
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス料金の改定等について 

（東京地区等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年１２月 
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１．ガス料金の引下げ 

    これまでの徹底した経営効率化の成果と、今後の一層の効率化努力によるコスト圧縮

を織り込み、東京地区等におきまして小口部門（供給約款・選択約款）の料金を現行水

準から平均５.１８％引下げいたします。 

    なお、今回の引下げにつきましては、ガス料金原価の洗替えを行う「総括原価方式」

によることとし、実施日は平成１７年１月１日といたします。 

 

 

２．供給約款の変更 

    現行の供給約款料金を、平均４．２８％引下げます。 

 

（１）届出平均単価（46.04655ＭＪ/ｍ3）（税抜） 

    新料金 現行料金 改定率 

供給約款平均（円／ｍ３） １２９．７５円 １３５．５５円 ４．２８％

 

（２）供給約款料金表    

基本料金（税込） 

（円／月） 

単位料金（税込） 

（円／ｍ３） 

 

月間ご使用量 

新料金 現行料金 新料金 現行料金 

料金表Ａ    0ｍ３～20ｍ３ 724.50 円 724.50 円 130.28 円 136.1640円

料金表Ｂ 21ｍ３～80ｍ３ 1,083.60 円 1,092.00 円 112.32 円 117.7890円

料金表Ｃ   81ｍ３～200ｍ３ 1,365.00 円 1,533.00 円 108.81 円 112.2765円

料金表Ｄ 201ｍ３～500ｍ３ 2,499.00 円 2,100.00 円 103.14 円 109.4415円

料金表Ｅ 501ｍ３～800ｍ３ 5,806.50 円 5,302.50 円 96.52 円 103.0365円

料金表Ｆ 801ｍ３～ 13,786.50 円 10,090.50 円 86.55 円 97.0515 円

   （注）・各月のご使用量に応じて、Ａ～Ｆの各料金が適用されます。 

            ・単位料金は､原料費調整制度により四半期ごとに調整いたします。 

 

○消費税総額表示の義務付けに伴い、今回より供給約款および選択約款の料金表示・

料金計算を税込方式へ変更するとともに、料金表示を小数点以下２桁までといたし

ます。 

 

（３）モデル家庭における引下げ額（税込）    

１か月の 

ご使用量 
新料金 現行料金 

引下げ額 

（率） 

５０ｍ３ 
６，６９９円 ６，９８１円 ２８２円 

（４．０４％） 



 

 

３．選択約款の拡充 

  選択約款料金について、平均７．８３％の引下げを行うとともに、料金メニューの拡

充を行います。主な選択約款の新設・変更内容は以下の通りです。 

 

（１）家庭用のお客さま向け料金メニュー 

    ガス温水床暖房、浴室暖房乾燥機や、環境にやさしい潜熱回収型給湯器（エコジ

ョーズ等）のガス機器をお使いいただくお客さまがさらにお得となるよう、料金メ

ニューの新設・変更を行います。 

 

   ①暖らんぷらん（「家庭用ガス温水床暖房契約」）の料金引下げと体系変更等 

○ 料金引下げ（平成１７年１月１日実施） 

料金体系は現行のまま、料金引下げを行います。 

○ 料金体系の変更（平成１７年５月１日実施） 

ご使用量が少ない場合に一般（供給約款）料金より割高となっていた現行料金

体系を見直し、ご使用量に関わらず一般料金よりお得（もしくは同一）となり

ます。 

※料金引下げと体系変更により、現行料金に比べ４．６％の引下げとなります。 

○ バス暖割・エコ割の新設（平成１７年５月１日実施） 

ガス温水床暖房と併せて、浴室暖房乾燥機もしくは潜熱回収型給湯器（エコジ

ョーズ等）をお使いの場合には、ご請求金額から３％の割引を行います。  

（両割引の併用では、６％の割引） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年５月１日以降の 

＜暖らんぷらん＞・＜バス暖割＞・＜エコ割＞変更後のイメージ 

冬期（12 月～4月） 

料
金
総
額

月間使用量（ｍ３）20 70 

供給約款料金 

暖らんぷらん 

バス暖割・エコ割あり 

その他期（5月～11 月） ：供給約款と同一料金（バス暖割・エコ割の適用あり） 



 

 

②エコジョーズ向け料金（「家庭用高効率給湯器契約」）の新設 

  （平成１７年５月１日実施） 

○ 省エネ性が高く環境にやさしい潜熱回収型給湯器（エコジョーズ等）をお使いの

場合に、一般料金から３％の割引を行います。 

 

   ③燃料電池料金（「家庭用燃料電池契約」）の新設 

  （平成１７年２月１日実施） 

○ 家庭用１ｋＷ燃料電池を設置されるお客さま向けの料金です。 

○ 実証データの収集にご協力いただくため、契約期間（３年間）を対象に、一般料

金から３％の割引を行います。なお、月間請求金額の上限を９,５００円（税込・

使用量約８０ｍ３相当）といたします。 

 

（２）業務用・産業用のお客さま向け料金メニュー 

    中規模のお客さまについては、よりお得な料金を多くのお客さまにご利用いただ

けるよう、また、大規模のお客さまについては、付帯契約型割引の新設など、お客

さまのニーズに一段ときめ細かく対応できるよう、料金メニューの新設・変更を行

います。（平成１７年１月１日実施） 

       （注）・「付帯契約型割引」とは、お客さまのニーズに応じて、主契約に付加できる割引契約で

す。 

 

   ①業務用・産業用料金 

○ 中規模向けの「業務用季節別契約」について、料金引下げを行うとともに契約条

件を緩和いたします。 

○ 大規模向けの「産業用時間帯別契約・時間帯別Ｂ契約・高負荷時間帯別Ｂ契約」

を廃止し、「産業用Ａ契約・Ｂ契約」（主契約型）を新設いたします。 

○ お客さまのニーズにお応えするため、付帯契約型「高倍率割引」（ご使用時間の

長い場合に割引）と「高負荷率割引」（夏期のご使用量が多い場合に割引）を新

設いたします。 

 

  ②コージェネレーションシステム（ＣＧＳ）用料金 

○ 現行の大規模向けコージェネレーション料金を廃止し、付帯契約型「コージェネ

レーションシステムパッケージ割引（新設の「産業用Ａ契約・Ｂ契約」に付加）」

を新設することにより、お客さまのニーズにお応えするとともに、料金の引下げ

を行います。 

 

   ③空調用料金 

     ○「空調夏期契約（１～３種）」および「空調用Ａ契約（１～３種）」について、料

金種を選択していただく方式から、最も安価な料金表（Ａ～Ｃ表）を自動適用す

る方式へ変更することにより、シンプルにするとともに、料金の引下げを行いま

す。 



 

 

◇ 選択約款料金の主な新設・変更内容 

 

（税込・46.04655ＭＪ/ｍ３・いずれも月当たり） 

モデル需要による引下げ額等

料金種別 主な新設・変更内容 使用量、新料金 

引下げ額 (引下げ率) 

家庭用のお客さま向け料金メニュー 

家庭用ガス温水

床暖房契約 

(暖らんぷらん) 

ガス温水床暖房をご利用のお客さま向けの料金。 

平成１７年１月１日 料金の引下げ実施。 

平成１７年５月１日 体系変更。 

バス暖割・エコ割を新設。 

月 70ｍ３、8,468 円 

410 円 (4.6%) 

家庭用高効率 

給湯器契約 

潜熱回収型給湯器をご利用のお客さま向けの料金。 

平成１７年５月１日新設。 

月 50ｍ３、6,499 円 

482 円 (6.9% 現行一般料金

比) 

家庭用燃料 

電池契約 

燃料電池をご利用のお客さま向けの料金。 

平成１７年２月１日新設。 

月 90ｍ３、9,500 円 

1,351 円 (12.5% 現行暖ら

んぷらん料金比) 

業務用・産業用のお客さま向け料金メニュー 

業務用季節別 

契約 
年間約１万ｍ３以上ご使用のお客さま向けの料金。 

適用条件を緩和。 

月 1,000ｍ３、95,699 円 

8,328 円 (8.0%) 

産業用Ａ契約 

[主契約型] 

年間約３万ｍ３以上ご使用のお客さま向けの料金。 

新設。 

月 5,000ｍ３、306,424 円 

27,768 円 (8.3%) 

産業用Ｂ契約 

[主契約型] 

年間約２５万ｍ３以上ご使用のお客さま向けの料金。 

新設。 

月 30,000ｍ３、1,567,904 円

127,280 円 (7.5%) 

高倍率割引 

[付帯契約型] 

年間稼働時間が特に長いお客さま向けの割引メニュー。

新設。 

月 30,000ｍ３、1,418,823 円

227,236 円 (13.8%) 

高負荷率割引 

[付帯契約型] 

夏期のご使用量が多いお客さま向けの割引メニュー。 

新設。 

月 30,000ｍ３、1,467,939 円

233,099 円 (13.7%) 

コージェネレーションシステムをご利用のお客さま向けの料金 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃ

ﾑﾊﾟｯｹｰｼﾞ割引 

[付帯契約型] 

年間３万ｍ３以上ご使用のお客さま向けの割引メニュー。

新設。 

月 10,000ｍ３、464,163 円 

75,064 円 (13.9%) 

空調機器をご利用のお客さま向けの料金 

小型空調 

専用契約 

ガスエンジンヒートポンプ等の小型空調機器をお使いに

なるお客さま向けの料金。 

月 600ｍ３、43,450 円 

2,719 円 (5.9%) 

空調夏期 

契約 

空調設備を夏期を中心にご使用になるお客さま向けの料

金。安価な料金表を自動適用する方式に変更。 

月 2,500ｍ３、166,759 円 

10,924 円 (6.1%) 

空調用 

Ａ契約 

空調設備を年間通して長時間ご使用になるお客さま向け

の料金。安価な料金表を自動適用する方式に変更。 

月 20,000ｍ３、1,142,833 円

69,429 円 (5.7%) 



 

 

その他の業務用・産業用の料金メニュー 

蒸気ボイラーパ

ッケージ契約 

蒸気ボイラー等をお持ちのお客さま向けの料金。適用対

象を拡大。 

月 900ｍ３、65,916 円 

3,780 円 (5.4%) 

 

輸送向け圧縮天

然ガス用Ｂ契約 

天然ガス自動車向けの圧縮天然ガススタンドにおいてガ

スをご使用になるお客さま向けの料金。 

月 10,000ｍ３、577,500 円 

26,250 円 (4.3%) 

ガス灯契約 道路等にガス灯を設置するお客さま向けの料金。 月 20ｍ３、1,913 円 

33 円 (1.7%) 

 



 

 

４．託送供給約款料金の引下げ 

      託送供給約款料金について下記の通り引下げを行い、平成１７年１月１日より実施

いたします。（東京地区他（46.04655ＭＪ地区）） 

 

（１）平均単価（税抜） 

    新料金 現行料金 改定率 

小売託送平均単価（円／ｍ３） ６．７７円 ７．２０円 ６．０４％

連結託送平均単価（円／ｍ３） ６．２１円 ６．６０円 ６．０１％

 

（２）料金表（税抜） 

   ①小売託送供給料金 

第１種 第２種     

新料金 現行料金 新料金 現行料金 

定額基本料金  （円／契約） 179,700 円 200,000 円 119,700 円 140,000 円

流量基本料金単価（円／ｍ３） 805 円 890 円 805 円 890 円

従量料金単価  （円／ｍ３） 2.89 円 2.91 円 3.25 円 3.27 円

   ②季節別小売託送供給料金 

第１種 第２種     

新料金 現行料金 新料金 現行料金 

定額基本料金  （円／契約） 179,700 円 200,000 円 119,700 円 140,000 円

流量基本料金単価（円／ｍ３） 805 円 890 円 805 円 890 円

従量料金単価  （円／ｍ３）

（４月から１１月まで） 
2.79 円 2.81 円 3.15 円 3.17 円

従量料金単価  （円／ｍ３）

（１２月から３月まで） 
3.19 円 3.21 円 3.55 円 3.57 円

   ③連結託送供給料金 

 新料金 現行料金 

流量基本料金単価（円／ｍ３） 1,510 円 1,616 円

従量料金単価  （円／ｍ３） 3.12 円 3.30 円

 

（３）ガスコスト精算単価（税抜） 

        四半期単位のガスの過不足に関する精算についての売り渡し・買い取り単価です。 

 新料金 現行料金 

売り渡し単価  

      （円／ｍ３） 
68.13 円 72.45 円

買い取り単価 

（円／ｍ３） 

平均原料価格（円／ｔ）÷100×

0.083

平均原料価格（円／ｔ）÷100×

0.084

（注）・売り渡し単価は原料費調整制度の対象となります。買い取り量には上限があります。 



 

 

５．原料費調整制度における基準平均原料価格の見直し 

 

基準平均原料価格 ３０,３９０円／ｔ 

（注）・新基準平均原料価格は、平成１６年７月～９月期の貿易統計に基づく原料価格を基に算

定しています。 



 

 

（資料１）経営効率化目標 

項 目 経営効率化目標等の内容 
 
 
 
 
 
１．人員の削減 

 
（１）目標設定の考え方 
   ガス事業の成長・拡大に伴って増加する業務量に対して、システム活用や業務改

革の推進などの取り組みを通じて、一人あたりの生産性を高めることに加え、各業
務の徹底的な効率化により人員の削減を図っていく。 

 
（２）目標の内容 
   平成 19 年度末までに 15 年度実績から約 1,000 人（10％）の人員を削減し、8,800

人以下体制を目指す 
                               （人） 

 15 年度末実績 19 年度末目標 
年度末在籍人員数 ９，８２４ ８，７５０  

 
 
 
 
 
２．設備投資額

を抑え、 
内部調達資
金以内に収
める 

 
 
 
 

 
（１）目標設定の考え方 
   将来の需要増に対応するため、当社は製造・供給基幹設備の形成、保安の確保に

向けて、今後とも設備投資を継続的に実施していくが、スペックの見直し、工法改
善によるコストダウン、購買努力を通じて、設備投資の効率化に努め、減価償却費
等内部調達資金以内に抑制することで、財務体質の改善に努めていく。 

 
（２）目標の内容 
                                      

（億円）
 15 年度実績 16 年度見通 17 年度目標 18 年度目標 19 年度目標

設備投資額 ９３７ ８９９ ９３４ ７０９ ６８４
内部調達額 １，１４６ １，１００ １，１１０ １，０８４ １，０３８

（注）・内部調達額＝附帯事業込み減価償却費＋長期前払い費用償却 
 

 
３．その他原価

低減努力 
（標準熱量の 

    引下げ） 

 
近年、ＬＰＧ価格がＬＮＧに比べて割高に推移していることを踏まえ、原料費のコス

トダウンを図る観点から、平成 17 年度下期以降に標準熱量の引下げ（46.04655MJ/ｍ３

→45MJ/ｍ３）を実施する。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．保安および

サービス水
準の向上 

 
１．保安の維持・向上 
  お客さまに快適かつ安心してガスをご利用いただくために、家庭での安全対策から

地震防災対策に至るまで、保安の維持・向上に努めていく。 
①定期的なガス設備安全点検等に加えて、ガス漏れ等の緊急時に迅速かつ最適な保安
措置がとれるように緊急出動体制を整備するなどして、各家庭の保安の確保を図っ
ていく。 

 ②地震防災は、発災後の即時供給予防停止判断と迅速な供給停止の実施による二次災
害の防止を目的として、最新の防災システムにより的確で効率的な対策を継続して
いく。（3,800 基以上の高機能地震計をもとに遠隔遮断等を行なう超高密度地震防災
システム） 

 
２．サービス水準の向上 
  多様化するお客さまのご要望に迅速かつ的確に対応していくために、システム化や

ＩＴ活用などによる業務改善や効率化を追求し、お客さま満足の向上に努めていく。
 ①お客さまお申し出対応支援システムを改善し、受付から業務処理までの高品質化を

図る。（平成 17 年度にシステム改善予定） 
 ②インターネット活用の拡充により、お客さまの利便性と業務の効率化を図る。 
  （実施済み例：開閉栓受付サービス（平成 12 年）、ネットによる問合わせ受付（14

年）、ガス料金お知らせサービス（15年）） 
 ③ガス料金の支払いに関連したサービスの充実を図る。 

（実施済み例：ガス料金のクレジットカード払い導入（16 年）） 
 

 
 



 

 

（資料２）選択約款料金表 

 

◎選択約款料金（税込・46.04655ＭＪ/ｍ３） 改定料金 現行料金 引下げ額

割引率（一般料金に対して）  ▲3％ -- -- 家庭用高効率 

給湯器契約 割引額上限 円/月 2,000.00 -- -- 

その他期 円/件、月 1,649.55 1,659.00 -9.45
基本料金 

冬期 円/件、月 2,404.50 2,415.00 -10.501 月実施 

単位料金 円/ｍ３ 93.45 98.62 -5.17

基本料金 円/件、月 724.50 -- -- 
0～20ｍ３/月 

単位料金 円/ｍ３ 130.28 -- -- 

基本料金 円/件、月 1,241.10 -- -- 
21～70ｍ３/月

単位料金 円/ｍ３ 104.46 -- -- 

基本料金 円/件、月 2,012.85 -- -- 

冬期 

(12 月～4

月) 

71ｍ３/月～ 
単位料金 円/ｍ３ 93.45 -- -- 

その他期（5月～11 月）  一般と同一 -- -- 

バス暖割・エコ割（暖らんぷらんに対して） ▲3％ -- -- 

割引額上限 円/月 2,000.00 -- -- 

セット割（暖らんぷらんに対して）  ▲6％ -- -- 

家
庭
用
ガ
ス
温
水
床
暖
房
契
約 

5 月実施 

割引額上限 円/月 4,000.00 -- -- 

割引率（一般料金に対して）  ▲3％ -- -- 家庭用燃料電池 

契約 請求金額上限 円/月 9,500.00 -- -- 

基本料金 円/件、月 735.00 735.00 0.00

その他期 円/ｍ３ 82.96 85.32 -2.36Ａ表 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 98.55 100.91 -2.36

基本料金 円/件、月 1,260.00 1,260.00 0.00

その他期 円/ｍ３ 74.56 76.92 -2.36Ｂ表 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 90.15 92.51 -2.36

基本料金 円/件、月 2,570.40 2,310.00 260.40

その他期 円/ｍ３ 61.45 66.42 -4.97

小
型
空
調
専
用
契
約 

Ｃ表 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 77.04 82.01 -4.97

基本料金 円/件、月 3,150.00 3,150.00 0.00

夏期 円/ｍ３ 79.83 83.89 -4.06
小型空調 

パッケージ契約 単位料金 
夏期以外 円/ｍ３ 107.76 113.29 -5.53

定額 円/件、月 1,890.00 1,890.00 0.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,018.50 1,197.00 -178.50Ａ表 

単位料金 円/ｍ３ 52.08 53.13 -1.05

空
調
夏
期
契
約 Ｂ表 基本料金 定額 円/件、月 11,550.00 11,550.00 0.00



 

 

 流量 円/ｍ３、月 1,018.50 1,197.00 -178.50 

単位料金 円/ｍ３ 43.14 44.19 -1.05

定額 円/件、月 47,250.00 47,250.00 0.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,018.50 1,197.00 -178.50

 

Ｃ表 

単位料金 円/ｍ３ 35.12 36.17 -1.05

定額 円/件、月 2,520.00 2,520.00 0.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 945.00 945.00 0.00

その他期 円/ｍ３ 52.95 57.15 -4.20

蒸気ボイラー 

パッケージ契約 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 63.45 67.65 -4.20

定額 円/件、月 18,585.00 17,850.00 735.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 430.50 1,050.00 -619.50

その他期 円/ｍ３ 49.75 57.67 -7.92

業務用 

季節別契約 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 60.25 68.17 -7.92

定額 円/件、月 1,260.00 1,260.00 0.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 945.00 945.00 0.00時間帯別Ａ契約 

単位料金 円/ｍ３ 64.12 64.96 -0.84

定額 円/件、月 18,900.00 18,900.00 0.00

流量 円/ｍ３、月 430.50 430.50 0.00

昼間 円/ｍ３、月 0.00 9.76 -9.76

夜間 円/ｍ３、月 0.00 5.15 -5.15

基本料金 

最大需要月 円/ｍ３、月 5.92 0.00 5.92

産業用Ａ契約 

単位料金 円/ｍ３ 44.82 44.82 0.00

定額 円/件、月 113,715.00 206,850.00 -93,135.00

流量 円/ｍ３、月 430.50 430.50 0.00

昼間 円/ｍ３、月 0.00 9.76 -9.76

夜間 円/ｍ３、月 0.00 5.15 -5.15

基本料金 

最大需要月 円/ｍ３、月 5.92 0.00 5.92

産業用Ｂ契約 

単位料金 円/ｍ３ 40.35 36.20 4.15

定額 円/件、月 319,200.00 319,200.00 0.00
（甲） 

流量 円/ｍ３、月 175.35 241.50 -66.15

昼間 円/ｍ３、月 307.59 307.59 0.00

基
本
料
金 （乙） 

夜間 円/ｍ３、月 162.40 162.40 0.00

時間帯別Ｃ契約 

単位料金 円/ｍ３ 34.10 35.15 -1.05

その他期 円/件、月 1,890.00 1,890.00 0.00
定額 

冬期 円/件、月 2,100.00 2,100.00 0.00

その他期 円/ｍ３、月 1,018.50 1,197.00 -178.50

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,289.00 2,467.50 -178.50

空
調
用
Ａ
契
約 

Ａ表 

単位料金 その他期 円/ｍ３ 52.08 53.13 -1.05



 

 

  冬期 円/ｍ３ 55.02 56.07 -1.05

その他期 円/件、月 11,550.00 11,550.00 0.00
定額 

冬期 円/件、月 12,600.00 12,600.00 0.00

その他期 円/ｍ３、月 1,018.50 1,197.00 -178.50

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,289.00 2,467.50 -178.50

その他期 円/ｍ３ 43.14 44.19 -1.05

Ｂ表 

単位料金 
冬期 円/ｍ３ 46.08 47.13 -1.05

その他期 円/件、月 47,250.00 47,250.00 0.00
定額 

冬期 円/件、月 52,500.00 52,500.00 0.00

その他期 円/ｍ３、月 1,018.50 1,197.00 -178.50

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,289.00 2,467.50 -178.50

その他期 円/ｍ３ 35.12 36.17 -1.05

 

Ｃ表 

単位料金 
冬期 円/ｍ３ 37.43 38.48 -1.05

その他期 円/件、月 47,250.00 47,250.00 0.00
定額 

冬期 円/件、月 58,800.00 58,800.00 0.00

その他期 円/ｍ３、月 430.50 535.50 -105.00

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,362.50 2,415.00 -52.50

その他期 円/ｍ３ 36.06 36.59 -0.53

空調用Ｂ契約 

単位料金 
冬期 円/ｍ３ 37.95 38.48 -0.53

定額 円/件、月 22,575.00 22,575.00 0.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,050.00 1,050.00 0.00
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 

専用契約 
単位料金 円/ｍ３ 41.08 42.45 -1.37

定額 円/件、月 18,900.00 18,900.00 0.00

流量 円/ｍ３、月 997.50 997.50 0.00基本料金 

最大需要月 円/ｍ３、月 5.77 5.77 0.00

小規模 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ契約 
単位料金 円/ｍ３ 39.38 41.22 -1.84

基本料金 円/件、月 1,575.00 1,575.00 0.00輸送向け圧縮天然 

ガス用Ａ契約 単位料金 円/ｍ３ 61.92 65.07 -3.15

定額 円/件、月 94,500.00 94,500.00 0.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 388.50 472.50 -84.00１種 

単位料金 円/ｍ３ 45.67 46.72 -1.05

定額 円/件、月 8,400.00 8,400.00 0.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 262.50 262.50 0.00

輸送向け圧縮天然 

ガス用Ｂ契約 

２種 

単位料金 円/ｍ３ 50.34 52.97 -2.63

基本料金 円/件、月 787.50 787.50 0.00
ガス灯契約 

単位料金 円/ｍ３ 56.30 57.97 -1.67

 

 

 



 

 

◎付帯契約型選択約款料金（税込・46.04655ＭＪ/ｍ３） 改定料金 現行料金 引下げ額

主契約:産業用Ａ・Ｂ契約等 従量割引 円/ｍ３ -0.53 -0.53 0.00
長期契約割引 

主契約：空調用契約 流量基本割引 円/ｍ３、月 -63.00 -63.00 0.00

従量割引 円/ｍ３ -3.15 -3.15 0.00業務用オールガス 

割引 
主契約：産業用Ａ契約 

割引額上限 円/月 42,000.00 42,000.00 0.00

高負荷率割引 主契約:産業用Ａ・Ｂ契約 従量割引 円/ｍ３ -1.05 -- -- 

高倍率割引 主契約:産業用Ｂ契約 従量割引 円/ｍ３ -2.10 -- -- 

基本割引 円/ｍ３ -2.10 -- -- 
第１種

従量割引 円/ｍ３ -6.30 -- -- 

基本割引 円/ｍ３ -2.10 -- -- 

主契約： 

産業用Ａ契約 
第２種

従量割引 円/ｍ３ -4.20 -- -- 

基本割引 円/ｍ３ -2.10 -- -- 
第１種

従量割引 円/ｍ３ -5.25 -- -- 

基本割引 円/ｍ３ -2.10 -- -- 

コージェネレーショ

ンシステムパッケー

ジ割引 
主契約： 

産業用Ｂ契約 
第２種

従量割引 円/ｍ３ -3.15 -- -- 

 


