
総合パンフレット
会員サービスTLC

Vol.6
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https://tlc.tokai.jp/

●TOKAIでんき powered by TEPCO
https://denki.tokai.jp/
●TOKAIでんき
https://www.tokai-gasdenki.jp/
●にかほガスと東北電力のセットプラン
https://denki.tokai.jp/simulation/nikaho/

●TNC〈静岡県〉
https://www.tnc.ne.jp/
●@T COM（アットティーコム）〈全国〉
https://www.t-com.ne.jp/

●TOKAI（LPガス）
http://www.lpg.tokai.jp/
●東海ガス（都市ガス・LPガス）
http://www.tokaigas.co.jp/
●にかほガス（都市ガス・LPガス）
https://www.nikahogas.co.jp

●おいしい水の宅配便〈静岡県〉
https://aqua.tokai.jp/
●おいしい水の贈りもの うるのん〈全国〉
https://ulunom.tokai.jp/

●住宅
http://www.tokai-housing.jp/
●リフォーム
http://www.t-rehome.jp/

●LIBMO
https://www.libmo.jp/

●TOKAIケーブルネットワーク〈静岡県〉
https://www.thn.ne.jp/
●トコちゃんねる静岡〈静岡市〉
https://www.tocochannel.jp/
●エルシーブイ〈長野県〉
https://www.lcv.jp/
●倉敷ケーブルテレビ〈岡山県〉
https://www.kct.co.jp/
●厚木伊勢原ケーブルネットワーク〈神奈川県〉
https://www.ayu.ne.jp/
●いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ〈千葉県〉
https://www.icntv.ne.jp/
●東京ベイネットワーク〈東京都〉
http://www.baynet.ne.jp/
●仙台CATV〈宮城県〉
https://www.cat-v.jp/

ガス

ケーブルテレビ

アクア

住宅／リフォーム

セキュリティ

TLCポイントサイト

電気

インターネット

モバイル

（TLC会員サービス）提供ホームページ一覧 各サービスの詳細は、下記ホームページをご覧ください。

※本広告内容は、2021年7月現在のものです。

TLCポイントが貯まる！

おすすめのサービス！

https://tlc.tokai.jp/introduce1705/
詳しくは、コチラからアクセス！

お友達ご紹介キャンペーン
お客様をご紹介 お客様のご契約で

5,000TLCポイント
プレゼント最大

https://tlc-event.tokai.jp/question/life_enquete
詳しくは、コチラからアクセス！

生活に関するアンケート
簡単なアンケートに答えるだけで

50TLCポイント
プレゼント今なら

はじめました アカウント名

LINE ID

TLC_TOKAI

@tlc-tokai

友だち募集中！
おトクな情報配信！
ＱＲコードを
読み取って

友だちになってね！

※TOKAIグループ公式LINE@アカウントの友だち登録を
するためには、お客さまご自身が「LINE」に登録する必要が
あります。「LINE」のご利用設定は、お客さまのご判断で
お願いします。

詳しくは、コチラからアクセス！▶
※みまもるAI GPS BoTは、ビーサイズ
　株式会社が提供する位置情報みまも
　りサービスです。

円
(税込）

円
(税込）

528
5,280端末価格

月額利用料

「みまもるAI GPS BoT」は、AIを活用した新しい
時代のみまもりサービスです。

いつでもどこでも見えるあんしん。365日、24時間、AIでみまもり。
少ない負担で大きなあんしんを提供します。

詳しくは、コチラからアクセス！▶

・初心者歓迎（アドバイザーによるサポート）　
・農機具完備（無料貸出し）
・種苗、肥料等 利用料金に含まれています。

〈月あたり 6,380円（税込）〉
利用料金 円／年（税込）76,560

申込み受付中！
好評！！

0120-934-039
〈受付時間〉10：00～17：00（日曜・祝日を除く）

TLCポイントサイト
https://tlc.tokai.jp/

検索TLCポイント
TLC会員サービス事務局
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Total Life Concierge（トータルライフコンシェルジュ）の頭文字をとった言葉です。
TOKAIグループでは、このTLCをビジョンに掲げ、お客様の快適な生活を、
総合的にかつきめ細かくサポートしてまいります。

おトクな暮らしを！
TLC会員サービスに入会！

すべて無料！！
詳しくは、P3をご覧ください▶

のサービスを利用して

とは？

ポイントアプリ

ガス、おいしい水の宅配便、インターネット、格安モバイル、ケーブルテレビ、ホームセキュリティ、電気など
TOKAIグループのサービスでご利用ポイントがどんどん貯まります。

TOKAIグループのお客様だけのおトクなポイントサービスです。

とは？会員サービス

1
STEP

2
STEP

年 会 費入 会 金

ご利用サービスの利用額・契約数に応じて
TLCポイントが貯まります！

3
STEP

4
STEP

TLCポイントは、
交換先を自由に選べておトクに使えます！

ボーナスポイント

TLC
ポイント

月々500
5契約以上

月々 TLC
ポイント50

2契約
基本ポイント

円（税込）
につき200

1貯まる！TLCポイントが

詳しくは、P3をご覧ください▶

詳しくは、P5をご覧ください▶※1.TLCポイントアプリでのご利用に限ります。 ※2.TLC WAONカードが必要です。

詳しくは、P4をご覧ください▶

複数ご契約でさらにおトク！
にお申込み！

カサねて契約すると、TLCポイントがどんどん貯まります！

特　　典
付与期間

特　　典

TLC会員

+

ボーナス
ポイント

基　　本
ポイント

お申込みで、

契約期間中 カ月（5年）60
TLCポイント
2,000

TLCポイント

新築住宅の場合登録時
10,000

TLCポイント

リフォームの場合
3,000

ご契約時に
1回限り

毎月貯まる
TLCポイント200毎月

ポイントの有効期限は3年です。

さらに
TLCポイントが
いっぱい貯まるよ！

基本ポイントと
ボーナスポイントに加えて、

～

TLC Pay TLCチケット TLCセレクション TLCポイント支払 TLCポイント募金

ALL-SポイントWAONポイント LuLuCaポイント エムアイポイント ドットマネー hontoポイント

※1

※2

TLC会員サービスがもっと便利に！

Androidの方はこちらiPhoneの方はこちら

お持ちのスマートフォンにTLCポイントアプリをダウンロードして、さらにおトクな生活を！

TLCポイントの
確認や交換が
簡単に！！

ログイン日数に
応じて、ポイント
プレゼント！

イベントに参加
して、ポイントが
貯まる！
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さらに おトクに貯まる！
TLCポイントが貯まります！

※ポイント付与の対象となるサービスを解約された場合、その時点をもって、当該サービスへのポイント付与は終了します。※ご契約中の対象サービスの数が１つ以下となった場合、その
時点をもって、全てのポイントの付与が自動的に終了します。※各種サービスには提供エリアがございますので、P6～9及び裏表紙に記載の各サービスのホームページ等でご確認ください。注意事項※弊社グループ営業担当者から、QRコード経由で入会された方（アカウント登録）は、別途、TLC会員サービス

　事務局までカード発行希望のご連絡が必要となります。注意事項

毎月貯まる！ ご契約時にもらえる！
サービス

TLCポイント付与

LPガス 都市ガス アクア インターネット

サービス

TLCポイント付与

LIBMO 住宅・リフォーム

ケーブルテレビ セキュリティ 電気

TLC
ポイント

新規1契約につき

2,400

TLC
ポイント2,000

年間TLC
ポイント200

新築住宅の場合

TLC
ポイント

リフォームの場合

TLC
ポイント3,000毎月

（登録時）LIBMOの場合

※ポイントの付与については、お引き渡し後となります。
10,000

※一部、本サービスの対象にならないプランがあります。
　また、他のセット割ご利用の場合、本サービスによるポイント付与対象にならない
　場合があります。詳細はTLCカサトクプラスホームページをご覧ください。

新たにTOKAIグループの対象サービスを複数ご契約いただいたお客様に、TLCポイントを付与いたします。

①TOKAIグループの指定対象サービスを２つ以上ご契約いただくことが前提条件です。
②本サービスのご利用には、当社専用申込書の提出が必要となります。
③TLCポイントが付与されるのは、2017年5月15日以降に新規でご契約いただいたサービスに限られます。

カ月（5年）60
特典付与期間TLCカサトクプラスにおけるTLCポイント付与に関する条件

※TLCポイントの付与には、TLC会員サービスへの登録が必要です。TLC会員サービスの詳細については、P3をご覧ください。
※お申込みに関するお問い合わせは、最寄りのTOKAIグループ各営業所または、TLC会員サービス事務局（0120-934-039）までお問い合わせください。

※お申込みに関するお問い合わせは、最寄りのTOKAIグループ各営業所または、TLC会員サービス事務局（0120-934-039）までお問い合わせください。

TOKAIグループのサービスを複数ご契約で、TLCポイントが貯まる！

TOKAIグループ
オリジナルデザイン

「TLC WAONカード」を進呈します !

ポイント有効期限／3年

ボーナス
ポイント

LPガス 都市ガス アクア インターネット LIBMO ケーブルテレビ セキュリティ 電気

複数ご契約いただいているお客様には、さらにサービスの契約数に応じて、月々固定のポイントが貯まります。

TLC
ポイント

月々500
5契約以上

TLC
ポイント

月々300
4契約

TLC
ポイント

月々

3契約
TLC
ポイント

月々50
2契約

150
契約数と固定のポイント

基　　本
ポイント

LPガス 都市ガス アクア インターネット LIBMO ケーブルテレビ セキュリティ

毎月のご利用金額（入金額）200円（税込）につき、1TLCポイントが貯まります。

円（税込）につき200 1TLC
ポイント

※都市ガスの基本ポイント付与には、都市ガスと
　他指定サービスを含め2契約以上が必要になります。

TLCポイントが貯まります！
TOKAIグループの月々のサービスご利用で

複数のご契約で
さらにポイントが
貯まります！

入会する！　貯まる！&

既存新規新規 新規

既存新規 新規 新規

新規

9,600
TLCポイント

年間

例 ： 現在、LPガスを
　　  ご契約中の方の場合

既存新規 新規

既存 新規

既存

新規4契約で

+

+

+

+

+

++

+

+

+

TLC WAONカードで、
毎日のお買い物を楽しく、おトクに！

！無料TLC会員サービスに入会

対象サービスご利用で

貯まる！
が で

貯まる！もっと

●対象サービス一覧はコチラ！
TLCカサトクプラス 対象サービス

https://tlc.tokai.jp/tkplus/shared/images/service/pdf/service_list.pdf

カサトクプラス
https://tlc.tokai.jp/tkplus/

基　　本
ポイント

ボーナス
ポイント 別途7,200

TLCポイント

年間

新規3契約で

基　　本
ポイント

ボーナス
ポイント 別途4,800

TLCポイント

年間

新規2契約で

基　　本
ポイント

ボーナス
ポイント 別途2,400

TLCポイント

年間

新規1契約で

基　　本
ポイント

ボーナス
ポイント 別途

基本ポイントとボーナスポイントを合わせて
TLCポイントがどれだけ貯まるか確認してみましょう！
●シミュレーションはコチラ！

●詳しくはコチラ！

TLCカサトクプラス シミュレーション
https://tlc.tokai.jp/kasatoku/simulation/

複数契約で、
TLCポイントがどんどん貯まる！入会金 年会費

TLC会員様でご希望の方に カード発行手数料・年会費／無料

全国のWAON加盟店で使える電子マネーWAONの機能がついた
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使う！

TLCポイントは、飲食店・レジャー施設等でお支払いの際に利用できるTLC Pay・
TLCチケットや、当社グループのアクア、QUOカードや図書カードNEXT、グルメ、
生活用品等、金券・商品への交換、ご契約サービスのお支払いにポイントが利用
できるTLCポイント支払、支援のために寄付できるTLCポイント募金、さらに各
加盟店で使えるWAONポイント・LuLuCaポイント・エムアイポイント・ドット
マネー・hontoポイント・ALL-Sポイントにかんたんに交換できます。

TLCポイントを使おう！

TLCポイントを、地域でさまざまな課題に取り
組む各種団体の支援に寄付いただけます。
お客様がお持ちのTLCポイントを、社会貢献に
役立てることができます。

TLCポイント募金
LPガス、都市ガス、おいしい水の宅配便、おい
しい水の贈りもの うるのん、インターネット、
ケーブルテレビ、LIBMO、セキュリティの毎月の
お支払いにTLCポイントがご利用いただけます。

TLCポイント支払

ポイント数に応じていろいろな商品に交換いた
だけます。
有名百貨店のグルメ、金券、TOKAIグループの
アクア等、人気のラインナップを取り揃えました。

TLCセレクション
お買い物・お食事・レジャー施設など、幅広い
ジャンルのTLCチケット取扱店で、お支払いの
際にご利用いただけるTOKAIグループのオリ
ジナルチケットです。

TLCチケット

「TLCポイントアプリ」で、お買い物・お食事など街のお店のお支払いに
TLCポイントがご利用いただけます。
ご利用は、お手持ちのスマートフォンにアプリをダウンロードし、お店の
QRコードを読み取り利用ポイント数を入力するだけ。
1TLCポイントから使えて、いつでも気軽に、かんたんに決済できます。
TLC Payご利用店舗はどんどん拡大中！

TLC Pay

ALL-SポイントはALL-Sカードをご利用のたびに
貯まるおトクなポイント。
貯めたポイントは、ALL-Sギフトカードや提携店
の素敵なアイテムに交換できます。

ALL-Sポイント
電子書籍ストア、本の通販ストアに加えて、全国
のhontoポイントサービス実施店舗でのお買
い物でhontoポイントが貯まります。

hontoポイント

Amebaが運営するドットマネー by Ameba
は、いつでも手数料無料・業界NO.1交換レート
のポイントサービスです。
現金、Amazonギフト券、nanacoポイントなど
におトクに交換ができます。

ドットマネー
全国の三越伊勢丹グループ百貨店でのお買物
に、１ポイント１円としてご利用いただける「エム
アイポイント」に交換できます。

エムアイポイント

イオン、マックスバリュ、ローソン、ファミリー
マート、ウエルシアをはじめとした全国のWA
ON加盟店でご利用いただける「WAONポイ
ント」に交換できます。

WAONポイント
ポイント・電子マネーに交換

TLCサービスに交換

しずてつストア、新静岡セノバ等でご利用いた
だける「LuLuCaポイント」に交換できます。
LuLuCaポイントからTLCポイントに交換する
こともできます。

LuLuCaポイント

※WAONはイオン株式会社の登録商標です。

TLC WAONカードが必要です。

詳しくは、P6をご覧ください▶

TLCポイントは、
交換先を自由に選べて
おトクに使えます！

6

TLCポイントアプリでかんたん決済！ 
TLCポイントが街のお店で使えます。

●TLC Payが使えるお店はコチラ！
　TLCポイントアプリからも探せます！

TLCポイント　取扱店
https://tlc.tokai.jp/tlc_service/ssearch

TLC Payは、TLCポイントアプリでご利用いただけます！
（TLCポイントアプリのダウンロードは、P1「TLCポイントアプリ」をご覧ください。）

TLCポイントが
使える

スマートフォンで
かんたん決済

現在地からの
お店検索ができる

「TLCポイントアプリ」で、街のお店のお支払いにTLCポイントが使えます！
スマートフォンがあればいつでも気軽にかんたん決済。1ポイントから交換できて、ムダなくおトクに使いやすい！
現在地から近くのお店も検索できます。

※写真はイメージです。

とは？TLC Pay

使い方はかんたん♪

ステップ

お客さまがアプリで
お店のQRコードを読み取る

01 ステップ

お客さまがTLCポイントアプリで
使用したいポイント数を入力

02 ステップ

店舗さまが内容を確認して完了

03

●TLC会員サービス規約・約款はコチラ！ TLC会員サービス　規約・約款
https://tlc.tokai.jp/agreement

TLCポイント
https://tlc.tokai.jp/

●既にTOKAIグループのサービスをご契約中の方で、
　TLC会員サービスに入会を希望される方はコチラ！



7 8※一部、本サービスの対象にならないプランがあります。詳細はTLCカサトクプラスホームページをご覧ください。

インターネットサービスプロバイダとして、静岡県内で展開する「TOKAIネットワーククラブ
（TNC）」と全国で展開する「＠T COM（アットティーコム）」をお客さまに提供しています。
また、ケーブルテレビ回線を利用した“ひかりdeネット”の提供も行っております。これからも
皆さまのために、高速で高品質なインターネットライフを低価格でご提案いたします。

インターネット

より安心に、より便利に、ICTを生活インフラとして皆さまにお届けします。

アンテナ不要で地上デジタル・BSデジタルはもちろん、映画・アニメ・スポーツ・音楽などの
様々なジャンルの専門チャンネルがそろったCSデジタル放送や、地域に密着したケーブル
テレビならではの身近な情報をお届けするコミュニティーチャンネルが楽しめます。また、
ご家庭に引き込んだケーブル（光ファイバー/同軸）を利用して、テレビ・ネット・電話サービス
をワンストップでおトクにご利用いただけます。

ケーブルテレビ

地域密着のサービス展開により、地域社会への貢献を図ってまいります。

サービス対象エリア

TNCは静岡県でサービスを開始。その後、関東にてエリアを
広げ@T COM（アットティーコム）が誕生。また、ケーブルテレビ
エリアでは「ひかりdeネット」を展開。

サービスを使っていて困ったことがあれば、リモート
サービスによる遠隔操作でお手伝いさせていただ
きます。

サービス対象エリア

※サービス対象エリア内でもご利用できない
　地域があります。詳細は、各社ホームページ
　をご覧ください。

ケーブルテレビ、インターネット、固定電話のトリプルサービスを
提供しています。話題の「新4K8K衛星放送」もおまかせ！

独自制作の「コミュニティーチャンネル」。スポーツ
コーナーやお役立ち情報、おトクな情報などなど、
地域の情報を「トコチャンワイド」で毎日お届け。

●インターネットの
　対象サービスはコチラ！

●ケーブルテレビの
　対象サービスはコチラ！

●対象サービス一覧はコチラ！

TLCカサトクプラス 対象プラン インターネット
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/isp.html

TLCカサトクプラス 対象プラン ケーブルテレビ
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/catv.html

TLCカサトクプラス 対象サービス
https://tlc.tokai.jp/tkplus/shared/images/service/pdf/service_list.pdf

TLCカサトクプラス
対象サービスのご紹介

TOKAIグループでは、日々の生活になくてはならないガスエネルギーを提供しています。
お客さまのご自宅まで配送するLPガスとパイプラインから直接供給する都市ガスを、安心
かつ安全に供給しています。また、お客さまのより快適な暮らしのために、調理・給湯・暖房
など、様々なガス機器の販売もしております。地域密着の事業者として、お客さまとのコミュ
ニケーションを大切にし、厚い信頼関係を築くよう心がけております。

LPガス&都市ガス

環境に配慮したエネルギーインフラを、安定的かつ安全に提供します。

ガス容器の配送・交換は、熟練したスタッフが万全の体制で実施して
います。

安全にガスをお使いいただけるよう、定期的に
メーターや供給機器の点検を行っています。

サービス対象エリア

富士山の雄大なフィルターによって、長い時間をかけて磨き上げられた天然水をお届け
します。サーバー設置型の宅配水ですので、いつでも気軽に冷たい水と温かいお湯を安心
してご賞味いただけます。リターナブル方式の「おいしい水の宅配便」とワンウェイ方式の
「おいしい水の贈りもの うるのん」を提供し、多くのお客さまにご愛飲いただいております。

アクア

安全な水と安心のサービスをご家庭にお届けします。

静岡県内では「おいしい水の宅配便」を、全国では「うるのん」を提供しています。静岡県内はスタッフがボトルを
配達・回収するリターナブル方式、それ以外の地域はボトルを回収しないワンウェイ方式となっています。

サービス対象エリア

TLCカサトクプラス 対象プラン LPガス
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/lp.html

TLCカサトクプラス 対象プラン 都市ガス
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/tokaigas.html

TLCカサトクプラス 対象プラン アクア
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/aqua.html

●LPガスの
　対象サービスはコチラ！

●アクアの
　対象サービスはコチラ！

●都市ガスの
　対象サービスはコチラ！



9 10※一部、本サービスの対象にならないプランがあります。詳細はTLCカサトクプラスホームページをご覧ください。

LIBMO （格安モバイル）

LIBMO（リブモ）は、TOKAIコミュニケーションズが提供する格安モバイルです。お使いの
電話番号はそのままに、大手携帯電話会社と比べても、よりおトクにご利用いただけます。
また、NTTドコモのLTE回線を使用しているので、通信環境についても高速・高品質を実現。
初めてのスマホでも安心してご利用いただけるよう、サポート体制も充実しています。

“生活を便利に、彩り豊かに！” 
お客さまに最適なモバイルライフを提供します。

サービス対象エリア

なっとくプラン好評受付中！
5つのプランから自分にぴったりのプランが選べ
ます。

LIBMOお客様センターでのご対応はもちろん、県内12店舗の
LIBMOショップでご入会前からご入会後のご相談に丁寧に対応
します。

安心の大容量「20GBプラン（音声通話機能付き）」なら月額1,991円
（税抜1,810円）でご利用いただけます！

住宅・リフォーム

制震装置を標準装備した「耐震×制震ダブルセイフ工法」をはじめ、お客さまの様々なニーズ
にお応えした住まいをラインナップし、安心・安全な暮らしを提供しています。生活総合
リフォームサービス（ブランド名/TOKAI WiLL）も展開し、デザインや暮らしやすさだけでは
なく、エネルギーについてもきめ細やかなサポートでお客さまの理想をかなえる家づくりを
目指しています。

快適な暮らしのトータルサービスを提供します。

お客さま目線でうれしいをつなぐ、ひろげる。
私たちのWiLLが暮らしに感動をお届けします。

4つのライフスタイルから選べる、オールインワンのゼロ
エネルギー住宅「ZeroLife」

サービス対象エリア

6

●LIBMOの
　対象サービスはコチラ！

●住宅・リフォームの
　対象サービスはコチラ！

TLCカサトクプラス 対象プラン LIBMO
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/libmo.html

TLCカサトクプラス 対象プラン 住宅・リフォーム
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/house.html

●対象サービス一覧はコチラ！
TLCカサトクプラス 対象サービス

https://tlc.tokai.jp/tkplus/shared/images/service/pdf/service_list.pdf

TLCカサトクプラス
対象サービスのご紹介

暮らしの様々な“危ない”を監視し、24時間365日ずっとお客さまの安心・安全をお届けし
ます。TOKAIセキュリティサービスは、LPガス事業の緊急保安体制で培ったノウハウを生か
すとともに、ALSOKと提携を結んだ二重の監視サービスで、快適な生活をお過ごしいただ
けます。お客さまのお住まいのタイプやライフスタイルに合わせて、ご希望に沿ったプラン
をお選びいただけます。

しあわせをずっと 安心をもっと!

セキュリティ
サービス対象エリア

お客さまのご要望にお応えできるプランとラインナップを
取り揃えております。

暮らしの様々な「危ない」を監視し、24時間365日皆さま
の安心・安全を守るサービスです。

電　気

「TOKAIでんき」では、国内最大手の小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー
やT&Tエナジーと提携し、電力を供給してまいります。電気を送る電線や設備については、
従来通り地域の電力会社が管理しますので、安心してご利用いただけます。TOKAI
グループは、ガスと電気の両面からご家庭のエネルギーをサポートするとともに、お客さま
のニーズにかなったサービスを総合的に提案してまいります。
また、にかほガスエリアでは、東北電力と提携し、ガスでんきセ ットプランをご用意いたして
おります。

ご家庭のエネルギーとしてのガスに電気を加え、
お客さまの「くらし」を総合的に支えます。

サービス対象エリア

●セキュリティの
　対象サービスはコチラ！

●電気の
　対象サービスはコチラ！

TLCカサトクプラス 対象プラン セキュリティ
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/sec.html

TLCカサトクプラス 対象プラン 電気
https://tlc.tokai.jp/tkplus/service/plan/denki.html
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