
 

 
 

ガス料金の改定等について（鴻巣中南部地区） 

 

 

平成２０年３月２７日 

東京ガス株式会社 

   

 

 

当社は、本年４月１５日から鴻巣中南部地区において、供給約款・選択約款をあわせた

小口部門全体の料金を現行に比べ平均０．２７％引下げることを主な内容とする供給約款

等の変更を、本日、経済産業大臣に届出いたしました。 

 

 今回の料金改定は、「2006 年度～2010 年度 中期経営計画」で表明した経営効率化によ

る固定費のコストダウンの成果を、お客さまに還元させていただくために実施するもので

す。また、昨今の国際的なエネルギー価格の大幅な上昇に伴い、ガス料金についても原料

費調整制度に基づく値上げ調整が続いていることから、お客さまのご負担増の軽減に少し

でもお役に立つべく実施するものであります。 

 

供給約款については、平均０．２２％引下げます。また、選択約款については平均      

０．７７％引下げるとともに、地球温暖化問題へのさらなる貢献を図るため、環境に優し

い高効率なガスコージェネレーションシステム向け料金をさらにお使いいただきやすい

水準といたしました。 

なお、託送供給約款についてもあわせて見直しを行い、託送供給料金を平均４．９５％

引下げいたします。 

   

 原料価格の高騰やエネルギー市場での競合激化など、当社を取り巻く経営環境はますま

す厳しくなっておりますが、今後も引き続き経営効率化を推進するとともに、さらなるお

客さまサービスの向上と安定供給・保安の確保、地球環境問題への貢献に努め、お客さま

や株主の皆様、地域社会からのご期待とご信頼にお応えしてまいります。 
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１．料金改定の概要 

    「2006 年度～2010 年度 中期経営計画」を着実に実行する中で得られる経営効率化

を通じた固定費のコストダウン成果を織り込み、鴻巣中南部地区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０．２７％引下げいたします。 

     

２．供給約款 

    現行の供給約款料金を、平均０．２２％引下げます。 

 

（１）届出平均単価（45ＭＪ/ｍ3） 

    新料金（税抜） 現行料金（税抜） 改定率 

供給約款平均（円／ｍ３） １４４．６７円 １４４．９９円 ▲０．２２％

 

（２）標準家庭における改定額    

１か月の 

ご使用量 
新料金（税込） 現行料金（税込） 改定額 改定率 

３４ｍ３ ５，３２１円 ５，３３１円 ▲１０円 ▲０．１８％ 

※標準家庭ガス料金は、ご家庭 1件当たり平均使用量／月（2001 年度～2005 年度の 5ヶ年平均）に

基づき算定しています。 

 

【ご参考】１ヶ月に５０ｍ３お使いのご家庭における改定額    

１か月の 

ご使用量 
新料金（税込） 現行料金（税込） 改定額 改定率 

５０ｍ３ ７，４４４円 ７，４６１円 ▲１７円 ▲０．２３％
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３．選択約款 

  選択約款料金については、平均０．７７％の引下げを行います。 

地球温暖化問題へのさらなる貢献を図るため、環境に優しい高効率なガスコージェネ

レーションシステム向け料金をさらにお使いいただきやすい水準といたしました。 

 

主な選択約款料金の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 

  ご家庭でガス温水床暖房やエコウィル(ガスエンジン式コージェネレーションシス

テム)などをお使いのお客さま向けの料金です。 

 

   ①暖らんぷらん（「家庭用ガス温水床暖房契約」） 

年間ガス 

ご使用量 
新料金（税込） 現行料金（税込） 改定額 改定率 

９３０ｍ３ １２９,９００円 １３０，７３１円 ▲８３１円 ▲０．６４％ 

 

②発電エコぷらん（「家庭用コージェネレーションシステム契約」） 

年間ガス 

ご使用量 
新料金（税込） 現行料金（税込） 改定額 改定率 

１，３７１ｍ３ １６５,９６４円 １６９,８８１円 ▲３，９１７円 ▲２．３１％ 

 

上記の料金のほか、エコジョーズ（潜熱回収型高効率給湯器）をお使いのお客さま向

けの料金《湯ったりエコぷらん》や、家庭用燃料電池をお使いのお客さま向けの料金

（「家庭用燃料電池契約」）も従来どおりご用意しております。なお、家庭用燃料電池

契約については 2008 年 4 月から受付期間を１年間延長することといたします。 

 

（２）業務用・工業用のお客さま向け料金 

業務用･工業用のお客さま向けの料金です。主なものは以下のとおりです。 

 

① コージェネレーションシステムパッケージ割引 

ガスコージェネレーションシステムをお使いで、年間３万ｍ３以上のガスをご使用の

お客さま向けの付帯契約型の割引料金です。 

年間ガスご使用量 

（モデル需要） 
新料金（税込） 現行料金（税込） 改定額 改定率 

96,000ｍ３ 7,001,664 円 7,230,024 円 ▲228,360 円 ▲3.16％

＊ 産業用Ａ契約向け第３種ご利用の場合 

＊ 料金および改定額は主契約（産業用Ａ契約）との合計 
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② 業務用オールガス割引 

給湯・厨房・空調の３分野すべてでガスをご使用になっているお客さま向けの付帯契

約型の割引料金です。 

年間ガスご使用量 

（モデル需要） 新料金（税込） 現行料金（税込） 改定額 改定率 

36,000ｍ３ 2,893,644 円 3,002,004 円 ▲108,360 円 ▲3.61％

＊ 料金および改定額は主契約（産業用Ａ契約）との合計 

 

③ 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です。 

年間ガスご使用量 

（モデル需要） 新料金（税込） 現行料金（税込） 改定額 改定率 

48,000ｍ３ 3,717,100 円 3,792,100 円 ▲75,000 円 ▲1.97％

＊料金表 Bを適用の場合 

 

 

このほかにも従来どおり業務用・工業用のお客さま向けの選択約款料金をご用意してお

ります。 

 

 

 

４．託送供給約款料金 

      託送供給約款料金について、下記の通り引下げを行います。 

（東京地区他（45ＭＪ地区）） 

      

●平均単価 

    新料金（税抜） 現行料金（税抜） 改定率 

託送供給約款平均（円／ｍ３） ５．５７円 ５．８６円 ▲４．９５％
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（資料１）供給約款料金表 

 月間ご使用量 
基本料金(税込) 

（円／月)  

単位料金(税込)

（円／ｍ3） 

新料金 0m3から 20m3まで 735.00 136.45
料金表Ａ 

現行料金 0m3から 20m3まで 735.00 136.56

新料金 20m3をこえ 80m3まで 810.60 132.67
料金表Ｂ 

現行料金 20m3をこえ 81m3まで 806.40 133.10

新料金 80m3をこえ 200m3まで 894.60 131.62
料金表Ｃ 

現行料金 81m3 をこえ 204m3まで 890.14 132.07

新料金 200m3をこえ 500m3まで 936.60 131.41
料金表Ｄ 

現行料金 204m3をこえ 512m3まで 903.00 132.01

新料金 500m3をこえ 800m3まで 1,461.60 130.36
料金表Ｅ 

現行料金 512m3をこえ 818m3まで 1,430.10 130.98

新料金 800m3をこえる場合 2,301.60 129.31
料金表Ｆ 

現行料金 818m3をこえる場合 2,263.80 129.96

   （注）・各月のご使用量に応じて、Ａ～Ｆの各料金表が適用されます。 

            ・Ａ～Ｆの各料金表の適用区分の使用量についても見直しを行っております。 

・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。 

 

◎基準平均原料価格 

 

基準平均原料価格 ５３,８１０円／ｔ 

（注） 基準平均原料価格は、平成１９年１０月～１２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。 
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（資料２）選択約款料金表 

 

◎選択約款料金（税込・45ＭＪ/ｍ３） 新料金 現行料金 改定額 

割引率（一般料金に対して）  ▲3％ ▲3％ -- 家庭用高効率 

給湯器契約 割引額上限 円/月 2,000.00 2,000.00 -- 

基本料金 円/件、月 735.00 735.00 -- Ａ表 新：0ｍ３をこえ 20ｍ３まで 

 現行：0ｍ３をこえ 20ｍ３まで 単位料金 円/ｍ３ 136.45 136.56 ▲0.11

基本料金 円/件、月 877.80 848.40 29.40Ｂ表 新：20ｍ３をこえ 80ｍ３まで 

現行：20ｍ３をこえ 71ｍ３まで 単位料金 円/ｍ３ 129.31 131.04 ▲1.73

基本料金 円/件、月 1,365.00 1,285.20 79.80

冬
期
(
1
2
月
か
ら

4
月
)
 

Ｃ表 新：80ｍ３をこえる場合 

現行：71ｍ３をこえる場合 単位料金 円/ｍ３ 123.22 124.95 ▲1.73

その他期（5月～11 月）  一般と同一 一般と同一 -- 

バス暖割・エコ割（暖らんぷらんに対して）  ▲3％ ▲3％ -- 

割引額上限 円/月 2,000.00 2,000.00 -- 

セット割（暖らんぷらんに対して）  ▲6％ ▲6％ -- 

家庭用ガス 

温水床暖房契約 

割引額上限 円/月 4,000.00 4,000.00 -- 

割引率（一般料金に対して）  ▲3％ ▲3％ -- 家庭用燃料電池 

契約 請求金額上限 円/月 9,500.00 9,500.00 -- 

基本料金 円/件、月 735.00 735.00 -- Ａ表 新：0ｍ３をこえ 20ｍ３まで 

 現行：0ｍ３をこえ 20ｍ３まで 単位料金 円/ｍ３ 136.45 136.56 ▲0.11

基本料金 円/件、月 894.60 848.40 46.20Ｂ表 新：20ｍ３をこえ 80ｍ３まで 

現行：20ｍ３をこえ 71ｍ３まで 単位料金 円/ｍ３ 128.47 131.04 ▲2.57

基本料金 円/件、月 2,087.40 2,089.81 ▲2.41

冬
期
(
1
2
月
か
ら

4
月
)
 

Ｃ表 新：80ｍ３をこえる場合 

現行：71ｍ３をこえる場合 単位料金 円/ｍ３ 113.56 113.72 ▲0.16

その他期（5月～11 月）  一般と同一 一般と同一 -- 

割引率（料金表から）  ▲8％ ▲6％ ▲2 ﾎﾟｲﾝﾄ

家庭用 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 

契約 

割引額上限  4,000.00 4,000.00 -- 

基本料金 円/件、月 735.00 735.00 -- 

その他期 円/ｍ３ 101.38 101.59 ▲0.21Ａ表 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 116.62 116.83 ▲0.21

基本料金 円/件、月 1,239.00 1,260.00 ▲21.00

その他期 円/ｍ３ 92.98 93.38 ▲0.40Ｂ表 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 108.22 108.62 ▲0.40

基本料金 円/件、月 2,289.00 2,310.00 ▲21.00

その他期 円/ｍ３ 82.48 83.11 ▲0.63

小
型
空
調
専
用
契
約 

Ｃ表 
単位料金 

冬期 円/ｍ３ 97.72 98.36 ▲0.64
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定額 円/件、月 1,680.00 1,890.00 ▲210.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,288.82 1,288.82 -- Ａ表 

単位料金 円/ｍ３ 69.72 70.64 ▲0.92

定額 円/件、月 10,500.00 11,550.00 ▲1,050.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,288.82 1,288.82 -- Ｂ表 

単位料金 円/ｍ３ 60.90 61.90 ▲1.00

定額 円/件、月 46,200.00 49,350.00 ▲3,150.00
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,288.82 1,288.82 -- 

空
調
夏
期
契
約 

Ｃ表 

単位料金 円/ｍ３ 53.76 54.07 ▲0.31

定額 円/件、月 2,520.00 2,520.00
-- 

基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,026.13 1,026.13
-- 

その他期 円/ｍ３ 
72.55 73.07 ▲0.52

蒸気ボイラー 

パッケージ契約 

単位料金 

冬期 円/ｍ３ 
82.81 83.33 ▲0.52

定額 円/件、月 28,350.00 28,350.00 -- 
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 1,026.13 1,026.13 -- 

その他期 円/ｍ３ 69.48 70.01 ▲0.53
従量料金単価その１ 

冬期 円/ｍ３ 79.75 80.28 ▲0.53

その他期 円/ｍ３ 75.64 76.16 ▲0.52
従量料金単価その２ 

冬期 円/ｍ３ 85.91 86.43 ▲0.52

その他期 円/ｍ３ 78.21 78.73 ▲0.52
従量料金単価その３ 

冬期 円/ｍ３ 88.48 89.00 ▲0.52

その他期 円/ｍ３ 80.77 81.29 ▲0.52

業務用 

季節別契約 

従量料金単価その４ 
冬期 円/ｍ３ 91.04 91.56 ▲0.52

定額 円/件、月 21,000.00 28,350.00 ▲7,350.00

流量 円/ｍ３、月 1,026.13 1,026.13 -- 基本料金 

最大需要月 円/ｍ３、月 5.78 5.78 -- 

産業用Ａ契約 

単位料金 円/ｍ３ 63.00 63.03 ▲0.03

定額 円/件、月 113,715.00 113,715.00 -- 

流量 円/ｍ３、月 420.71 420.71 -- 基本料金 

最大需要月 円/ｍ３、月 5.78 5.78 -- 

産業用Ｂ契約 

単位料金 円/ｍ３ 58.73 58.83 ▲0.10
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その他期 円/件、月 1,680.00 1,890.00 ▲210.00
定額 

冬期 円/件、月 1,890.00 2,100.00 ▲210.00

その他期 円/ｍ３、月 1,360.65 1,360.65 -- 

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,411.41 2,411.41 -- 

その他期 円/ｍ３ 69.72 71.08 ▲1.36

Ａ表 

単位料金 
冬期 円/ｍ３ 70.98 71.08 ▲0.10

その他期 円/件、月 10,500.00 11,550.00 ▲1,050.00
定額 

冬期 円/件、月 11,550.00 12,600.00 ▲1,050.00

その他期 円/ｍ３、月 1,360.65 1,360.65 -- 

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,411.41 2,411.41 -- 

その他期 円/ｍ３ 60.90 62.34 ▲1.44

Ｂ表 

単位料金 
冬期 円/ｍ３ 61.32 62.34 ▲1.02

その他期 円/件、月 46,200.00 49,350.00 ▲3,150.00
定額 

冬期 円/件、月 48,300.00 54,600.00 ▲6,300.00

その他期 円/ｍ３、月 1,360.65 1,360.65 -- 

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,411.41 2,411.41 -- 

その他期 円/ｍ３ 53.76 54.30 ▲0.54

空
調
用
Ａ
契
約 

Ｃ表 

単位料金 
冬期 円/ｍ３ 53.97 54.30 ▲0.33

その他期 円/件、月 50,400.00 50,400.00 -- 
定額 

冬期 円/件、月 63,000.00 63,000.00 -- 

その他期 円/ｍ３、月 583.87 583.87 -- 

基
本
料
金 流量 

冬期 円/ｍ３、月 2,334.45 2,334.45 -- 

その他期 円/ｍ３ 54.98 55.09 ▲0.11

空調用Ｂ契約 

単位料金 
冬期 円/ｍ３ 54.98 55.09 ▲0.11

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

ガス用Ａ契約 単位料金 円/ｍ３ 77.70 78.22 ▲0.52

定額 円/件、月 8,400.00 8,400.00 -- 
基本料金 

流量 円/ｍ３、月 256.53 256.53 -- 
輸送向け圧縮天然 

ガス用Ｂ契約 
単位料金 円/ｍ３ 68.63 68.74 ▲0.11

基本料金 円/件、月 787.50 787.50 -- 
ガス灯契約 

単位料金 円/ｍ３ 75.95 76.05 ▲0.10
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◎付帯契約型選択約款料金（税込・45ＭＪ/ｍ３） 改定料金 現行料金 改定額 

主契約:産業用Ａ・Ｂ契約等 従量割引 円/ｍ３ 0.52 0.52 -- 
長期契約割引 

主契約：空調用契約 流量基本割引 円/ｍ３、月 61.58 61.58 -- 
従量割引 円/ｍ３ 3.61 3.08 0.53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 -- 

基本割引 円/ｍ３ 2.05 2.05 -- 
第１種

従量割引 円/ｍ３ 6.16 6.16 -- 
基本割引 円/ｍ３ 2.05 2.05 -- 

第２種
従量割引 円/ｍ３ 4.63 4.11 0.52 
基本割引 円/ｍ３ 2.05 2.05 -- 

主契約： 

産業用Ａ契約 

第３種
従量割引 円/ｍ３ 4.63 4.11 0.52 
基本割引 円/ｍ３ 2.05 2.05 -- 

第１種
従量割引 円/ｍ３ 5.14 5.14 -- 
基本割引 円/ｍ３ 2.05 2.05 -- 

主契約： 

産業用Ｂ契約 
第２種

従量割引 円/ｍ３ 3.08 3.08 -- 

コージェネレーション 

システム 

パッケージ割引 

産業用Ａ契約第３種 割引額上限 円/月 54,600.00 42,000.00 12,600.00
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（資料３）託送供給約款料金表 

◆ 料金表（税抜） 

［小売託送供給料金］ 

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） 177,700 円 179,700 円 115,700 円 119,700 円

流量基本料金単価（円／ｍ３） 720.00 円 786.70 円 720.00 円 786.70 円

従量料金単価  （円／ｍ３） 2.74 円 2.82 円 3.11 円 3.18 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） 177,700 円 179,700 円 115,700 円 119,700 円

流量基本料金単価（円／ｍ３） 720.00 円 786.70 円 720.00 円 786.70 円

従量料金単価  （円／ｍ３）

（４月から１１月まで） 
2.65 円 2.73 円 3.01 円 3.08 円

従量料金単価  （円／ｍ３）

（１２月から３月まで） 
3.04 円 3.12 円 3.40 円 3.47 円

   

③空調用高倍率小売託送供給料金 

 新料金 現行料金 

定額基本料金  （円／契約） 59,600 円 64,800 円

流量基本料金単価（円／ｍ３） 1,290.00 円 1,400.00 円

従量料金単価  （円／ｍ３） 3.95 円 4.02 円

 

  ④低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 

    新料金 現行料金

小売託送供給料金・季節別小売託送供給料金（円／ｍ３） 2.32 円 2.44 円

空調用高倍率小売託送供給料金（円／ｍ３） 1.26 円 1.30 円
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⑤簡易計量に係る従量料金単価減算額（①②③に共通、今回新設） 

送出地点におけるすべての計量器に負荷計測器を設置しない場合（円／ｍ３） 0.16 円

送出地点における一部の計量器に負荷計測器を設置する場合  （円／ｍ３） 0.12 円

送出地点におけるすべての計量器に負荷計測器を設置する場合 （円／ｍ３） 0.09 円

   ※簡易計量（計画値を送出量とみなすため、１時間ごとの送出量を計量する設備や通信設備が

不要となる託送供給）の場合に、託送料金の従量料金単価から上記いずれかの「簡易計量に

係る従量料金減算額」を差し引きます。 

 

 ［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） 1,400.00 円 1,475.68 円

従量料金単価  （円／ｍ３） 2.90 円 3.05 円

 

◆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 

高中圧 79.71 円 83.76 円売り渡し単価 

（円／ｍ３） 低圧 102.02 円 106.95 円

買い取り単価

（円／ｍ３） 

高中圧・低圧 平均原料価格（円／ｔ）÷100

×0.080

平均原料価格（円／ｔ）÷100

×0.081

（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。 

 


