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託送供給約款料金の改定等について 

当社は、本日の取締役会で、2019 年 3 月 29 日を実施日として、託送供給約款料

金を現行に比べて平均 0.54％引き下げること等を主な内容とする託送供給約款等

の変更を決定しました。なお、本日、経済産業大臣にこの変更の届出を行いました。 

今回の料金改定は、現行の料金が適用された 2017 年 4 月以降の経営効率化の成

果と今後のさらなる効率化努力による固定費の削減等を織り込み、託送供給約款料

金を引き下げるものです。 

当社は、今後とも、経営効率化を推進し、経営体質の一層の強化を図るとともに、

安定供給、保安の確保およびサービスの向上に努め、お客さまや社会の発展に貢献

してまいります。 

添付資料：  

別紙１ 新たな託送供給約款料金の概要 

別紙２ 託送供給約款料金表 

以 上



別紙１ 

新たな託送供給約款料金の概要 

  

 

  託送供給約款料金（以下、託送料金）を現行の水準から、平均 0.54％引き下げいたします。 

 実施日は、2019 年 3 月 29 日といたします。 

 

＜規模別の改定率＞ 

主な対象需要家 

（ ）は料金種別 
改定率 

年間～10 万 m3 

（託送Ⅰ種、託送Ⅱ種） 
▲0.30% 

年間 10 万 m3～ 

（託送Ⅲ種・託送Ⅳ種・託送Ⅴ種） 
▲1.49% 

平均 ▲0.54% 

 

 

以 上 



 

 

別紙２ 

託送供給約款料金表 

  

（１）標準託送供給料金表（税抜） 

  

① 標準託送供給料金Ⅰ種 

    
月間 

託送供給ガス量 

 
改定後料金 現行料金 

料金区分 

A 

0m3 から 

20 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 490.00 490.00 

従量料金単価 (円/m3) 77.80 78.10 

料金区分 

B 

20m3 を超え 

50 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,484.60 1,488.60 

従量料金単価 (円/m3) 28.07 28.17 

料金区分 

C 

50m3 を超え 

100 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,504.10 1,509.10 

従量料金単価 (円/m3) 27.68 27.76 

料金区分 

D 

100m3 を超え 

200 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,523.10 1,528.10 

従量料金単価 (円/m3) 27.49 27.57 

料金区分 

E 

200m3 を超え 

350 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,533.10 1,548.10 

従量料金単価 (円/m3) 27.44 27.47 

料金区分 

F 

350m3 を超え 

500 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,561.10 1,576.10 

従量料金単価 (円/m3) 27.36 27.39 

料金区分 

G 

500m3 を超え 

1,000 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,581.10 1,601.10 

従量料金単価 (円/m3) 27.32 27.34 

料金区分 

H 
1,000 m3 を超える 

定額基本料金 (円/月) 1,611.10 1,631.10 

従量料金単価 (円/m3) 27.29 27.31 

 

② 標準託送供給料金Ⅱ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

3 千 m3 を超え 

10 万 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,549.00 1,550.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 125.00 125.00 

従量料金単価 (円/m3) 13.79 13.88 

 

③ 標準託送供給料金Ⅲ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

10 万 m3 を超え 

50 万 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 4,020.00 4,220.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 270.00 270.00 

従量料金単価 (円/m3) 7.82 7.97 

 

④ 標準託送供給料金Ⅳ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

50 万 m3 を超え 

100 万 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 28,500.00 30,000.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 870.00 870.00 

従量料金単価 (円/m3) 3.63 3.70 



 

 

 

⑤ 標準託送供給料金Ⅴ種 

契約年間託送供給ガス量   改定後料金 現行料金 

100 万 m3 を超える 

定額基本料金 (円/月) 203,500.00 205,000.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 870.00 870.00 

従量料金単価 (円/m3) 1.53 1.60 

 

 

（２）導管稼働率向上促進託送供給料金表（税抜） 

  

① 導管稼働率向上促進託送供給料金Ⅰ－A 種 

    
月間 

託送供給ガス量 

 
改定後料金 現行料金 

料金区分 

A 

0m3 から 

20 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 490.00 490.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 90.00 90.00 

従量料金単価 (円/m3) 67.00 67.30 

料金区分 

B 

20m3 を超え 

50 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,484.60 1,488.60 

流量基本料金単価 （円/m3） 90.00 90.00 

従量料金単価 (円/m3) 17.27 17.37 

料金区分 

C 

50m3 を超え 

100 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,504.10 1,509.10 

流量基本料金単価 （円/m3） 90.00 90.00 

従量料金単価 (円/m3) 16.88 16.96 

料金区分 

D 
100m3 を超える 

定額基本料金 (円/月) 1,523.10 1,528.10 

流量基本料金単価 （円/m3） 90.00 90.00 

従量料金単価 (円/m3) 16.69 16.77 

※契約年間託送供給ガス量が 3千ｍ3までである場合、選択いただくことができます 

 

② 導管稼働率向上促進託送供給料金Ⅰ－B 種 

    
月間 

託送供給ガス量 

 
改定後料金 現行料金 

料金区分 

A 

0m3 から 

20 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 490.00 490.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 125.00 125.00 

従量料金単価 (円/m3) 64.20 64.50 

料金区分 

B 

20m3 を超え 

50 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,484.60 1,488.60 

流量基本料金単価 （円/m3） 125.00 125.00 

従量料金単価 (円/m3) 14.47 14.57 

料金区分 

C 

50m3 を超え 

100 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,504.10 1,509.10 

流量基本料金単価 （円/m3） 125.00 125.00 

従量料金単価 (円/m3) 14.08 14.16 

料金区分 

D 
100m3 を超える 

定額基本料金 (円/月) 1,523.10 1,528.10 

流量基本料金単価 （円/m3） 125.00 125.00 

従量料金単価 (円/m3) 13.89 13.97 

※契約年間託送供給ガス量が 3千ｍ3までである場合、選択いただくことができます 



 

 

 

③ 導管稼働率向上促進託送供給料金Ⅱ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

3 千 m3 を超え 

10 万 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 1,549.00 1,550.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 270.00 270.00 

従量料金単価 (円/m3) 11.30 11.39 

※契約年間託送供給ガス量が 3 千ｍ3 を超え、10 万ｍ3 までである場合、選択いただくことが   

できます 

 

④ 導管稼働率向上促進託送供給料金Ⅲ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

10 万 m3 を超え 

50 万 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 4,020.00 4,220.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 870.00 870.00 

従量料金単価 (円/m3) 4.22 4.32 

※契約年間託送供給ガス量が 10 万ｍ3 を超え、50 万ｍ3 までである場合、選択いただくことが   

できます 

 

 

（３）季節別託送供給料金表（税抜） 

  

① 季節別託送供給料金Ⅲ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

10 万 m3 を超え 

50 万 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 4,020.00 4,220.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 270.00 270.00 

従量料

金単価 

その他期 (円/m3) 5.35 5.42 

冬期 (円/m3) 13.50 13.84 

※ 契約年間託送供給ガス量が 10 万ｍ3 を超え、50 万ｍ3 までである場合、選択いただくことが   

できます 

※ 「その他期」とは、5月検針分から 12 月検針分までの料金算定期間をいいます 

※ 「冬期」とは、1月検針分から 4月検針分までの料金算定期間をいいます 

 

② 季節別託送供給料金Ⅳ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

50 万 m3 を超え 

100 万 m3 まで 

定額基本料金 (円/月) 28,500.00 30,000.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 870.00 870.00 

従量料

金単価 

その他期 (円/m3) 1.50 1.55 

冬期 (円/m3) 8.53 8.65 

※ 契約年間託送供給ガス量が 50 万ｍ3 を超え、100 万ｍ3 までである場合、選択いただくことが   

できます 

※ 「その他期」とは、5月検針分から 12 月検針分までの料金算定期間をいいます 

※ 「冬期」とは、1月検針分から 4月検針分までの料金算定期間をいいます 

 

 



 

 

③ 季節別託送供給料金Ⅴ種 

契約年間託送供給ガス量  改定後料金 現行料金 

100 万 m3 を超える 

定額基本料金 (円/月) 203,500.00 205,000.00 

流量基本料金単価 （円/m3） 870.00 870.00 

従量料

金単価 

その他期 (円/m3) 0.48 0.49 

冬期 (円/m3) 3.95 4.15 

※ 契約年間託送供給ガス量が 100 万ｍ3を超える場合、選択いただくことができます 

※ 「その他期」とは、4月検針分から 11 月検針分までの料金算定期間をいいます 

※ 「冬期」とは、12 月検針分から 3月検針分までの料金算定期間をいいます 

 

 

（４）ガス灯託送供給料金（税抜） 

 改定後料金 現行料金 

基本料金 (円/月) 234.00 234.90 

基準単位料金 （定格料金） (円/m3) 2,017.00 2,023.00 

   ※ ガス灯（光源としてガスを使用する照明機器をいいます）を設置する需要に対する託送供給

の場合、選択いただくことができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（５）圧別加減算料金表（税抜） 

 

① 中圧託送供給割引料金表（Ⅰ種およびⅡ種） 

・Ⅰ種およびⅡ種の託送料金表（標準Ⅰ～Ⅱ種、稼働率向上Ⅰ-A種・Ⅰ-B 種・Ⅱ種）を選択い

ただいた場合で、かつ、払出地点の圧力が中圧である場合は、適用する託送料金表（標準Ⅰ

種等）に基づき算定した託送料金額から、下表に基づき算定した額を割り引きます。 

    
月間 

託送供給ガス量 

 
改定後料金 現行料金 

料金区分 

A 

0m3 から 

20 m3 まで 

基本料金 (円/月) 200.12 189.54 

従量料金単価 (円/m3) 32.21 32.13 

料金区分 

B 

20m3 を超え 

1,000 m3 まで 

基本料金 (円/月) 606.71 599.47 

従量料金単価 (円/m3) 11.88 11.63 

料金区分 

C 
1,000m3 を超える 

基本料金 (円/月) 10,570.00 10,370.00 

従量料金単価 (円/m3) 1.92 1.86 

 

② 低圧託送供給加算料金表（Ⅲ種からⅤ種） 

・Ⅲ種からⅤ種の託送料金表（標準Ⅲ～Ⅴ種、稼働率向上Ⅲ種、季節別Ⅲ～Ⅴ種）を選択いた

だいた場合で、かつ、払出地点の圧力が低圧である場合は、適用する託送料金表（標準Ⅲ種

等）に基づき算定した託送料金額に、下表に基づき算定した額を加算します。 

    
月間 

託送供給ガス量 

 
改定後料金 現行料金 

料金区分 

A 

0m3 から 

20 m3 まで 

基本料金 (円/月) 200.12 189.54 

従量料金単価 (円/m3) 32.21 32.13 

料金区分 

B 

20m3 を超え 

1,000 m3 まで 

基本料金 (円/月) 606.71 599.47 

従量料金単価 (円/m3) 11.88 11.63 

料金区分 

C 
1,000m3 を超える 

基本料金 (円/月) 10,570.00 10,370.00 

従量料金単価 (円/m3) 1.92 1.86 

 

③ 高圧託送供給割引料金表 

・Ⅲ種からⅤ種の託送料金表（標準Ⅲ～Ⅴ種、稼働率向上Ⅲ種、季節別Ⅲ～Ⅴ種）を選択いた

だいた場合で、かつ、払出地点の圧力が高圧である場合は、適用する託送料金表（標準Ⅴ種

等）に基づき算定した託送料金額から、下表に基づき算定した額を割り引きます。 

 改定後料金 現行料金 

流量基本料金単価 (円/m3) 279.22 242.92 

従量料金単価 (円/m3) 0.56 0.56 

 
以 上 


