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ＴＯＫＡＩグループの生活インフラサービス 

「ＴＬＣ カサねてトクするキャンペーン」の実施について 

 
 

 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：鴇田勝彦）傘下の、

（株）ＴＯＫＡＩ、東海ガス（株）、（株）ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ及び（株）ＴＯＫＡＩケー

ブルネットワークの４社（以下、ＴＯＫＡＩグループ）は、グループ各社が販売する生活インフラサー

ビスの販売促進、また複数サービスのご利用によるお客様との取引・接点の強化を目的として、 

「ＴＬＣ カサねてトクするキャンペーン」を実施いたします。 

 

記 

１．概 要 

 ＴＯＫＡＩグループでは、ガス、インターネット、ＣＡＴＶ、アクア、電気といったお客様の生活に

密着した生活インフラサービスを幅広く提供し、お客様の生活を総合的に支える「ＴＬＣ（Total Life 

Concierge）」構想の拡充を図っています。 

「ＴＬＣ カサねてトクするキャンペーン」は、新規にＴＯＫＡＩグループのサービスを複数ご契約

いただいたお客様に、「ＴＬＣポイント」を進呈させていただくキャンペーンです。 

既に提供する「TOKAI Smart Plus」（「ＴＯＫＡＩでんき」とのセット商品）、「ＴＬＣ会員サービス」

でのサービス利用数に応じた「ボーナスポイント」に加え、本キャンペーンにより複数サービスのご利

用に対してさらに充実したメリットを提供いたします。 

 

２．キャンペーン内容 

（1）期間 ： 平成 28年 10月 7日（金）～平成 29年 3月 31日（金） 

（2）内容 ： キャンペーン期間中に、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。 

① ＴＯＫＡＩグループのサービスをご利用中のお客様が対象サービスを追加でご契

約いただいた場合 

② 新規に対象サービスを複数同時にご契約いただいた場合 

（3）対象エリア ： 対象サービスの提供エリア全域 

（提供エリアはサービス毎に異なります） 



（4）対象サービス ： ＴＯＫＡＩグループが提供する下記サービスが対象となります。 

・ＬＰガス   ・インターネット（TNC・@T COM（アットティーコム）） 

・ＣＡＴＶ   ・アクア（宅配水）   ・セキュリティ 

・リフォーム  ・住宅 

※都市ガスはポイント付与の対象外となりますが、都市ガスをご利用中のお客様が対象

サービスを追加契約いただいた場合は追加したサービスにポイントが付与されます。 

※サービス毎に提供条件・対象商品が異なります。詳細はＴＯＫＡＩグループの各営業

員、コールセンター等にお問い合わせください。 

（5）特典 ： 新たにご契約いただいたサービスに対して、ＴＬＣポイントを進呈いたします。 

○ＬＰガス・インターネット・ＣＡＴＶ・アクア・セキュリティ 

２００ＴＬＣポイント／月（年間２,４００ＴＬＣポイント） 

○リフォーム・住宅 

ご契約金額の１％分のＴＬＣポイント（上限３０万ＴＬＣポイント） 

 

３．本キャンペーンの展開について 

本キャンペーンを開始する１０月７日より、「ＴＯＫＡＩグループ 秋の大感謝祭」が順次開催され

ます。グループのお客様が多く来場されるこの大感謝祭を中心に、本キャンペーンにより複数サービス

のご利用メリットを訴求し、各サービスの販売促進を図っていきます。 

また、静岡を拠点に活動するアイドルパフォーマンスユニット「ロザリオクロス」をキャラクターと

して起用し、静岡県ではテレビＣＭと連動させるなど、グループ横断でのキャンペーン訴求を図ってい

きます。 

 

ロザリオクロス 

静岡を拠点に活動するアイドルパフォーマンスユニット。 

数々のステージで経験を積み、愛踊祭 2016決勝大会にて、 

「ベストダンスパフォーマンス賞」を受賞。 

 

また、キャンペーンの詳細につきましては、Webサイトでも情報発信を行ってまいります。 

 ＴＬＣ カサねてトクするキャンペーン Webサイト： https://tlc.tokai.jp/kasatoku/ 

 

４．キャンペーン適用条件等 

・ ＴＯＫＡＩグループの対象サービスを２つ以上ご契約いただくことが前提条件です。 

・ キャンペーンポイントが付与されるのは、キャンペーン期間中に新規でご契約いただいたサービスに限られます。 

・ ＴＯＫＡＩグループの会員サービス「ＴＬＣ会員サービス」へのご登録が必要です。 

・ 本キャンペーンに基づくＴＬＣポイントの付与は、お申し込みいただいた各サービスの提供開始・料金の課金開始

を当方にて確認完了した後、1週間以内を目処に、初回のポイントを付与します。2回目以降は、毎月末頃を目処に

付与します。 

・ ＴＬＣポイントは、追加契約いただいたサービスのお申込者様に対して付与します。但し、お申込者様がＴＬＣポ

イントをご家族にまとめて付与する手続きを行っている場合は、当該ご家族に対して付与します。 

・ 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。また、ご契約中のサービスの数が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

動的に終了いたします。 

・ 本キャンペーンは、サービス内容変更等により、特典の付与方法・内容等が変更となる場合があります。 

 

 



５．ＴＬＣ会員サービスについて 

 ＴＯＫＡＩグループのサービスをご利用のお客様だけがご入会いただけるお得なポイントサービス

です。ＴＯＫＡＩグループのサービスのご利用料金、サービスのご利用数に応じて、「ＴＬＣポイント」

が貯まります。貯まったポイントは、WAONや Suica、LuLuCa等のポイントに換えられるほか、様々

な商品への交換、お食事・レジャー施設等でご利用いただける「TLCチケット」に交換できます。 

 

 

以 上 

 

 

【本キャンペーンに関するお問い合わせ先】 

ＴＬＣ会員サービス事務局 

TEL：0120-934-039（通話料無料、受付時間 9:00 ～ 18:00） 

 





カサトクキャンペーンポイントサービス

新規ご契約サービス限定でとってもおトクに！！

カサねて契約して、TLCポイントをどんどん貯めよう！！

※本広告内容は、2016年10月現在のものです。

※記載の月額ご利用料金は、一例です。

0120-934-039〈受付時間〉9：00～18：00

本キャンペーンに関するお問い合わせ先 詳しくは

カサトク 検索

キャンペーン期間：2017年3月31日まで

TOKAIグループのサービスを複数ご契約で、とってもおトクに！！

ご契約時に
もらえる！

毎月もらえる！

ボーナスポイント基本ポイント

貯まる！

キャンペーンポイント

500 TLC
ポイント

【 5契約 】

カサトクキャンペーンポイント

住宅・リフォーム

サービス

ご成約金額（税抜）の1％分のTLCポイント（上限30万TLCポイント）

TNC/＠T COM
インターネットLPガス アクア ケーブルテレビ セキュリティ 200毎月 TLCポイント 2,400年間 TLCポイント

++ =

キャンペーン期間中に、カサトクキャンペーン対象サービスをすべて新規ご契約されると…例 2

現在、TOKAIグループのLPガスをご利用中で、キャンペーン期間中にアクアを新規ご契約されると…例 1

年　間

月　間

TLC
ポイント1,631
TLC
ポイント19,572

1,000
TLCポイント

【新規5契約】

【 　  LPガス  　 】
月額7,400円の場合 37 TLC

ポイント

【 　  アクア  　 】
月額4,700円の場合 23 TLC

ポイント

【 　  LPガス  　 】
月額7,400円の場合 37 TLC

ポイント

【 　  アクア  　 】
月額4,700円の場合 23 TLC

ポイント

【 ケーブルテレビ 】
月額5,000円の場合 25 TLC

ポイント

【 インターネット 】
月額5,100円の場合 25 TLC

ポイント

【 セキュリティ  】
月額4,270円の場合 21 TLCポイント

貯まる！
50 TLC

ポイント

【 2契約 】
+++ =

年　間

月　間

TLC
ポイント310
TLC
ポイント3,720

カサねて契約すると、
TLCポイントが

どんどん貯まります！

TLC
ポイント2,400年間新規1契約

TLC
ポイント4,800年間新規2契約

TLC
ポイント2,400年間約

TLC
ポイント4,800年間新規2契約

TLC会員サービス事務局

毎月

毎月

毎月

ボーナスポイント 毎月

毎月

キャンペーンポイント

200
TLCポイント

【新規1契約】 毎月

基本ポイント

新登場！

例 ： 現在、LPガスを
　　  ご契約中の方の場合

※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。
※また、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、全てのキャンペーンポイントの付与が自動的に終了します。注意事項

※キャンペーン適用には、TLC会員サービスへの登録が必要です。

キャンペーン期間中に、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キャンペーンポイントを付与いたします。ぜひこの機会に、新規のご契約をご検討ください。

①TOKAIグループの対象サービスを２つ以上ご契約いただくことが前提条件です。
②キャンペーンポイントが付与されるのは、キャンペーン期間中に新規でご契約いただいたサービスに限られます。

キャンペーンポイントの
付与に関する条件

新規1契約につき

TLC
ポイント7,200年間新規3契約

TLC
ポイント9,600年間新規4契約

既存 新規 新規 新規

既存 新規 新規

既存 新規

既存

既存

新規

新規

新規

新規


