
ガス料金について

新料金プラン及び料金改定のお知らせ

このたび、当社のガスをよりご利用いただき易くするため新料金メニューとして、下記２種類が追加される事と
   なりました。新料金メニューの申込受付開始は８月１日となります。

また、家庭用選択約款メニューの下記 料金も値下げする事となりました。こちらの適用は９月検針分（８月の
　定例検針日の翌日）からとなります。

                    
●　新料金プラン ※

・　チョー得プラン（現在、一般料金をご利用で毎月のご使用量が１０ｍ3以上のお客さま向け）

・　業務用高負荷率プラン（業務用でご使用量が多いお客さま向け）

※ 新料金メニューの適用について
①現在、当社のガスをご利用のお客さまで新規に上記料金プランをお申し込みいただいたお客さま

・適用開始日は、原則として契約成立後の最初の定例検針日の翌日からとなります。

契約成立後

最初の定例検針日

②開栓日（新たにガスをご使用開始になる日）当日またはそれまでに契約が成立している場合

●　料金値下げ ※

・　家庭用高効率給湯器プラン（エコジョーズプラン）

・　家庭用暖房プラン（あったかプラン）

　 ・　家庭用床暖房プラン（だんらんプラン）

※ 料金値下げの適用について
料金値下げ対象のお客さま

２０２０年９月検針分（８月の定例検針日の翌日）からの適用となります。

各プランの詳細は、下記をご確認下さい。

７月検針日 ９月検針日８月検針日

7月1日 8月1日 9月1日

　　　　　　現行料金            新料金

申込受付開始：８月１日

現行料金 新料金

８月１日以降開栓

7月1日 8月1日 9月1日

　　　　　ガス未使用

７月検針日

新料金

８月検針日

料金値下げの適用開始：９月検針分から



１．新料金プランのお知らせ

①．チョー得プラン

現在、一般料金をご契約の方で、毎月のご使用量が１０ｍ
3
以上のお客さまは、お得に！！

※お客さまのガスご使用量等により、上のイメージと異なる場合があります。

一般料金と比較して
一般料金

チョー得プラン

また、年間４００ｍ3のお客さまモデルケー
スの場合は、４,０８８円お得になります。

　一般料金が チョー得プランがお得
　　　　　お得！

0ｍ3 10ｍ3

【料金表（税込）】

※原料費調整制度により１ゕ月ごとに単位料金を調整いたします。

※ガス料金の算定は税込み総額表示価格に基づき計算いたします。

【計算方法】
早収料金＝（基本料金）＋（単位料金）×ご使用量（円未満切捨て）

【適用条件】

最低利用期間として当初２年間ガスの使用を継続することがお申込みの条件となります。

（注）この２年間以内に解約する場合は、一律１，０００円の解約金を申し受ける場合があります（転居等やむを得ない場合を除きます）。

【お申込み方法】
・お電話、または弊社ホームページの「インターネットからのお問い合わせ」にてお問い合わせください。
　お申込み用紙をご郵送いたします。
・お届けした申込書に必要事項を記入していただき、内容を確認させていただきましたら、契約成立とな
　ります（適用開始日は、原則として契約成立後の最初の定例検針日の翌日からとなります）。

※詳細は、「チョー得プラン定義書」をご確認下さい。

区分E ２５０ｍ3を超える場合 （５，１２５．８６円） ３，４２１．９３円 （１１３．４８円）

お問い合わせ先
京和ガス株式会社　　お客さまサービスグループ

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－１５０ー０５０
[受付時間]　　月～土曜日　９：００　～　１７：００

[休業日]　　日曜日、祝祭日等

１０７．８１円

区分D ６１ｍ3から２５０ｍ3まで （１，６９０．９２円） １，７４９．４３円 （１２７．２２円） １１４．５０円

区分C ２１ｍ3から６０ｍ3まで （１，１７３．３０円） １，２８３．２３円 （１３５．８５円） １２２．２７円

区分A ０ｍ3から１０ｍ3まで
（８７２．３０円）

９７５．９３円
（１５０．９０円）

１４０．００円

区分B １１ｍ3から２０ｍ3まで １，０２３．２３円 １３５．２７円

※　上記の値下げ額及び一般料金との差額は基準単位料金で

　算定したものです。実際に適用する単位料金は、原料費調整

1ヵ月のご使用量 　制度によって毎月調整いたします。

料金表
区分

１ゕ月の
ガスご使用量

基本料金（１ゕ月あたり）
（　）内は一般料金の基本料金

単位料金（１ｍ3あたり）
（　）内は一般料金の単位料金

　現在のご契約プランの継続をお勧めします

ガ
ス
料
金

標準家庭の平均使用量

３３ｍ
3
の場合

月間約 ３３８円 お得になります。

一般料金
チョー得
プラン

エコジョー
ズプラン

あったか
プラン

だんらん
プラン

エネファー
ムプラン

エコウィル
プラン

最低利用期間として当初２年間ガスの使用を継続することがお申し込みの条件となります。

（注）この２年間以内に解約する場合は、一律１,０００円の解約金を申し受ける場合があります（転居等やむを得ない場合を除きます）。



②．業務用高負荷率プラン

現在、業務用でご使用量が多い、一般料金をご契約のお客さまは、お得に！！

※お客さまのガスご使用量等により、上のイメージと異なる場合があります。

【料金表（税込）】

※１「実績月間稼働率」とは月間の実績使用量を契約使用可能量で除したものをいい、倍で表示する。

※２業務用特定機器使用（低輻射型機器、スチームコンベクション、業務用用途で高効率給湯器をご使用の場合）の場合は５%割引。

　　低輻射型機器：業務用厨房機器のうち、機器表面の輻射熱を空気断熱構造により抑制し、燃焼排熱を集中排気構造により

　　排気するガス機器をいいいます。

※原料費調整制度により１ゕ月ごとに単位料金を調整いたします。

※ガス料金の算定は税込み総額表示価格に基づき計算いたします。

【計算方法】
割引前早収料金＝（基本料金）＋（単位料金）×ご使用量（円未満切捨て）
割引額＝割引前早収料金×割引率（円未満切上げ）
毎月のご請求額＝割引前早収料金－割引額

【適用条件】

・契約使用可能量が６ｍ3以上であること　※１

・契約年間負荷率が７５%以上であること　※２

・契約月平均使用量が２００ｍ3以上であること　※３
使用する場合）の場合は５%割引。

（注）上記条件が未達の場合、または契約期間中に解約（当社がやむを得ないと判断した場合を除く）した場合、補償料が

　

※１　契約使用可能量：この選択約款の適用を受けるガスの使用する機器の全定格入力（キロワット）を標準熱量（メガジュール）で

　　　　　　　　　　　　除し３．６を乗じた値（少数点以下切捨て）または定義書の適用を受けるガスメーターの能力（ｍ3/ｈ）の和を

　　　　　　　　　　　　いいます。

※２　契約年間負荷率：次の算式により算定した割合をいい、「%」で表示します（少数点以下切捨）

契約年間負荷率 ＝

最大需要期：１２月使用分（１１月検針日の翌日から１２月検針日まで）から３月使用分（２月検針日の翌日から３月検針日まで）

　　　　　　　　までの４か月間をいいます。

契約年間負荷率：上記の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示します（少数点以下切捨て）

※３　契約月平均使用量：月別使用予定量の合計である契約年間使用量を１２で除した量をいいます。

【お申込み方法】
・お電話にてお問い合わせいただければ、弊社営業担当から後ほどご連絡させて頂きます。
適用条件を満たしている場合は申込書に必要事項を記入していただき、内容を確認させていただきました
ら、契約成立となります（適用開始日は、原則として契約成立後の最初の定例検針日の翌日からとなります）。

※詳細は、「業務用高負荷率プラン定義書」をご確認下さい。

年間の１ゕ月あたり平均契約使用量　×　１００

最大需要期の１か月あたり平均契約使用量

お問い合わせ先
京和ガス株式会社　　エネルギー営業グループ

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－１５０ー０５０
[受付時間]　　月～土曜日　９：００　～　１７：００

[休業日]　　日曜日、祝祭日等

１０６．１７円

区分C ５０倍を超える場合 １０５．１１円

業務用特定機器使用割引※２ 割引率 ５%

料金表
区分

１ゕ月の
実績月間稼働率（※１）

基本料金（１ゕ月あたり） 単位料金（１ｍ3あたり）

区分A ０倍から３０倍まで

４，８５０．００円

１０７．２４円

区分B ３０倍を超え５０倍まで

一般料金
業務用

高負荷率プラン
その他プラン 時間帯プラン 空調用プラン

　現在のご契約プランの継続をお勧めします

・契約使用可能量が６ｍ3以上であること ※１

・契約年間負荷率が７５％以上であること ※２

・契約月平均使用量が２００ｍ3以上であること ※３

（注）上記条件が未達の場合、または契約期間中に解約（当社がやむを得ないと判断した場合を除く）した場合、補償料

が発生します（詳しくは業務用高負荷率プラン定義書をご確認下さい）。



２．料金値下げのお知らせ

家庭用高効率給湯器プラン・家庭用暖房プラン・家庭用床暖房プランも値下げする事となり、ますますお得に
　 なりました。こちらの適用は２０２０年９月検針分（８月の定例検針日の翌日）からの適用となります。

①．家庭用高効率給湯器プラン（エコジョーズプラン）

現行料金と比較して 現行料金と比較して

【料金表（税込）】

※原料費調整制度により１ゕ月ごとに単位料金を調整いたします。　※ガス料金の算定は税込み総額表示価格に基づき計算いたします。

②．家庭用暖房プラン（あったかプラン）

現行料金と比較して 現行料金と比較して

【料金表（税込）】

A

B
C
D
E
F

※原料費調整制度により１ゕ月ごとに単位料金を調整いたします。　※ガス料金の算定は税込み総額表示価格に基づき計算いたします。

※その他期は５月分から１１月分までを、冬期は１２月分から翌年４月分までを、それぞれさします。

③．家庭用床暖房プラン（だんらんプラン）

現行料金と比較して 現行料金と比較して

【料金表（税込）】

A

B
C
D
E
F

※原料費調整制度により１ゕ月ごとに単位料金を調整いたします。　※ガス料金の算定は税込み総額表示価格に基づき計算いたします。

※その他期は５月分から１１月分までを、冬期は１２月分から翌年４月分までを、それぞれさします。

基本料金（１ゕ月あたり）
（　）内は料金値下げ前基本料金

単位料金（１ｍ3あたり）
（　）内は料金値下げ前単位料金

　だんらんプランまる割（冬期） 　だんらんプランまる割（冬期）
標準家庭の平均使用量 年間５５０ｍ3の

７１ｍ3の場合 モデルケースの場合

１２６．２３円

５０ｍ3を超える場合 （２，７３７．８２円） ２，３１０．４０円 （１０４．９２円） １０４．９２円

冬期
区分

０ｍ3から２０ｍ3まで （８７２．３０円） ８７２．３０円 （１５０．９０円） １４４．８６円

２１ｍ3から５０ｍ3まで （１，１６１．１６円） １，２４４．９０円 （１３６．４６円）

冬期
区分

０ｍ3から２０ｍ3まで （８７２．３０円） ８７２．３０円 （１５０．９０円） １４４．８６円

２１ｍ3から５０ｍ3まで （１，１９０．６９円） １，１２３．７０円 （１３４．９９円） １３２．２９円

５０ｍ3を超える場合 （３，１２２．３１円） ２，９１０．２０円 （９６．３６円） ９６．５６円

その他
期

区分

０ｍ3から２０ｍ3まで （８７２．３０円） ８７２．３０円 （１５０．９０円） １４４．８６円

月間約 １９２円 お得になります。 年間約 １,４６５円 お得になります。

２１ｍ3から６０ｍ3まで （１，８３４．６０円） １，６５６．１０円 （１０２．７９円） １０５．６７円

６０ｍ3を超える場合 （２，０９７．３８円） ２，０９１．７０円 （９８．４１円） ９８．４１円

料金表
区分

１ゕ月の
ガスご使用量

料金表
区分

１ゕ月の
ガスご使用量

基本料金（１ゕ月あたり）
（　）内は料金値下げ前基本料金

単位料金（１ｍ3あたり）
（　）内は料金値下げ前単位料金

その他
期

区分

０ｍ3から２０ｍ3まで （８７２．３０円） ８７２．３０円 （１５０．９０円） １４４．８６円

２１ｍ3から６０ｍ3まで （１，３２９．８２円） １，３１１．５０円 （１２８．０２円） １２２．９０円

６０ｍ3を超える場合 （２，３５３．４３円） ２，０２７．９０円 （１１０．９６円） １１０．９６円

月間約 ４１４円 お得になります。 年間約 ２,９６７円 お得になります。

　あったかプランまる割（冬期） 　あったかプランまる割（冬期）
標準家庭の平均使用量 年間５００ｍ

3
の

６５ｍ
3
の場合 モデルケースの場合

区分D ２５０ｍ3を超える場合 （４，７３１．９５円） ３，６１９．７０円 （１１３．８２円） １１２．６８円

区分C ６１ｍ3から２５０ｍ3まで （１，４３４．５１円） １，５３９．７０円 （１２７．０１円） １２１．００円

区分B ２１ｍ3から６０ｍ3まで （１，１２５．２８円） １，１８７．５０円 （１３２．１６円） １２６．８７円

料金表
区分

１ゕ月の
ガスご使用量

基本料金（１ゕ月あたり）
（　）内は料金値下げ前基本料金

単位料金（１ｍ3あたり）
（　）内は料金値下げ前単位料金

区分A ０ｍ3から２０ｍ3まで （８７２．３０円） ８７２．３０円 （１４４．８１円） １４２．６３円

３３ｍ3の場合 モデルケースの場合

月間約 109円 お得になります。 年間約 １,３３２円 お得になります。

　エコジョーズプランまる割 　エコジョーズプランまる割
標準家庭の平均使用量 年間４００ｍ

3
の


