待ポイント表
（今回進呈分）

【サンプル】

2022年
3月31日現在

500株

の保有株式数

abcdefgh

ホームページ
アドレス
株主優待サイト
にログインする
ためのユーザー
IDとパスワード

をもって期限切れ
となるポイント数

7,500ポイント

https://www.tohogas.co.jp/corporate-n/ir/

2020年3月期株主優待で
進呈したポイントは、
2022年9月30日17時で
期限切れ
（無効）
となります。

ご利用可能な
株主優待ポイント数

3年以上

500ポイント

750ポイント

1,000ポイント

1,500ポイント

200株以上300株未満

2,000ポイント

3,000ポイント

300株以上400株未満

3,000ポイント

4,500ポイント

400株以上500株未満

4,000ポイント

6,000ポイント

500株以上

5,000ポイント

7,500ポイント

100株以上200株未満

22,500ポイント

合計

9533_1234567890 2022年9月30日17時

パスワード

1年以上3年未満

15,000ポイント

繰越分

3年以上

株式保有期間
ユーザーＩＤ

株主優待
ポイント

株式保有期間

保有株式数

今回進呈分 7,500ポイント

2022年3月期より、
「100株以上200株未満」
を保有する
株主さまのポイントを倍にいたしました！

株式保有期間の考え方
毎年3月末の権利確定日が、株式保有期間を判定する基準となります。例えば、
株主番号で2022 年 3月末の権利確定日まで継続して当社株主名簿に記録さ

2020年
3月31日

2021年
3月31日

1年
保有

200株取得

2020年3月31日現在の当社株主名簿に新たに記載された株主さまが、同一の
れている場合には、株式保有期間は2年となります。
2022年
3月31日

優待権利確定

2,000ポイント
進呈

2023年
3月31日

今回進呈する
株主優待ポイント

優待権利確定

2,000ポイント

2年
保有

3年
保有

進呈

POINT
UP!

3,000ポイント
進呈

株主優待ポイントの利用期限
その年に進呈した株主優待ポイントは、株式を継続保有していただくことで3回
目の株主優待サービス利用期間終了日まで全部または一部を繰り越してご利用
いただくことができます。
例えば、今回進呈した株主優待ポイントは、2024年の株主優待サービス利用
期間終了日（2024年9月末予定）まで繰り越すことが可能です。
※株主優待ポイントのご利用は、株主優待サービス利用期間中のみ可能です。

2022年
3月31日
株主優待
ポイント
付与基準日

2023年
3月31日

今回
株主優待
サービス
利用期間

2024年
3月31日

2回目
株主優待
サービス
利用期間

2025年
3月31日

今回進呈の
3回目
株主優待ポイントの
株主優待
利用期限
サービス （2024年9月末予定）
利用期間

ご注意
全株式を売却した等により、当社株主でなくなった場合には、当社
株主でなくなった時期に応じて、以下のとおり、未利用の株主優待
ポイントがすべて無効となります。
① 当社株主でなくなった時期が、基準日（3月31日）の翌日からサービス利用期
間終了日の場合は、サービス利用期間終了時点。
（例）全株式を売却した等により、当年7月に当社株主でなくなった場合、株主
優待ポイントは、当年9月30日の17時まで利用することができます。
② 当社株主でなくなった時期が、サービス利用期間終了日の翌日から基準日の場
合は、当社株主でなくなった時点。
（例）全株式を売却した等により、当年11月に当社株主でなくなった場合、当年
9月30日17時までに利用されなかった株主優待ポイントは無効となります。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲

03

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

04

全コース

インターネットでのお申し込み
お申し込み期限

1

〈スマートフォン〉

7

8
3

ご利用規約をご確認のうえ、
「規約に同意して登録」
をクリック

4

株主さまの情報を入力し、
「確認ページへ」
をクリック

5

〈スマートフォン〉

検索

同封の
「株主優待通知書」
に記載のユーザーIDと
パスワードでログイン

〈パソコン〉

株主優待サイトにログインした状態で、
商品カテゴリよりご希望の項目をクリック

〈パソコン〉

パソコン・スマホから当社株主優待サイトへ
アクセス
東邦ガス優待

2

2022年9月30日 17時まで

6

9

商品を選択し、
商品の詳細画面で
個数を入力し
「カゴに入れる」
ボタンをクリック

ダミー

カゴの中を確認し
「申込手続きへ」
ボタンをクリック

お届け先指定画面でお届け先を確認のうえ、
「選択したお届け先に送る」
をクリック
株主さまのご登録住所
以外にお届けの場合
は、「新しいお届け先
を追加する」ボタンを
クリック
※表示された入力フォーム
にお届け先を入力

「登録完了へ」
をクリック
（アンケートにご協力ください）

がすてきポイント

コースのお申し込みは

31ページを

ご覧ください

10

申込内容を確認し、
「申し込む」
をクリックするとお手続き完了

商品のお届け時期については27ページをご覧ください

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲

05

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

06

いろいろ逸品コース

寄付コース

申込専用はがきでお申し込み
お申し込み期限

1

2022年9月30日 必着
4

株主優待通知書で保有ポイントをご確認ください。

（保有ポイントの確認方法

2

がすてきポイントコースはお申し込みいただけません

同 封 の 個 人 情 報 保 護シールを申 込 専 用はがきの申 込
内容記入面に貼付し、
ご投函ください。

→ 3ページへ）

商品のお届け時期については、27ページをご覧ください

本冊子 9 〜 28ページに掲載の商品または寄付から保有ポ
イント内でお好きな商品をお選びください。

（複数選択も可能です）

3

ご確認ください
⃝お電話番号は必ずご記入ください。

申込専用はがきに必要事項をご記入ください。

⃝「株主優待ポイント
（合計）」の範囲内であることを確認のうえ、お申し
込み商品の「合計ポイント」
をご記入ください。

・裏面に株主優待アンケートがございますので、回答にご協力
いただきますようお願いいたします。

⃝「がすてきポイントコース」はインターネットからのみのお申し込みとなりま
す。申込専用はがきでのお申し込みは承っておりません。

申込専用はがき記入例

（赤文字部分がご記入例です）

7

カブヌシ

アンケートの
記入も
お願いします！

タロウ

株主 太郎
456 – 8511

名古屋市熱田区桜田町19-18
000

15

000

4

0

3

7

1 20,000

4

0

0

6

1

500

4

0

0

1

10

500

0000

21,000

40

22,500
カブヌシ

ハナコ

株主 花子
000

0000

○○区○○

個人情報の

取り扱いについて
お預りした個人情報は、本

東京

00

0000

0000

0-00-00

サービスに関連する業務、
およびIR・SR活動に関連す
る業務においてのみ使用い
たします。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲

07

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

08

東 海 のグ ルメ・ 逸 品

いろいろ逸品コース

東邦ガスは、東海地方の地域に根差しておかげさまで100周年！
愛知・岐阜・三重にはおいしいもの、素敵なものがたくさん。

5049

商品番号

こだわりの逸品をお楽しみください。

肉

1,000point

商品番号

5050

2,000point

東海の

商品番号

5045

3,000point

商品番号

5046

5,000point

飛騨高山ラーメン
「なないろ」
4食

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。

5051

商品番号

スギモト ハム詰合せ

●商品：ディナーボンレスハム240g・
デリカハム210g・マイルド焼豚160g
各1●賞味期間：冷蔵で20日●配送
形態：冷蔵●加工地：日本【小麦・
卵・乳】

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。
商品番号

5047

10,000point

手延べきしめん

●商品：醤油ラーメン
（乾麺80g 2、 ●商品：1kg
（200g 5袋）
スープ付） 2
●加工地：日本【小麦】
※商品情報等が変更になる場合がございます。
●加工地：日本（店主監修）
【小麦】

4,000point

※写真はイメージです。

商品番号

5052

7,500point

スギモト
愛知みかわ豚味付け2種セット

●商品：金時生姜焼き65g・オリーブ
オイル漬け65g各4●賞味期間：冷凍
で25日●配送形態：冷凍●加工地：
日本【小麦】
※商品情報等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。
商品番号

5048

20,000point

総本家新之助 貝新
時雨蛤詰合せ

キッチン飛騨 黒毛和牛カレー
中辛・ビーフシチュー詰合せ

●商品：時雨蛤111g・手むき浅利

●商品：カレー290g・ビーフシチュー
290g各5
●加工地：日本【小麦・乳】

120g

●加工地：日本【小麦】

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。

東海の
飛騨牛 肩ロースすき焼用

●商品：肩ロース350g
●賞味期間：冷凍で25日
●原産地：岐阜県
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです。

松阪牛 ステーキ用

●商品：サーロイン420g
（2枚）
●賞味期間：冷凍で85日間
●原産地：三重県
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです。

逸品
▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲

09

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

10

東 海

の

いろいろ逸品コース

グ ルメ・ 逸 品
商品番号

5053

5,000point

商品番号

5056

3,000point

東海の

米
商品番号

5054

7,500point

岐阜県産はつしも 5kg
●商品：5kg 1
●原産地：岐阜県

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※天候不順等により、やむを得ず産地の変更や
ご注文の受付を中止、商品の変更をさせてい
ただく場合がございます。

商品番号

5055

10,000point

柏陽朱泥つばカット急須
●商品：急須（約径9.8 蓋含む高さ
9cm・260ml）
●材質：陶器（常滑焼）
●日本製

●商品：12kg
（2kg 6）
●原産地：愛知県

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※天候不順等により、やむを得ず産地の変更や
ご注文の受付を中止、商品の変更をさせてい
ただく場合がございます。

東海の

調味料

三重県のお米食べ比べセット

10kg

● 商 品： 三 重 県 伊 賀 産コシヒカリ
5kg、三重県産結びの神（三重23号）
5kg●原産地：三重県

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※天候不順等により、やむを得ず産地の変更や
ご注文の受付を中止、商品の変更をさせてい
ただく場合がございます。
商品番号

5059

1,000point

食器洗浄機使用不可

5057

伊賀越

玉みそセット

4,000point

商品番号

5058

10,000point

関和兼 三徳・菜切包丁セット

瀬戸色 ペア鉢

●商品：菜切（刃渡約16cm・全長約
28cm）
・三徳（刃渡約17cm・全長
約29cm）各1
●材質：刃部/ステンレス刃物鋼、柄
部/天然木
●日本製

●商品：鉢
（約径21.5 高さ5.5cm） 2
●材質：陶器（瀬戸焼）
●日本製

商品番号

食器洗浄機使用不可

※掲載商品は性質上、色彩・柄・形状等が多
少異なる場合がございます。
※写真はイメージです。

5060

信濃屋清風堂

低解像度

雑貨

※掲載商品は性質上、色彩・柄・形状等が多
少異なる場合がございます。
※写真はイメージです。

商品番号

愛知県産ミネアサヒ 12kg

東海の

3,000point
料理油詰合せ

●商品：エクストラバージンオリーブオイル
185g・米油185g・純正胡麻油185g・綿
実油185g各1
●加工地：日本

※商品情報等が変更になる場合がございます。

●商品：750g 2●賞味期間：常温で
55日●加工地：三重県【小麦】

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲

11

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

12

いろいろ逸品コース
商品番号

5061

1,000point

商品番号

5062

2,000point
商品番号

5064

4,000point

商品番号

5065

5,000point

※写真はイメージです。

三本珈琲
有機栽培ドリップコーヒー

●商品：8g 10
●生豆生産国：コロンビア

※商品情報等が変更になる場合がございます。

福島正八
オーガニックジャムセット

●商 品：いちご145g・ブルーベリー
145g各1、ステンレス製ジャムハ
ニースプーン
（金メッキ/中国製）付
●加工地：日本

※ジャムハニースプーンは、福島正八ブランド
ではございません。

商品番号

5063

3,000point

SDGs

貢献商品

ままごころ
全身シャンプー＆
ローションセット

クスハンドメイド
防虫ブロック・オイルセット

●商品：防虫ブロック
（約6.7 2.7
●商品：ベビー全身シャンプー250mL、
1.6cm） 36・カンフルオイル
（天然
ベビーミルクローション200mL各1
50ml 1
樟脳オイル）
●日本製
●材質：防虫ブロック／楠
※商品情報等が変更になる場合がございます。
●日本製
※焼印ブロックは上段のみです。
※写真はイメージです。

東邦ガスは、エネルギー事業者

商品番号

として環境負荷の軽減に
持続可能な開発目標（SDGs）
への
貢献を目指す当社がオススメする
逸品を取り揃えました。

ジョンマスターオーガニック
トータルヘアケアセット

●商 品：イブ ニングPシャンプ ー N
236ml・L＆Aコンディショナ ー N
236ml・ARオイル N 59ml・コンボ
パドルブラシ各1
●イブニングPシャンプー N・L＆Aコン
ディショナー N／アメリカ製、ARオ
コンボパドルブ
イル N／モロッコ製、
ラシ／中国製

●商品：台所用石けん300ml・キッチ
ンクリーナー300ml・かやおりふきん
（約30 30cm）各1
●材質：かやおりふきん/綿・レーヨン
●日本製

※商品情報等が変更になる場合がございます。

※商品情報等が変更になる場合がございま
す。
※海外より輸入しているため、
お届けが大幅
に遅れる場合がございます。

当 社 グ ル ー プ のSDGs の
達成に向けた貢献について
は、コーポレートサイトに
掲載しております。

株主優待に関するお問い合わせ先

▲

※特定原材料7品目を含む食品には、食品衛生法に基づきその表示をしております。

15,000point

取り組んできました。

そまり 台所セット

お問い合わせ受付時間

▲

13

5066

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

14

いろいろ逸品コース

東 邦 ガス オリジナ ル 商 品

"くるねこ"のデザインがかわいい
オリジナルグッズです！

私たち東邦ガスは、
新しい事業やサービスにも積極的に取り組んでいます。
東邦ガスを身近に感じていただけるオリジナル商品です。
商品番号

5067

商品番号

5068

500point

10,000point

多機能減圧鍋【グルミール／GOUR-MEAL】
●商 品： 直 径 20cm、 外
形 寸 法 / 幅 28.9cm 奥 行
22.5cm 高さ11.5cm
●炊飯量：1〜3合
●材質 本体：アルミ鋳物
蓋：強化ガラス
●対応コンロ：ガスコンロ、電
気コンロ

※電磁調理器（ IHクッキングヒーター）
では使用できません。
※写真はイメージです。

Club TOHOGAS オリジナル
くるねこ厚手コットンバッグ
（ミニ）
●商品：キャンバストート（約横幅300
高さ200 マチ100mm ）
●材質：コットン
●色：ダークグリーン
●原産国：＜確認中＞

商品番号

5069

1,000point
Club TOHOGAS オリジナル
くるねこ アイススプーン 2本セット
●商 品： アイススプ ーン
（26 100
6mm） 2
●材質：アルミ
●色：シャンパンゴールド
●原産国：＜確認中＞

クラウドファンディングで目標達成し商品化！
東邦ガスが開発したオリジナル多機能減圧鍋です！
普段使いはもちろん、減圧調理・無水調理・自動炊飯もラクラク。
おいしい料理だけではなく、ゆとりの時間を作ります。

1
2

1 台で「減圧調理」※1 、
「 無水調理」※2が可能

商品番号

火を止めてから10分の減圧で
「染みた味」
に！無水調理で
素材本来の味も楽しめます。

5070

2,000point

調理してそのまま食卓に出せるココット皿を
模したデザイン

中の料理を引き立てながらも食卓をお洒落に演出します

3

コンロメーカー 3 社 ※3の
「コンロ自動炊飯機能」※4にも対応

4

専用ミトン、レシピブック付き！

詳しくはこちら

※1 減圧により味のしみ込みがよく、調理時間が短縮でき、煮くずれが少ない調理法
※2 水をほとんど加えないため、食材の成分が流出しにくい調理法
※3 リンナイ株式会社、株式会社ノーリツ、パロマ販売株式会社
※4 自動で火力調節して炊飯し、炊き上がったら消火、お知らせする機能。一部搭
載されていない機種もあります。なお、パロマ販売株式会社製テーブルコンロの
おかゆモードには対応していません。

株主優待に関するお問い合わせ先

▲

※特定原材料7品目を含む食品には、食品衛生法に基づきその表示をしております。

●商品：カードケース（75
105mm ）、ネックストラッ
プ（幅10 900mm ）
●材質：フェイクレザー
●色：＜確認中＞
●原産国：＜確認中＞

お問い合わせ受付時間

▲
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Club TOHOGAS

オリジナル
くるねこカードケース&
ネックストラップ

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く
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いろいろ逸品コース

500point
商品番号

5005

上原咖哩亭 ビーフカレー中辛

1,000point
商品番号

5009

のむ柚子酢（希釈タイプ）

●商品：210g 1
●加工地：日本【小麦・乳】

●商品：270ml 1
●加工地：広島県（柚子果汁／徳島県産）

※商品情報等が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。
商品番号

5006

※商品情報等が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

島原素麺 涼風の絲

商品番号

5010

千寿堂 ゴーフレット&パイセット
●商品：ゴーフレット
（バニラ 3、チョコ 2）、
アーモンドパイ・ショコラスティックパイ各2
●賞味期間：常温で55日
●加工地：日本【小麦・卵・乳】

●商品：250g
（50g 5束）
●加工地：長崎県【小麦】

※商品情報等が変更になる場合がございます。

※商品情報等が変更になる場合がございます。

商品番号

5007

ウェッジウッド ワイルド ストロベリー ティーバッグ

商品番号

5011

牛乳石鹸 ゴールドソープセット
●商品：ソープ80g 8
●日本製

●商品：ファイン ストロベリー・ピクニック・
ウィークエンド モーニング各3袋
●茶葉原産地：スリランカ・中国・インド・
ルワンダ他

※商品情報等が変更になる場合がございます。

※商品情報等が変更になる場合がございます。

商品番号

5008

今治かのん ハンドタオル1枚 ホワイト

商品番号

5012

OCS認証 オーガニックコットンフェイスタオル
●商品：約34 80cm
●材質：綿100%（パイル/オーガニック
コットン100%使用）
●日本製

●商品：約34 34cm
●材質：綿100%
●日本製
●今治タオルブランド認定番号：
第2019-1524号

株主優待に関するお問い合わせ先

▲

※特定原材料7品目を含む食品には、食品衛生法に基づきその表示をしております。

お問い合わせ受付時間

▲
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0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

18

いろいろ逸品コース

2,000point
商品番号

5013

いろどり野菜のおかき

3,000point
商品番号

5017

海宝漬・松前漬セット

●商品:130g
（トマト・ごぼう・コーン・かぼち
ゃ・ジャガバター）
●賞味期間:常温で65日
【小麦・乳・カニ】
●加工地:日本（米/国内産）

●商品：あわび海宝漬120g・
数の子松前漬120g各1
●賞味期間：冷凍で85日
●加工地：岩手県【小麦】
●配送形態：冷凍

※商品情報等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。

商品番号

5014

※写真はイメージです。

伊賀越 天然蔵ぽんず・つゆ詰合せ

商品番号

5018

ミヤチク 国産黒毛和牛 焼肉用
●商品：バラ150g、モモ150g
●賞味期間：冷凍で55日
●原産地：日本
●配送形態：冷凍

●商品：ぽんず500ml 2、
つゆ500ml 1
●加工地：三重県【小麦】

※写真はイメージです。

商品番号

5015

茶の国めぐり 茶水詮 緑茶ティーバッグ詰合せ
●商品：静岡 掛川深蒸し煎茶ティーバ
・三重 伊勢かぶせ茶ティー
ッグ
（5袋）
・島根 出雲煎茶ティーバ
バッグ
（5袋）
・京都 宇治抹茶入煎茶ティ
ッグ
（5袋）
各1
ーバッグ
（5袋）
●茶葉原産地：日本

※商品情報等が変更になる場合がございます。

商品番号

5016

ミニ純銅製薬味おろし金

商品番号

5019

繁盛店ラーメン12食
スー
●商品：小樽桂苑
（味噌/乾麺80g 1、
プ 付）
・山形だるまや
（からし味 噌/乾 麺
80g 1、
スープ付）
・喜多方まるや
（醤油/
乾麺80g 1、
スープ付）
・東京楓家
（醤油/
乾麺80g 1、
スープ付）
・高山なないろ
（醤
スープ付）
・倉敷てんりょう
油/乾麺80g 1、
スープ付）
各2
（醤油/乾麺80g 1、
●加工地：日本（店主監修）
【小麦・卵・乳】

※写真は
イメージです。

商品番号

※商品情報等が変更になる場合がございます。

5020

フライパン26cm
● 商 品： 約 径 26cm・ 重 量 約

●商品：約6 10cm・目立て7段
●材質：銅（錫メッキ）
●日本製

1.27kg

● 材 質： 本 体 /アルミニウム合
金、底部/ステンレス鋼（底厚
2.5mm ）
、蓋/強化ガラス
●色：ワインレッド
●中国製

※ミニサイズになります。サイズをご確認ください。

※写真はイメージです。

株主優待に関するお問い合わせ先

▲

※特定原材料7品目を含む食品には、食品衛生法に基づきその表示をしております。

ガス火・IH200V可

お問い合わせ受付時間

▲
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※写真は
イメージです。

内面フッ素樹脂加工

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

20

いろいろ逸品コース

4,000point
商品番号

5021

5,000point
商品番号

はちみつ梅干

5025

浅草今半 牛肉佃煮小箱セット

●商品：700g
（塩分約6％）
●賞味期間：常温で85日
●加工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

●商品：牛肉すきやき60g・牛肉やわ
らか煮70g・牛肉ごぼう60g・牛肉れ
んこん60g・牛肉まいたけ60g・牛肉
しいたけ70g各1
●加工地：日本【小麦】
※商品情報等が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。
商品番号

5022

※写真はイメージです。

北海道産ゆめぴりか 4kg

商品番号

5026

キッチン飛騨 飛騨牛ハンバーグ

（2kg 2）
●商品：4kg
●原産地：北海道

●商品：100g 5、ソース付
●賞味期間：冷凍で30日
●加工地：日本【小麦・卵・乳】
●配送形態：冷凍

※天候不順等により、やむを得ず産地の変更や
ご注文の受付を中止、商品の変更をさせてい
ただく場合がございます。
※商品情報等が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
商品番号

5023

神戸スイーツ 牧場アイスクリーム

商品番号

5027

やまや 辛子明太子（無着色）
●商品： 450g
● 賞味期間：冷蔵で9日
● 加工地：福岡県（スケトウダラの卵
/ロシア産）
【 小麦】
●配送形態：冷蔵

●商品：バニラ90ml・ストロベリー
90ml・チョコレート90ml各3、ロイ
ヤルミルクティー90ml・抹茶90ml
各2
●加工地：兵庫県【卵・乳】
●配送形態：冷凍
※写真はイメージです。
商品番号

5024

※写真はイメージです。

AM/FMラジオ

商品番号

5028

土佐龍 スタンド付一枚板まな板
●商品：約40 20 厚さ2cm
●材 質：本 体 ／四万 十ひのき
（木口／プレポリマー塗装、
鋲 ／ニッケル）
、スタンド／
桜・ステンレス
●日本製

●商品：約幅18.7 奥10.5 高さ16.7cm
●内容：10cmスピーカー内蔵●機能：
AM/FMラジオ●電池：単1乾電池4本使用
（別売）
●色：ブラック●中国製

※写真はイメージです。

電池別売

株主優待に関するお問い合わせ先

▲

※特定原材料7品目を含む食品には、食品衛生法に基づきその表示をしております。

※掲載商品は性質上、色彩・柄・形状
等が多少異なる場合がございます。

※写真はイメージです。

お問い合わせ受付時間

▲
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※地域・地形などの条件により、電波を受信できな
い場合もあります。※商品情報等が変更になる場合
がございます。

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

22

いろいろ逸品コース

7,500point
商品番号

5029

商品番号

5030

商品番号

ひもの詰合せ
●商品：真鯛200g・かさご150g各1、
かます90g・真あじ90g各2、あじみり
（10
ん25g 4、うるめ丸干し25cm串
〜15尾） 1
●賞味期間：冷凍で25日
●加工地：大分県【小麦】
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです。

10,000 point

※商品情報等が変更になる場合がございます。

長州黒かしわセット
●商品：長州黒かしわミックス（モモ・
ムネ）250g・長州黒かしわスモーク
50g各4、長州黒かしわ串（モモ・ム
ネ）40g 12本、チキンスープ付
●賞味期間：冷凍で25日
●加工地：日本（鶏肉／山口県産）
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです。

商品番号

佐賀牛 すき焼用

5033

5034

のどぐろ煮付セット
●商品：100g 6
●賞味期間：冷凍で55日
●加工地：島根県【小麦】
●配送形態：冷凍

●商品：ミックス
（肩ロース・モモ）

400g

●賞味期間：冷凍で25日
●原産地：佐賀県
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです。
商品番号

5031

※写真はイメージです。
商品番号

えごま油

5035

純銅玉子焼器 15cm

●商品：170g 8
●加工地：日本

●商品：約 15 15 高さ3.5cm・
重量約678g
●材質：本体/銅（底厚1.2mm・内
面ニッケルメッキ）、持手 / 天然
木
●内容：木蓋・磨き剤付
●日本製

※商品情報等が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

ガス火専用

※写真はイメージです。
商品番号

5032

タニタ 体組成計

商品番号

5036

マイコン式オーブントースター

● 商 品:約 幅25.9 奥21.5 高さ3.3cm● 材 質:ABS樹
脂・AS樹脂・ポリエチレン●内容:秤量150kg・最小表示0
〜100kgまで100g単 位・100〜150kgまで200g単 位・
体脂肪率0.1％単位●機能:体重・体脂肪率・BMI・内臓
脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・体水分率●
電池:単3乾電池4本（お試し用）付●色:ホワイト●中国製

●商品：約幅35 奥31 高さ23cm
●材質：鋼板・強化ガラス
●内容：受け皿・焼き網付
●機能：温度調節・自動メニュー6コース
8種類
●電源：AC100Vー1200W
●色：ホワイト
●中国製

※ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の方はご利用でき
ません。
※商品情報等が変更になる場合がございます。

株主優待に関するお問い合わせ先

▲

※特定原材料7品目を含む食品には、食品衛生法に基づきその表示をしております。

お問い合わせ受付時間

▲
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※商品情報等が変更になる場合がございます。

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

24

いろいろ逸品コース

15,000point
商品番号

5037

松阪牛 すき焼用

20,000 point
商品番号

5041

あわび煮貝・ステーキ詰合せ

●商品：肩ロース450g
●賞味期間：冷凍で25日
●原産地：三重県
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
商品番号

5038

※写真はイメージです。

商品番号

5039

粕漬・西京漬切身詰合せ
●商品：アラスカ吉次西京漬100g・
銀鱈粕漬80g各4、紅鮭粕漬80g・キ
ングサーモン西 京 漬80g各3●賞 味
期間：冷凍で85日●加工地：日本（ア
ラスカ吉次/ロシア・アラスカ産他、紅
鮭/ロシア産他、銀鱈/アメリカ産他、キ
ングサーモン/カナダ・ニュージーラン
ド産他）
●配送形態：冷凍

銅製コーヒーサーバーケトル
●商品：約径13.8 高さ16.2cm・
適正容量800ml
●材質：本体/銅、底部/ステンレス
（底厚0.7mm）
●内容：磨き剤付
●日本製
ガス火・IH200V可

※写真はイメージです。
商品番号

5040

3個（合
●商品：あわび姿煮（殻・肝付）
計340g）、あわびステーキ3個（ 合 計
230g）
●加工地：日本（あわび／チリ産）
【小麦】

※掲載商品は性質上、色彩・柄・形状等が
多少異なる場合がございます。

ツインバード
温度センサー付サーキュレーター

商品番号

5042

宮崎牛 焼肉用
●商品：肩ロース900g
●賞味期間：冷凍で55日
●原産地：宮崎県
●配送形態：冷凍

※写真はイメージです。
商品番号

5043

キッチンセット
●商品：フライパン
（約径26cm・重量約735g）
・ディープパン
（約
・玉子焼器
（約13 18 高さ3.5cm・重
径24cm・重量約690g）
・片手鍋
（約径18 高さ9cm・満水容量2.1L・重量
量約380g）
・両手鍋
（約径20 高さ10cm・満水容量2.9L・重量約
約950g）
1.1kg）各1●材質：本体/アルミニウム合金（鍋/内面ダイヤモン
、
底部/ステンレス鋼
ドコート、
その他/内面4層ダイヤモンドコート）
、
蓋/強化ガラス●内容：お玉・ターナー付●色：
（底厚2.6mm）
お玉・ターナー/日本製
ワインレッド●フライパン・鍋/中国製、

※写真は
イメージです。

ガス火・IH200V可 内面フッ素樹脂加工

商品番号

5044

象印

●商品：約幅39.5 奥12.5 高さ41.5cm
●内容：アレル物質抑制除菌フィルター
●機能：花粉モード・エコモード・おまかせモード・に
おいセンサー
●電源：AC100V−急速38/44W・標準20W・静音
15/13W（50/60Hz）
●色：ホワイト●中国製

●商品：約幅22 奥29 高さ33cm
●機能：風量切替3段階・上下風向き調節・モード切
・横8の字首
替3段階（部屋干し/冷房時/暖房時）
振りスイッチ・オフタイマー・チャイルドロック
・
●電源：AC100V −消費電力 :50W/45W（強）
40W/35W（中）
・21W/18W
（弱）
（50/60Hz）
●色：ホワイト●中国製

※商品情報等が変更になる場合がございます。

株主優待に関するお問い合わせ先

▲

※特定原材料7品目を含む食品には、食品衛生法に基づきその表示をしております。

適用床面積 〜16畳 ※商品情報等が変更になる場合がございます。

お問い合わせ受付時間

▲
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空気清浄機

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く
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いろいろ逸品コース
商品お届け時期 について

第

第

第

1回

2回
3回

（最終）

寄付コース

50point /

下記の社会貢献活動4団体へ寄付いただくことができます。

7月31日※までの申込分

商品番号

5001

8月下旬頃 お届け

商品番号

5002

8月31日※までの申込分

商品番号

5003

9月30日※までの申込分

※申込専用はがきの場合：はがき到着分
インターネットの場合 ：お申し込み完了分

※
「5067 グルミール鍋」
について、申込の状況によっては、お届け時期が
大幅に遅れる可能性があります。
※いろいろ逸品コースの商品は、配送の遅れや商品の変更が生じる場合
があります。

ご注意
⃝食品や雑貨のお届け先は日本国内に限ります。
⃝冷凍、冷蔵の商品については、一部地域にはお届けできません。
この
場合、
お申し込みの株主さまにご連絡させていただきます。

緑の募金 愛知県緑化推進委員会への寄付

緑の募金 岐阜県緑化推進委員会への寄付

緑の募金 三重県緑化推進協会への寄付
「緑の募金」はさまざまな「森づくり・人づくり」活動に
活かされています。
皆さまのご協力により森林や緑を守り育てる運動をよ
り一層発展させていきますので、ご理解ご協力をお願
いいたします。

9月下旬頃 お届け

10月下旬頃 お届け

1口

商品番号

5004

日本赤十字社への寄付
日本赤十字社は、
「苦しんでいる人を救いたい」という
思いを胸に、192の国と地域のネットワークを活かし、
「人々のいのちと健康を守る」ため「災害救護活動」
等、日々皆さまの身近で活動しています。

※ 寄付は個人名では行いません。お申し込みいただいた株主さまのポイントを
一括して「東邦ガス株式会社（株主寄付口）
」として寄付いたします。
※ 1ポイントは1円として寄付いたします。
※ 記念品および領収証などの送付は行いません。

お届け日時のご指定および配送業者のご指定は
⃝商品のギフト包装、
できません。
⃝お申し込み後の商品の交換・取消はできません。
⃝一度に複数商品をお申し込みされた場合は、別々のお届けとなる
場合がございます。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
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お問い合わせ受付時間

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く
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がすてきポイントコース（がすてきポイントとは）

東 邦 ガ ス の お 客 さま 限 定

（ Club TOHOGASの会員登録が必要です）

がすてきポイントとは、Club TOHOGAS会員さま向けの
ポイントサービスです。
「がすてきポイント」をためると…

株主優待ポイントは、

ガス・電気料金のお支払いに使えておトク！
「がすてきポイント」を、ガス料金（供給約款
（一般料金）を除く）・電気料金のお支払いに
ご利用（充当）いただけます。

➡

※供給約款（一般料金）等、一部対象外となる料金
メニューもございます。

提携ポイント・電子マネーにも交換できます
提携先のポイント・電子マネーとの交換も可能です。ニーズに合わせて幅
広くご利用いただけます。

1.3倍相当の「がすてきポイント」
と
交換できます
1ポイント1円相当

株主優待ポイント
（ご利用ポイント数）

がすてきポイント
（受領ポイント数）

500 ポイント

650ポイント

1,000 ポイント

1,300ポイント

ポイント

1.3倍！

2,000 ポイント
3,000 ポイント

※2021年4月時点
※提携先は変更となる
可能性があります。

「Club TOHOGAS」
の会員登録はこちら！
新規会員登録は、
パソコン・スマホから！
がすてき

検索

https://members.tohogas.co.jp/

2,600ポイント
3,900ポイント

4,000 ポイント

5,200ポイント

5,000 ポイント

6,500ポイント

7,500 ポイント

9,750ポイント

10,000 ポイント

13,000ポイント

15,000 ポイント

19,500ポイント

20,000 ポイント

26,000ポイント

ご注意
⃝
「ClubTOHOGAS」
の会員登録、
「がすてきポイント」
の利用には、
インター
ネット環境が必要です。
パソコン、
スマートフォンをご利用ください。
⃝ポイントサービスのご利用には、
当社とご契約中のお客さま番号などの登録
が必要です。

お申し込みの手順は次のページへ

⃝業 務用契約など、一部の契約ではポイントサービスをご利用いただけない
場合がございます。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
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お問い合わせ受付時間

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く
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がすてきポイントコース（お申し込み手順）
手順前のご確認

手順

Club TOHOGASの会員でない方は、
お申し込みの前に会員登録を行ってください。
がすてき

東 邦 ガ ス の お 客 さま 限 定

（ Club TOHOGASの会員登録が必要です）

2

検索

Club TOHOGASでお申し込み

（がすてきポイントを受け取る）

2023年 9月30日まで にお申し込みください

お手元に検針票など（お客さま番号がわかるもの）
をご用意
ください。

1

東邦ガスIRサイトへアクセス
東邦ガス IR

手順

1

検索

株主優待サイトでお申し込み

（がすてきポイント交換コードを受け取る）

2022年 9月30日

2

「がすてきポイント交換コードをお持ちの方はこちら」
を
クリック

17時まで にお申し込みください
東邦ガス優待

1

検索

株主優待サイトにログイン後、
「がすてきポイントと交換」
をクリック
〈パソコン〉

〈スマートフォン〉

3
4

2
3
4

Club TOHOGASにログイン

「がすてきポイント交換コード」
を入力し
「登録する」
をクリック

入力
使用ポイント、
東邦ガスの
「お客さま番号」
、
コード受取メール
アドレスを入力して
「交換ポイント確認」
をクリック

契約情報が登録されてい
ない場合、
「登録する」
ボタ
ンがクリックできません。

内容を確認し、
「交換コード発行」
をクリック

表示された交換コードをメモのうえ、
「Club TOHOGASでお申し込み」
に進んでください
手順2

5

受け取り完了

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
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●交換コードを入力
してもエラーになる
⇒ 34ページへ

お問い合わせ受付時間

0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く
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よくあるご質問
株主優待全般
Q. 家族の株主優待ポイントを合算して使えますか

A ．株主優待ポイントの合算はできません。
ただし、複数の
「がすてきポイン
「Club TOHOGAS」
のIDに集約することは可
ト交換コード」
を1つの
能です。

Q. 株主優待ポイントの繰り越しに手続きは必要ですか

A ．手続きは必要ございません。ポイントを使用しなければ、ポイントの進

呈から翌々年度まで自動的に繰り越しされます。
ただし、全株式を売却
された場合は、
サービス期間終了時に全ての株主優待ポイントが無効
となりますのでご注意ください。
（詳細は3ページ）

Q. 株主優待ポイントに期限はありますか

A ．期限は進呈から3回目の株主優待サービス利用終了日までです。期限

を過ぎた株主優待ポイントは無効となりますのでご注意ください。
（詳
細は3ページ）

Q. 「いろいろ逸品コース」の商品はいつ届きますか

A ．お申し込み受付月の翌月下旬頃のお届けとなります。
（詳細は27ページ）

Club TOHOGAS関連
Q.「Club TOHOGAS」にログインできません

A「
．株主優待サイト」
のID、
パスワードを入力されていませんか。
「株主優待
は別のサイトですので、
それぞれログイ
サイト」
と
「Club TOHOGAS」
ンIDが異なります。
「Club TOHOGAS」
のログインIDは、
「Club TOHOGAS」
の新規会員
登録の際にご自身で設定いただきます。

がすてきポイント関連
Q.東邦ガスのガス・電気の契約をしていなくても、申し込みで
きますか

A．当社のガスまたは電気をご契約いただいている株主さまのみ、
お申し込

みいただけます。
なお、株式の名義人とガスまたは電気の契約者が異な
る場合でも、
ご家族等であれば、契約者の
「お客さま番号」
を使用して、
お申し込みいただくことができます。
その場合には、契約者の
「お客さま
の会員登録を行い、
株式の名義人に通知
番号」
で
「Club TOHOGAS」
される
「がすてきポイント交換コード」
を入力してください。

Q.「がすてきポイント」は、申込専用はがきでは申し込みできな
いのですか

A．インターネットからのお手続きのみとさせていただいております。
申込専用はがきでのお申し込みは承っておりません。

Q.株式をすでに売却してしまいました。受け取った
「がすてき
ポイント交換コード」
はどうなりますか

A．
「Club TOHOGAS」
にて交換が可能です。
前回
（2021年3月期）
発行の
・・
（2022年
「がすてきポイント交換コード」
は2022年9月30日まで、今回
・・
3月期）発行の
「がすてきポイント交換コード」
は2023年9月30日まで交
換可能です。

Q.「がすてきポイント交換コード」の発行をしたが、電子メー
ルが届きません

A．ドメイン指定受信、
本文にURLがあるメールの受信拒否などの制限をか
けている方は、
メールを受信できない場合があります。
株主優待サイトにログイン後、
「株主さま情報」
でがすてきポイント交換
コードをご確認ください。

Q.「 Club TOHOGAS 」のログインID 、パスワードを忘れて
しまいました

A「
．Club TOHOGAS」
ログイン画面
の下に
「ログインIDを忘れた方は

こちら」
と
「パスワードを忘れた方
はこちら」
というリンクがあります
ので、必要情報を入力のうえ、再
発行手続きを行ってください。

Q.「がすてきポイント交換コー

ド」を 入 力しても「 登 録 す
る」ボタンがクリックできま
せん

A．
「Club TOHOGAS」
に契約情報の登録がされていないと、
がすてきポ

イントのサービスを利用できないため、
「登録する」
ボタンがクリックでき
ません。

Q.「がすてきポイント交換コード」
を登録してもエラーとなり交
換が完了しません

A．
「がすてきポイント交換コード」
の入力ミスが考えられます。

⃝コードは半角大文字の英字と半角数字で構成されます。
（半角英字の小文字は含まれません）
⃝
「がすてきポイント交換コード」発行の際に送信された電子メールに
記載のコードをコピー＆ペーストしてください。

Q. ガス・電気料金へ充当の手続きをしたがいつ充当されますか
A．毎月20日で締めた分を翌月のお支払いに充当しております。
（例）
7月25日に充当手続き ⇒8月20日締めで9月のお支払いに充当

※ 充当したがすてきポイントが充当月の料金を上回る場合は、余った
ポイントは自動的に翌月以降のお支払いに充当されます。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲
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0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く
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株主優待サービスに関する利用規約
第一章

総

則

（目的）
第1条 本規約は、東邦ガス株式会社（以下「当社」という。
）が実施する株主優待サー
ビスに関する諸条件を定めることを目的とする。
（定義）
第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
（1） 株主優待サービス（以下「本サービス」という。）
株主優待ポイントを有する株主が、インターネット上の当社株主優待サイト
または申込専用はがきで、株主優待ポイントを優待商品と交換し、優待商品
を受け取ることができるサービスおよびこれらに付随するサービスをいう。
（2） 株主優待ポイント
当社が、本サービスを実施するために株主に対し付与する、以下のポイント
をいう。
①株主優待ポイント付与基準日における株主に対し、保有株式数と株式保有
期間に応じて付与するポイント。
②当期の株主優待ポイント付与基準日以前に、当社が株主に対し付与したポ
イントで、第5条第1項に定める利用期限内の未利用ポイント。
（3） 株主優待ポイント付与基準日（以下「基準日」という。）
基準日は、3月31日とする。
（4） 株主優待ポイント付与対象者（以下「対象者」という。）
基準日における、当社の株主として株主名簿に記載または記録（以下「記載」
という。）された株主であって、当社株式100株以上を1年以上継続して保有
する株主とする。
株主優待ポイントは、株主名簿に記載された株主番号により区別された当該
株主ごとに付与する。
（5） 保有株式数
基準日現在における株主名簿に記載された対象者が保有する株式数をいう。
（6） 株式保有期間
対象者が、当社の株主として株主名簿に記載された日から基準日までの、継
続して当社株式を保有している期間をいう。ただし、株主名簿に記載されて
から最初に到来する基準日を起点とし、1年後の基準日をもって保有期間を1
年とみなす。
（7） 株主優待サイト
当社がインターネット上に開設する株主優待ポイントの交換手続きや、優待
商品の情報提供等を行なうためのサイトをいう。
（8） 優待商品
対象者が保有する株主優待ポイントと交換する以下の商品をいう。
いろいろ逸品コース（食品・雑貨と交換）
寄付コース（社会貢献活動等へ寄付）
がすてきポイントコース（がすてきポイントと交換）
（9） がすてきポイント
「Club TOHOGAS」
（当社お客さま向けWeb会員サービス）で利用可能なポ
イントをいう。
（10） がすてきポイント交換コード（以下「交換コード」という。）
優待商品として「がすてきポイント」を受け取るために、当社が対象者に発
行するコードをいう。
（11） サービス利用期間
株主優待ポイントと優待商品との交換申込みが可能な期間をいう。
（12） サービス停止期間
メンテナンスその他、本サービスの管理のために、当社が本サービスの提供
を停止する期間および時間を総称していう。
（13） 株主優待通知書
対象者が本サービスを利用するために必要な情報を、当社が通知するための
書面をいう。株主優待通知書は、毎基準日後に、株主名簿に記載された情報
に基づき、対象者に送付する。株主優待通知書には、以下の内容を記載する。
氏名、住所、保有株式数、株式保有期間、株主優待ポイント数、ユーザーIＤ、
パスワード
（14） ユーザーIＤ
対象者が株主優待サイトで本サービスを利用するに際し、真の対象者である
ことを識別するために、当社が対象者に割り当てる符号をいう。
（15） パスワード
対象者が株主優待サイトで本サービスを利用するに際し、ユーザーIＤと組
み合わせて、真の対象者であることを識別するために用いる符号をいう。

（16） 申込専用はがき
株主優待サイトを利用しない対象者が、株主優待ポイントを優待商品に交換
申請するためのはがきをいう。
（規約の改定）
第3条 当社は、対象者への事前の通知または承諾を要することなく、本規約を随時改定
することができる。本規約を改定した場合は、改定後の規約を対象者へ送付する
本冊子に掲載する方法、または当社ホームページ上での案内により通知する。
第二章

度

（株主優待ポイント付与数）
第4条 対象者に付与する株主優待ポイント数は保有株式数に応じて次のとおりとする。
100株以上 200株未満
1,000ポイント
200株以上 300株未満
2,000ポイント
300株以上 400株未満
3,000ポイント
400株以上 500株未満
4,000ポイント
500株以上
5,000ポイント
2. 株式保有期間が3年以上の場合は、付与する株主優待ポイントは、前項に定
める株主優待ポイントの1.5倍とする。
（株主優待ポイントの利用期限）
第5条 株主優待ポイントの利用期限は、基準日翌日から3年目のサービス利用期間終了時
までとし、未利用のまま利用期限を経過した株主優待ポイントはすべて無効とな
る。ただし、対象者が当社株主でなくなった場合には、当社株主でなくなった時
期に応じて、以下のとおり、未利用の株主優待ポイントがすべて無効となる。
（1） 当社株主でなくなった時期が、基準日の翌日からサービス利用期間終了日
までの場合は、サービス利用期間終了時点。
（2） 当社株主でなくなった時期が、サービス利用期間終了日の翌日から基準日
までの場合は、当社株主でなくなった時点。
2. 株主優待ポイントの利用期限内であっても、サービス利用期間外、サービス
停止期間中は本サービスを利用できない。
（本サービス利用条件）
第6条 対象者は、株主優待サイトにおいて所定の手続きをすることにより、本サービス
を利用できる。ただし、株主優待サイトを利用しない対象者については、申込専
用はがきにより利用する。
2. インターネットへの接続その他、本サービスを利用するために必要な事項に
ついては、対象者において準備する。本サービス利用にかかる推奨環境は株
主優待サイト上のご利用ガイドに記載のとおりとする。なお、対象者は、当
社が提示する推奨環境以外で本サービスを利用した場合、サービスが利用で
きないことがあることを承諾する。
（優待商品の変更）
第7条 当社は、対象者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスで提供
する優待商品を変更できる。
第三章

本サービスの利用

（本サービス利用期間）
第8条 対象者は、第9条第1項各号に定める本サービス停止期間を除き、株主優待通知
書発送日の10時から同発送後最初に到来する9月末日17時（土曜日、日曜日、祝
祭日の場合は直前の平日）までの間、本サービスを利用して株主優待ポイントの
交換申込みをすることができる。
（本サービス停止期間）
第9条 次の各号に定める期間については、サービス利用期間内であっても当社は本サー
ビスを停止する。
（1） 週次メンテナンスのため、毎週1時間
（2） その他臨時メンテナンスの必要が生じた場合、その作業に要する期間
2. サービスの停止についての情報は、株主優待サイトにおいて事前に掲示する。
（本規約の同意および情報の提供）
第10条 対象者が当該年度において初めて本サービスを利用する時は、次の事項を行わな
ければならない。

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲
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0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く
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株主優待サービスに関する利用規約
（1） 本規約の同意
（2） 情報の提供（氏名フリガナ・電話番号・メールアドレス等）
（ユーザーIＤおよびパスワードの利用条件）
第11条 ユーザーIＤおよびパスワードは、対象者本人のみが利用できるものとし、他人
への譲渡または貸与をしてはならない。
2. 対象者は、株主優待通知書に記載されたパスワードを速やかに変更し、ユー
ザーIＤとともに、自らの責任において管理しなければならない。
（パスワードの再発行）
第12条 対象者が株主優待通知書を紛失した場合、またはパスワードを失念した場合、当
社は対象者の請求により、本人確認を行ったうえ、ユーザーIＤおよび再発行し
たパスワードを通知する。
2. ユーザーIＤおよび再発行したパスワードは、株主名簿に記載された住所あ
て書面の郵送により通知する。
3. 対象者は、再発行されたパスワードを受領した場合、速やかに変更し、自ら
の責任において管理しなければならない。
（株主優待ポイントの利用）
第13条 対象者は、その保有する株主優待ポイントを、優待商品と交換することができる。
2. 優待商品との交換は、株主優待サイトまたは申込専用はがきのいずれかによ
り申し込むことができる。
3. 優待商品との交換に際して、株主優待ポイントと現金や金券類等との併用は
不可とする。
（食品・雑貨の配送）
第14条 株主優待ポイントと交換した食品・雑貨は、株主名簿に記載された対象者の住所
に配送する。ただし、対象者が配送先を指定した場合は、指定した住所へ配送する。
2. 配送先は日本国内とする。なお、一部の食品・雑貨については配送できない
地域がある。
3. 在庫切れ、天変地異その他の事由により、配送が遅延する場合がある。
4. 配送日時・配送業者の指定はできない。
5. 食品・雑貨は簡易包装により配送する。
（がすてきポイントとの交換）
第15条 対象者が、優待商品として「がすてきポイント」を申し込む場合の手続きは、以
下のとおりとする。
（1） 株主優待サイトで申し込む。
（2） 当社のガス契約または電気契約いずれかのお客さま番号の入力を必須とする。
（3） 利用する株主優待ポイントの単位は、当社の定める区分による。
（4） 当社は申込みを受けた後、対象者に交換コードを発行する。
（5） 対象者は交換コードを利用して、
「Club TOHOGAS」において交換手続き
をすることで株主優待ポイントの1.3倍相当の「がすてきポイント」を受領
す る。 な お、「 が す て き ポ イ ン ト 」 を 受 領 す る た め に は 事 前 に「Club
TOHOGAS」のポイント会員登録を行わなければならない。
（6）「がすてきポイント」を受領した対象者は、
「Club TOHOGAS利用規約」
、
「が
すてきポイント利用規約」に則り、「がすてきポイント」を利用する。
（交換コードの利用期限）
第16条 第2条第10号に定める交換コードを利用して、
「がすてきポイント」を受領でき
る期間は、当該交換コードを発行した翌年の本サービス利用期間終了時までとする。

（交換または寄付の取消し、変更）
第18条 株主優待ポイントと優待商品の交換申込み手続き（「がすてきポイント」との交
換の場合は、交換コードの発行申込み手続きとする。）を行った後は、その取消
しまたは変更はできない。
（返品または交換）
第19条 株主優待ポイントと交換した食品・雑貨の返品または交換はできない。ただし、
食品・雑貨に汚損、破損その他、対象者の責によらない瑕疵があり、対象者が商
品受取り後1週間以内に当社へ申し出た場合は、この限りではない。
第四章

の

他

（株主名簿に記載された情報の変更）
第20条 株主名簿に記載された住所や氏名等の変更は、株主が各々の取扱い証券会社（特
別口座開設株主については三菱UFJ信託銀行）において行う。
2. 株主名簿に記載された対象者の氏名、住所中に、一般にコンピュータにおい
て使用される以外の文字が含まれている場合、本サービスにおいては対象者
に同意を得ることなく、一般にコンピュータにおいて使用される文字に変換
して表示する。
（個人情報の取扱い）
第21条 本サービスにおいて当社が入手した個人情報については、個人情報に関する法令
および当社の個人情報保護方針に則り適正に管理する。
2. 当社は、株主名簿による株主情報、本サービスにおいて対象者が登録した情
報、およびアンケート等により入手した各種個人情報は、本サービスの管理
運営および本サービスにかかる統計資料作成等、本サービスに関連する業務、
および当社IR・SR活動に関連する業務においてのみ使用する。
（本サービスに関する業務の外部委託）
第22条 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を外部に委託することができ
る。業務を外部へ委託する場合、当社は委託先との間で委託契約や個人情報保護
に関する契約を締結のうえ、委託先の適切な監督に努める。
（本サービスの廃止）
第23条 当社は、3ヵ月以上前に公表したうえで、本サービスを任意に廃止できる。本サ
ービス廃止の日をもって、対象者の有する株主優待ポイントは無効となる。
2. 対象者は、当社に対し無効となった株主優待ポイントについての権利を請求
することはできない。
（免責事項）
第24条 対象者は、第11条に記載したユーザーIＤおよびパスワードの利用条件を遵守し、
対象者のユーザーIＤおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三
者の不正利用等による損害については、当社は一切その責を負わない。
2. 株主優待通知書および交換コード、食品・雑貨については、当社は第14条に
従って配送し、対象者の転居等による住所変更および住所の誤入力（誤記入）
による不着については、当社は一切その責を負わない。
（手続等詳細）
第25条 本規約に定めのない手続等の詳細、その他の事項については、当社が発行する株
主優待サービスのご案内（冊子）、株主優待サイト、その他ホームページ等にて
当社が記載するところによる。

（寄付の申込み）
第17条 対象者が、優待商品として寄付を申し込む場合の手続きは、次のとおりとする。
（1） 寄付の対象先は、当社が選定し株主優待サイト等に掲載した団体等（以下「寄
付対象団体」という。）とする。
（2） 対象者は、当社に対し、株主優待サイトまたは申込専用はがきにて寄付対象
団体を指定し、寄付するポイント数を申し込む。
（3） 申込みの際の株主優待ポイントの単位は、1口を50ポイントとする。
（4） 当社は、第8条に定める本サービス利用期間中に申込みのあった株主優待ポ
イントを合計して、1ポイントを1円で換算した金額で、寄付対象団体に寄付
を行う。
（5） 寄付の名義は「東邦ガス株式会社（株主寄付口）」とし、申込み対象者個人
の名前は表示しない。また、申込み対象者に対し、寄付についての領収書等
は発行しない。
（6） 寄付の結果は、当社ホームページ等に掲載する。

制定：2018年6月25日
最終改定：2022年6月28日

▲

株主優待に関するお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間

▲
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0120-067-860（無料）

10：00〜17：00（2022年10月31日まで）土・日・祝日を除く

38

