
ガス料金メニュー 2022年１月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　0.0～  7.0　ｍ3 767.87円 (698.06円)

　 7.1～15.0  ｍ3 679.87円 (618.06円)

　　15.1～25.0  ｍ3 679.87円 (618.06円)

 25.1～ 591.87円 (538.06円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×767.87円+3m3×679.87円=9,174円 9174

 (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　0.0～  7.0　ｍ3 767.87円 (698.06円)

　 7.1～15.0  ｍ3 602.87円 (548.06円)

　　15.1～25.0  ｍ3 580.87円 (528.06円)

 25.1～ 547.87円 (498.06円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×767.87円+3m3×602.87円=9,163円 9163

 (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　0.0～  7.0　ｍ3 767.87円 (698.06円)

　 7.1～15.0  ｍ3 602.87円 (548.06円)

　　15.1～25.0  ｍ3 580.87円 (528.06円)

 25.1～ 547.87円 (498.06円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×767.87円+3m3×602.87円=8,943円 8943

 (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年1月

原料費調整単価 130.43 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年２月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 746.18円 (678.35円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 658.18円 (598.35円)

　　15.1～25.0  ｍ3 658.18円 (598.35円)

　  25.1～ 570.18円 (518.35円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×746.18円+3m3×658.18円=8,957円 8957

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 746.18円 (678.35円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 581.18円 (528.35円)

　　15.1～25.0  ｍ3 559.18円 (508.35円)

　  25.1～ 526.18円 (478.35円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×746.18円+3m3×581.18円=8,946円 8946

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 746.18円 (678.35円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 581.18円 (528.35円)

　　15.1～25.0  ｍ3 559.18円 (508.35円)

　  25.1～ 526.18円 (478.35円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×746.18円+3m3×581.18円=8,726円 8726

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年2月

原料費調整単価 108.74 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年３月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 752.12円 (683.75円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 664.12円 (603.75円)

　　15.1～25.0  ｍ3 664.12円 (603.75円)

　  25.1～ 576.12円 (523.75円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×752.12円+3m3×664.12円=9,017円 9017

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 752.12円 (683.75円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 587.12円 (533.75円)

　　15.1～25.0  ｍ3 565.12円 (513.75円)

　  25.1～ 532.12円 (483.75円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×752.12円+3m3×587.12円=9,006円 9006

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 752.12円 (683.75円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 587.12円 (533.75円)

　　15.1～25.0  ｍ3 565.12円 (513.75円)

　  25.1～ 532.12円 (483.75円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×752.12円+3m3×587.12円=8,786円 8786

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年3月

原料費調整単価 114.68 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年４月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 772.66円 (702.42円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 684.66円 (622.42円)

　　15.1～25.0  ｍ3 684.66円 (622.42円)

　  25.1～ 596.66円 (542.42円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×772.66円+3m3×684.66円=9,222円 9222

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 772.66円 (702.42円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 607.66円 (552.42円)

　　15.1～25.0  ｍ3 585.66円 (532.42円)

　  25.1～ 552.66円 (502.42円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×772.66円+3m3×607.66円=9,211円 9211

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 772.66円 (702.42円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 607.66円 (552.42円)

　　15.1～25.0  ｍ3 585.66円 (532.42円)

　  25.1～ 552.66円 (502.42円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×772.66円+3m3×607.66円=8,991円 8991

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年4月

原料費調整単価 135.22 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年5月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 803.24円 (730.22円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 715.24円 (650.22円)

　　15.1～25.0  ｍ3 715.24円 (650.22円)

　  25.1～ 627.24円 (570.22円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×803.24円+3m3×715.24円=9,528円 9528

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 803.24円 (730.22円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 638.24円 (580.22円)

　　15.1～25.0  ｍ3 616.24円 (560.22円)

　  25.1～ 583.24円 (530.22円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×803.24円+3m3×638.24円=9,517円 9517

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 803.24円 (730.22円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 638.24円 (580.22円)

　　15.1～25.0  ｍ3 616.24円 (560.22円)

　  25.1～ 583.24円 (530.22円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×803.24円+3m3×638.24円=9,297円 9297

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年5月

原料費調整単価 165.80 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年６月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 809.86円 (736.24円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 721.86円 (656.24円)

　　15.1～25.0  ｍ3 721.86円 (656.24円)

　  25.1～ 633.86円 (576.24円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×809.86円+3m3×721.86円=9,594円 9594

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 809.86円 (736.24円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 644.86円 (586.24円)

　　15.1～25.0  ｍ3 622.86円 (566.24円)

　  25.1～ 589.86円 (536.24円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×809.86円+3m3×644.86円=9,583円 9583

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 809.86円 (736.24円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 644.86円 (586.24円)

　　15.1～25.0  ｍ3 622.86円 (566.24円)

　  25.1～ 589.86円 (536.24円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×809.86円+3m3×644.86円=9,363円 9363

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年6月

原料費調整単価 172.42 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年7月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 794.11円 (721.92円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 706.11円 (641.92円)

　　15.1～25.0  ｍ3 706.11円 (641.92円)

　  25.1～ 618.11円 (561.92円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×794.11円+3m3×706.11円=9,437円 9437

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 794.11円 (721.92円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 629.11円 (571.92円)

　　15.1～25.0  ｍ3 607.11円 (551.92円)

　  25.1～ 574.11円 (521.92円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×794.11円+3m3×629.11円=9,426円 9426

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 794.11円 (721.92円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 629.11円 (571.92円)

　　15.1～25.0  ｍ3 607.11円 (551.92円)

　  25.1～ 574.11円 (521.92円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×794.11円+3m3×629.11円=9,206円 9206

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年7月

原料費調整単価 156.67 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年8月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 791.60円 (719.64円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 703.60円 (639.64円)

　　15.1～25.0  ｍ3 703.60円 (639.64円)

　  25.1～ 615.60円 (559.64円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×791.60円+3m3×703.60円=9,412円 9412

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 791.60円 (719.64円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 626.60円 (569.64円)

　　15.1～25.0  ｍ3 604.60円 (549.64円)

　  25.1～ 571.60円 (519.64円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×791.60円+3m3×626.60円=9,401円 9401

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 791.60円 (719.64円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 626.60円 (569.64円)

　　15.1～25.0  ｍ3 604.60円 (549.64円)

　  25.1～ 571.60円 (519.64円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×791.60円+3m3×626.60円=9,181円 9181

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年8月

原料費調整単価 154.16 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年9月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 781.33円 (710.30円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 693.33円 (630.30円)

　　15.1～25.0  ｍ3 693.33円 (630.30円)

　  25.1～ 605.33円 (550.30円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×781.33円+3m3×693.33円=9,309円 9309

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 781.33円 (710.30円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 616.33円 (560.30円)

　　15.1～25.0  ｍ3 594.33円 (540.30円)

　  25.1～ 561.33円 (510.30円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×781.33円+3m3×616.33円=9,298円 9298

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 781.33円 (710.30円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 616.33円 (560.30円)

　　15.1～25.0  ｍ3 594.33円 (540.30円)

　  25.1～ 561.33円 (510.30円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×781.33円+3m3×616.33円=9,078円 9078

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年9月

原料費調整単価 143.89 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年10月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 767.18円 (697.44円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 679.18円 (617.44円)

　　15.1～25.0  ｍ3 679.18円 (617.44円)

　  25.1～ 591.18円 (537.44円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×767.18円+3m3×679.18円=9,167円 9167

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 767.18円 (697.44円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 602.18円 (547.44円)

　　15.1～25.0  ｍ3 580.18円 (527.44円)

　  25.1～ 547.18円 (497.44円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×767.18円+3m3×602.18円=9,156円 9156

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 767.18円 (697.44円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 602.18円 (547.44円)

　　15.1～25.0  ｍ3 580.18円 (527.44円)

　  25.1～ 547.18円 (497.44円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×767.18円+3m3×602.18円=8,936円 8936

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年10月

原料費調整単価 129.74 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年11月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 765.13円 (695.57円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 677.13円 (615.57円)

　　15.1～25.0  ｍ3 677.13円 (615.57円)

　  25.1～ 589.13円 (535.57円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×765.13円+3m3×677.13円=9,147円 9147

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 765.13円 (695.57円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 600.13円 (545.57円)

　　15.1～25.0  ｍ3 578.13円 (525.57円)

　  25.1～ 545.13円 (495.57円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×765.13円+3m3×600.13円=9,136円 9136

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 765.13円 (695.57円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 600.13円 (545.57円)

　　15.1～25.0  ｍ3 578.13円 (525.57円)

　  25.1～ 545.13円 (495.57円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×765.13円+3m3×600.13円=8,916円 8916

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年11月

原料費調整単価 127.69 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)



ガス料金メニュー 2022年12月分

ガスコンロ一般料金  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 761.02円 (691.84円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 673.02円 (611.84円)

　　15.1～25.0  ｍ3 673.02円 (611.84円)

　  25.1～ 585.02円 (531.84円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×761.02円+3m3×673.02円=9,106円 9106

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル集合・給湯料金

＊当社が消費機器設備費用を負担しているお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 761.02円 (691.84円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 596.02円 (541.84円)

　　15.1～25.0  ｍ3 574.02円 (521.84円)

　  25.1～ 541.02円 (491.84円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,980.00円+7m3×761.02円+3m3×596.02円=9,095円 9095

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

エコスマイル給湯料金

＊ガス給湯器及び暖房器をご使用のお客様  (  )内は税抜き価格です

使用量区分 基本料金

　  　0.0～  7.0　ｍ3 761.02円 (691.84円)

　 　 7.1～15.0  ｍ3 596.02円 (541.84円)

　　15.1～25.0  ｍ3 574.02円 (521.84円)

　  25.1～ 541.02円 (491.84円)

※計算例　ご使用量が10ｍ3のお客様  (使用量に応じた従量料金の積算方式を採用しております。)

1,760.00円+7m3×761.02円+3m3×596.02円=8,875円 8875

  (小数点以下切り捨て・税込み） 

※弊社は、０.５ｍ３までは最低責任使用料金制を導入しております。

原料費調整単価

2022年12月

原料費調整単価 123.58 円/ｍ3(税込み)

※上記料金の従量料金には、この原料調整単価と改定単価を含んだ単価となります。

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,760.00円

(1,600.00円)

従量料金（ｍ3）

1,980.00円

(1,800.00円)
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