2020 年 9 月 16 日
東邦ガス株式会社

電気料金プラン約款

新旧対照表

【ポイントでんきプラン】【ポイントでんきプラン(Ｃ)】
旧

1 実施期日

新

1

電気料金プラン約款は、2020 年 4 月 14 日より実施いたします。

3 契約種別
(1) ポイントでんきプラン
イ

適用条件

実施期日
電気料金プラン約款は、2020 年 10 月 1 日より実施いたします。

3

契約種別
(1) ポイントでんきプラン
イ

適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当す

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当す

るものに適用いたします。

るものに適用いたします。

(ｲ)

契約電流が60アンペア以下であること。

(ｲ)

契約電流が60アンペア以下であること。

(ﾛ)

1需要場所において動力の契約とあわせて契約する場合は、

(ﾛ)

1需要場所において動力の契約とあわせて契約する場合は、

ロ

契約電流と契約電力との合計（この場合、10アンペアを1 キ

契約電流と契約電力との合計（この場合、10アンペアを1 キ

ロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。

ロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。

ただし、1需要場所において動力の契約とあわせて契約する

ただし、1需要場所において動力の契約とあわせて契約する

場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用

場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用

状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または

状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社または

一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供

一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供

給が適当と認めたときは、(ｲ)の契約電流と契約電力との合

給が適当と認めたときは、(ｲ)の契約電流と契約電力との合

計が50キロワット以上であるものについても適用すること

計が50キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの

があります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの

土地または建物に変圧

土地または建物に変圧

器等の供給設備が施設されることがあります。

器等の供給設備が施設されることがあります。

供給電気方式、供給電圧および周波数

備考欄

ロ

供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボ

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボル

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボル
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（変更）

ハ

トおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといた

トおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといた

します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技

します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトと

術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトと

することがあります。

することがあります。

契約電流
(ｲ)

(ﾛ)

ニ

契約電流

契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アン

(ｲ)

契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アン

ペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれか

ペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれか

とし、お客さまの申し出によって定めます。ただし、他の小

とし、お客さまの申し出によって定めます。ただし、他の小

売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替え

売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替え

る場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時

る場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時

点の契約電流の値を引き継ぐものとします。

点の契約電流の値を引き継ぐものとします。

一般送配電事業者により、契約電流に応じて電流制限器その

(ﾛ)

一般送配電事業者により、契約電流に応じて電流制限器その

他の適当な装置(以下、｢電流制限器等」といいます。）が取

他の適当な装置(以下、｢電流制限器等」といいます。）が取

り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電

り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電

流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する

流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する

最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場

最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場

合には、一般送配電事業者による電流制限器等の取り付けが

合には、一般送配電事業者による電流制限器等の取り付けが

行われないことがあります。

行われないことがあります。

電気料金
電気料金は、次により算定いたします。
(ｲ)

ハ

a

b

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃

ニ

電気料金
電気料金は、次により算定いたします。
(ｲ)

a

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃

料価格が45,900円を下回る場合の電気料金は、基本料金、

料価格が45,900円を下回る場合の電気料金は、基本料金、

電力量料金の合計から別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

電力量料金の合計から別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

って算定された燃料費調整額を差し引き、別紙2（再生可

って算定された燃料費調整額を差し引き、別紙2（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再生

能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再生

可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものとい

可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものとい

たします。

たします。

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃

b

料価格が45,900円以上の場合の電気料金は、基本料金、

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃
料価格が45,900円以上の場合の電気料金は、基本料金、
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(ﾛ)

(ﾊ)

(ﾆ)

電力量料金の合計に、別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

電力量料金の合計に、別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

って算定された燃料費調整額を足し合わせ、別紙2（再生

って算定された燃料費調整額を足し合わせ、別紙2（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再

可能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再

生可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものと

生可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものと

いたします。

いたします。

電気料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定

(ﾛ)

電気料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定

いたします。

いたします。

電気料金に含まれる消費税等相当額（1円未満の端数は切り

電気料金に含まれる消費税等相当額（1円未満の端数は切り

捨て）＝電気料金 × 消費税率

捨て）＝電気料金 × 消費税率

÷ （1 ＋ 消費税率）

基本料金

(ﾊ)

÷ （1 ＋ 消費税率）

基本料金

基本料金は、電気需給約款15（料金の算定および算定期間）

基本料金は、電気需給約款15（料金の算定および算定期間）

に定める算定期間 1か月につき次のとおりといたします。た

に定める算定期間 1か月につき次のとおりといたします。た

だし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

だし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

いたします。

いたします。

契約電流

10 アンペア

契約電流

10 アンペア

契約電流

15 アンペア

契約電流

15 アンペア

契約電流

20 アンペア

契約電流

20 アンペア

契約電流

30 アンペア

契約電流

30 アンペア

契約電流

40 アンペア

1,144 円 00 銭

契約電流

40 アンペア

1,144 円 00 銭

契約電流

50 アンペア

1,430 円 00 銭

契約電流

50 アンペア

1,430 円 00 銭

契約電流

60 アンペア

1,716 円 00 銭

契約電流

60 アンペア

1,716 円 00 銭

858 円 00 銭

電力量料金

(ﾆ)

858 円 00 銭

電力量料金

1か月の電力量料金は、電気需給約款15（料金の算定および

1か月の電力量料金は、電気需給約款15（料金の算定および

算定期間）に定める当月の使用電力量によって算定いたしま

算定期間）に定める当月の使用電力量によって算定いたしま

す。

す。

120 キロワット時までの 1 キロワット
時につき

120 キロワット時までの 1 キロワット

21 円 07 銭

時につき
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21 円 04 銭

（変更）

120 キロワット時をこえ
300 キロワット時までの 1 キロワット

120 キロワット時をこえ
25 円 54 銭

300 キロワット時までの 1 キロワット

時につき
300 キロワット時をこえる 1 キロワッ
ト時につき
ホ

(ﾛ)

（変更）

時につき
300 キロワット時をこえる 1 キロワッ

28 円 49 銭

ｄポイントの進呈
(ｲ)

25 円 51 銭

当社は、支払期限日までにお支払いいただいた電気料金に

ト時につき
ホ

（変更）
28 円 46 銭

ｄポイントの進呈
(ﾊ)

当社は、支払期限日までにお支払いいただいた電気料金に

基づき、(ﾛ)により計算されるｄポイント数を株式会社Ｎ

基づき、(ﾛ)により計算されるｄポイント数を株式会社ＮＴ

ＴＴドコモへ提供します。当社が株式会社ＮＴＴドコモに

Ｔドコモへ提供します。当社が株式会社ＮＴＴドコモに提

提供した情報に基づき、株式会社ＮＴＴドコモよりお客さ

供した情報に基づき、株式会社ＮＴＴドコモよりお客さま

まにｄポイントが進呈されます。進呈されたｄポイント

にｄポイントが進呈されます。進呈されたｄポイントは、

は、株式会社ＮＴＴドコモのＷＥＢサイトにてご確認いた

株式会社ＮＴＴドコモのＷＥＢサイトにてご確認いただけ

だけます。

ます。

お客さまのｄアカウントのＩＤおよびパスワードはあら

お客さまのｄアカウントのＩＤおよびパスワードはあらか

かじめ当社にお知らせいただきます。

じめ当社にお知らせいただきます。

契約がClubTOHOGASに登録されていない場合、お客さまの

契約がClubTOHOGASに登録されていない場合、お客さまのｄ

ｄアカウントが失効した場合、ｄポイントクラブを退会さ

アカウントが失効した場合、ｄポイントクラブを退会され

れた場合その他の株式会社ＮＴＴドコモが定めるｄアカ

た場合その他の株式会社ＮＴＴドコモが定めるｄアカウン

ウント規約およびｄポイントクラブ会員規約にもとづく

ト規約およびｄポイントクラブ会員規約にもとづくｄポイ

ｄポイントの進呈のための条件を満たさなくなった場合

ントの進呈のための条件を満たさなくなった場合は、ｄポ

は、ｄポイントは進呈されません。なお、ｄポイントが進

イントは進呈されません。なお、ｄポイントが進呈されな

呈されなくなった場合でも契約は継続いたします。

くなった場合でも契約は継続いたします。

ｄアカウントに関する事項およびｄポイントクラブ会員

ｄアカウントに関する事項およびｄポイントクラブ会員と

として利用可能なサービスその他のｄポイントに関する

して利用可能なサービスその他のｄポイントに関する事項

事項はｄアカウント規約およびｄポイントクラブ会員規

はｄアカウント規約およびｄポイントクラブ会員規約によ

約によるものとします。

るものとします。

当社の責めによらない理由により、お客さまに不利益が生

当社の責めによらない理由により、お客さまに不利益が生

じても、当社はその責任を負いません。

じても、当社はその責任を負いません。

お客さまに進呈されるｄポイントは、下表の乗率によって

(ﾆ)
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お客さまに進呈されるｄポイントは、下表の乗率によって

計算いたします。

計算いたします。

計算結果は1円未満の端数は切り捨て、1円を1ｄポイントと

計算結果は1円未満の端数は切り捨て、1円を1ｄポイントと

いたします。
基本料金、電力量料金および燃料費調整

ヘ

進呈率

基本料金、電力量料金および燃料費調整

額の合計

額の合計

（1円未満の端数は切り捨て）

（1円未満の端数は切り捨て）

進呈率

5,000円未満の場合

2％

5,000円未満の場合

2％

5,000円以上8,000円未満の場合

4％

5,000円以上8,000円未満の場合

4％

8,000円以上の場合

5％

8,000円以上の場合

5％

ClubTOHOGAS等によるお知らせ

ヘ

ClubTOHOGAS等によるお知らせ

当社は原則として、契約に関するお知らせをClubTOHOGASおよび

当社は原則として、契約に関するお知らせをClubTOHOGASおよび

電子メールにてお客さまに行います。お客さまが契約に関する

電子メールにてお客さまに行います。お客さまが契約に関する

お知らせをClubTOHOGASおよび電子メール以外の方法を希望さ

お知らせをClubTOHOGASおよび電子メール以外の方法を希望さ

れる場合、ｄポイントを進呈できないことがあります。

れる場合、ｄポイントを進呈できないことがあります。

(2)
イ

いたします。

ポイントでんきプラン（C）
適用条件

(2)
イ

ポイントでんきプラン（C）
適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当す

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当す

るものに適用いたします。

るものに適用いたします。

(ｲ)

契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則と

(ｲ)

して50キロボルトアンペア未満であること。
(ﾛ)

1需要場所において動力の契約とあわせて契約する場合は、

契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則と
して50キロボルトアンペア未満であること。

(ﾛ)

1需要場所において動力の契約とあわせて契約する場合は、

契約容量と契約電力との合計（この場合、1キロボルトアン

契約容量と契約電力との合計（この場合、1キロボルトアン

ペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満で

ペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満で

あること。ただし、1需要場所において動力の契約とあわせ

あること。ただし、1需要場所において動力の契約とあわせ

て契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの

て契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの

電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から

電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から

当社または一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で

当社または一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で

の電気の供給が適当と認めたときは、(ｲ)の契約容量と契約

の電気の供給が適当と認めたときは、(ｲ)の契約容量と契約
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ロ

電力との合計が50キロワット以上であるものについても適

電力との合計が50キロワット以上であるものについても適

用することがあります。この場合、一般送配電事業者により

用することがあります。この場合、一般送配電事業者により

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設さ

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設さ

れることがあります。

れることがあります。

ハ

供給電気方式、供給電圧および周波数

ロ

供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボ

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボ

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボル

ルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボル

トおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといた

トおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといた

します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技

します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトと

術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトと

することがあります。

することがあります。

契約容量
(ｲ)

(ﾛ)

ハ

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別紙3（契

契約容量
(ｲ)

約容量および契約電力の算定方法）により算定された値とい

約容量および契約電力の算定方法）により算定された値とい

たします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定してい

たします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定してい

ただきます。ただし、他の小売電気事業者との需給契約を当

ただきます。ただし、他の小売電気事業者との需給契約を当

社との需給契約に切り替える場合は、原則として、他の小売

社との需給契約に切り替える場合は、原則として、他の小売

電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐも

電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐも

のといたします。

のといたします。

必要に応じて一般送配電事業者により契約主開閉器が制限

(ﾛ)

できる電流の確認が行われることがあります。
ニ

電気料金
電気料金は、次により算定いたします。
(ｲ)

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別紙3（契

a

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃

必要に応じて一般送配電事業者により契約主開閉器が制限
できる電流の確認が行われることがあります。

ニ

電気料金
電気料金は、次により算定いたします。
(ｲ)

a

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃

料価格が45,900円を下回る場合の電気料金は、基本料金、

料価格が45,900円を下回る場合の電気料金は、基本料金、

電力量料金の合計から別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

電力量料金の合計から別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

って算定された燃料費調整額を差し引き、別紙2（再生可

って算定された燃料費調整額を差し引き、別紙2（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再生

能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再生

可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものとい

可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものとい
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たします。
b

(ﾛ)

(ﾊ)

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃

b

別紙1(1)イ（平均燃料価格）によって算定された平均燃

料価格が45,900円以上の場合の電気料金は、基本料金、

料価格が45,900円以上の場合の電気料金は、基本料金、

電力量料金の合計に、別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

電力量料金の合計に、別紙1(1)ニ（燃料費調整額）によ

って算定された燃料費調整額を足し合わせ、別紙2（再生

って算定された燃料費調整額を足し合わせ、別紙2（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再

可能エネルギー発電促進賦課金）によって算定された再

生可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものと

生可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせたものと

いたします。

いたします。

電気料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定

(ﾛ)

電気料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定

いたします。

いたします。

電気料金に含まれる消費税等相当額（1円未満の端数は切り

電気料金に含まれる消費税等相当額（1円未満の端数は切り

捨て）＝電気料金 × 消費税率 ÷ （1 ＋ 消費税率）

捨て）＝電気料金 × 消費税率 ÷ （1 ＋ 消費税率）

基本料金

(ﾊ)

基本料金

基本料金は、電気需給約款15（料金の算定および算定期間）

基本料金は、電気需給約款15（料金の算定および算定期間）

に定める算定期間 1か月につき次のとおりといたします。た

に定める算定期間 1か月につき次のとおりといたします。た

だし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

だし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

いたします。

いたします。

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
(ﾆ)

たします。

286 円 00 銭

電力量料金

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
(ﾆ)

286 円 00 銭

電力量料金

1か月の電力量料金は、電気需給約款15（料金の算定および

1か月の電力量料金は、電気需給約款15（料金の算定および

算定期間）に定める当月の使用電力量によって算定いたしま

算定期間）に定める当月の使用電力量によって算定いたしま

す。

す。

120 キロワット時までの 1 キロワット時に
つき

120 キロワット時までの 1 キロワット時に

21 円 07 銭

つき

120 キロワット時をこえ
300 キロワット時までの 1 キロワット時に

（変更）

25 円 51 銭

（変更）

120 キロワット時をこえ
25 円 54 銭

300 キロワット時までの 1 キロワット時に

つき
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時

21 円 04 銭

つき
28 円 49 銭

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時
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28 円 46 銭

（変更）

につき

ホ

ｄポイントの進呈
(ｲ)

(ﾛ)

当社は、支払期限日までにお支払いいただいた電気料金に

につき

ホ

ｄポイントの進呈
(ﾊ)

当社は、支払期限日までにお支払いいただいた電気料金に

基づき、(ﾛ)により計算されるｄポイント数を株式会社Ｎ

基づき、(ﾛ)により計算されるｄポイント数を株式会社ＮＴ

ＴＴドコモへ提供します。当社が株式会社ＮＴＴドコモに

Ｔドコモへ提供します。当社が株式会社ＮＴＴドコモに提

提供した情報に基づき、株式会社ＮＴＴドコモよりお客さ

供した情報に基づき、株式会社ＮＴＴドコモよりお客さま

まにｄポイントが進呈されます。進呈されたｄポイント

にｄポイントが進呈されます。進呈されたｄポイントは、

は、株式会社ＮＴＴドコモのＷＥＢサイトにてご確認いた

株式会社ＮＴＴドコモのＷＥＢサイトにてご確認いただけ

だけます。

ます。

お客さまのｄアカウントのＩＤおよびパスワードはあら

お客さまのｄアカウントのＩＤおよびパスワードはあらか

かじめ当社にお知らせいただきます。

じめ当社にお知らせいただきます。

契約がClubTOHOGASに登録されていない場合、お客さまの

契約がClubTOHOGASに登録されていない場合、お客さまのｄ

ｄアカウントが失効した場合、ｄポイントクラブを退会さ

アカウントが失効した場合、ｄポイントクラブを退会され

れた場合その他の株式会社ＮＴＴドコモが定めるｄアカ

た場合その他の株式会社ＮＴＴドコモが定めるｄアカウン

ウント規約およびｄポイントクラブ会員規約にもとづく

ト規約およびｄポイントクラブ会員規約にもとづくｄポイ

ｄポイントの進呈のための条件を満たさなくなった場合

ントの進呈のための条件を満たさなくなった場合は、ｄポ

は、ｄポイントは進呈されません。なお、ｄポイントが進

イントは進呈されません。なお、ｄポイントが進呈されな

呈されなくなった場合でも契約は継続いたします。

くなった場合でも契約は継続いたします。

ｄアカウントに関する事項およびｄポイントクラブ会員

ｄアカウントに関する事項およびｄポイントクラブ会員と

として利用可能なサービスその他のｄポイントに関する

して利用可能なサービスその他のｄポイントに関する事項

事項は、ｄアカウント規約およびｄポイントクラブ会員規

は、ｄアカウント規約およびｄポイントクラブ会員規約に

約によるものとします。

よるものとします。

当社の責めによらない理由により、お客さまに不利益が生

当社の責めによらない理由により、お客さまに不利益が生

じても、当社はその責任を負いません。

じても、当社はその責任を負いません。

お客さまに進呈されるｄポイントは、下表の乗率によって

(ﾆ)

お客さまに進呈されるｄポイントは、下表の乗率によって

計算いたします。

計算いたします。

計算結果は1円未満の端数は切り捨て、1円を1ｄポイントと

計算結果は1円未満の端数は切り捨て、1円を1ｄポイントと

いたします。

いたします。
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基本料金、電力量料金および燃料費調

(ﾍ)

進呈率

基本料金、電力量料金および燃料費調

整額の合計

整額の合計

（1円未満の端数は切り捨て）

（1円未満の端数は切り捨て）

進呈率

5,000円未満の場合

2％

5,000円未満の場合

2％

5,000円以上8,000円未満の場合

4％

5,000円以上8,000円未満の場合

4％

8,000円以上の場合

5％

8,000円以上の場合

5％

ClubTOHOGAS等によるお知らせ

(ﾍ)

ClubTOHOGAS等によるお知らせ

当社は原則として、契約に関するお知らせをClubTOHOGASお

当社は原則として、契約に関するお知らせをClubTOHOGASお

よび電子メールにてお客さまに行います。お客さまが契約に

よび電子メールにてお客さまに行います。お客さまが契約に

関するお知らせをClubTOHOGASおよび電子メール以外の方法

関するお知らせをClubTOHOGASおよび電子メール以外の方法

を希望される場合、ｄポイントを進呈できないことがありま

を希望される場合、ｄポイントを進呈できないことがありま

す。

す。
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