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楽天ガス 料金メニュー 【東京地区等】

東京ガスの一般料金プランに相当します。
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プラン 楽天ガス supplied by 東京ガス プランS

項目

料金表
ガス使用量

基本料金（税込） 基準単位料金（税込）

円/月 円/㎥

料金表A 0 ㎥から 20 ㎥まで 759.00 145.31

料金表B 20㎥をこえて 80 ㎥まで 1,056.00 130.46

料金表C 80 ㎥をこえて 200 ㎥まで 1,232.00 128.26

料金表D 200 ㎥をこえて 500 ㎥まで 1,892.00 124.96

料金表E 500 ㎥をこえて 800 ㎥まで 6,292.00 116.16

料金表F 800 ㎥をこえる場合 12,452.00 108.46



楽天ガス 料金メニュー 【群馬地区】

東京ガスの一般料金プランに相当します。

3

プラン 楽天ガス supplied by 東京ガス プランS

項目

料金表
ガス使用量

基本料金（税込） 基準単位料金（税込）

円/月 円/㎥

料金表A 0 ㎥から 24 ㎥まで 759.00 147.23

料金表B 24 ㎥をこえて 500 ㎥まで 1,296.10 125.68

料金表C 500 ㎥をこえる場合 7,612.30 113.06



従量料金

楽天ガス ガス料金計算方法

【計算例】

東京ガスエリア（東京地区）で、1月のガス使用量が60m3のお客さまのガス料金（楽天ガス supplied by 東京ガス プランSの場合）

月々のガス料金は、ガス使用量に応じて決まる料金表を利用し、基本料金と単位料金を適用して計算します。

項目 # 区分・単位 金額（税込）

基本料金 ➀ 1契約につき 1,056円00銭

従量料金 ➁ 1m3につき
7,608円00銭 （ = ｛130円46銭-3円66銭｝x 60m3）
※当該月分の単価にもとづき算定いたします。
※原料費調整額が-3円66銭/m3の場合

合計（ガス料金） ③ ➀+➁（円未満切捨て） 8,664円
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ガス料金 基本料金

※ガス料金は1円未満を切り捨てます。
※内消費税等相当額は次の算式で算定します。【内消費税等相当額＝ガス料金× 消費税率÷（1＋消費税率）】

単位料金

ガスご使用量基準
単位料金

原料費
調整額

＋
ー



1. 原料費調整額の算定

❶平均原料価格の算定

原料であるLNGとLPGの平均原料価格を算定します。

平均原料価格＝LNG平均価格（円／トン）× 0.9479 ＋ LPG平均価格（円／トン）× 0.0546

※10円未満は四捨五入します。

❷平均原料価格の変動額を算定

平均原料価格と基準となる原料価格（基準平均原料価格）との変動額を算定します。

※100円未満は切り捨てます。

❸調整額を算定

原料価格の変動額100円につき単位料金を1m3あたり 0.081円調整します。

0.081円×❷の原料価格変動額／100×（1+消費税率）

※増額調整の場合：小数第3位以下を切り捨てます。

※減額調整の場合：小数第3位以下を切り上げます。

❹単位料金へ反映します

毎月の単位料金（1m3あたりの単価）は、あらかじめ定めた基準単位料金に、原料費調整による調整額を
加算または差し引きし算定します。

楽天ガス 原料費調整額
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項目 東京地区等 群馬地区

a LNG構成比率 0.9479 0.9206

b LPG構成比率 0.0546 0.0405

c
基準平均原料価格

(円/トン）
57,250 54,870

d

上限値
（基準平均原料価格の

160%)
(円/トン）

156,200 149,570

e 換算係数 0.081 0.078

a

b

c

d

e

▼地区別の係数

aからeの係数は、地区別に異なります。各地区の数値は下表のとおりです。

▼平均原料価格の変動額の調整のイメージ

• 平均原料価格が基準平均原料価格を上回る
場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調
整をおこないます。

• 料金の大幅な変動を避けるため、平均原料価
格が基準平均原料価格の160%を調整上限
値に設定しています。

• 基準平均原料価格は、その地区に料金表を
適用した時点での平均原料価格です

平均原料価格

基準平均
原料価格c

d 上限値

Case 1 Case 2 Case 3

上限値での
プラス調整

プラス調整

マイナス調整

a

e

ｂ



２. 原料価格の算定期間とガス料金への反映時期

適用対象となる料金算定期間 適用する調整単位料金

算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する期間 前年8月から10月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が2月1日から2月28日（うるう年は2月29日）に属する期間 前年9月から11月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する期間 前年10月から12月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する期間 前年11月から当年1月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する期間 前年12月から当年2月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する期間 当年1月から当年3月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する期間 当年2月から当年4月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する期間 当年3月から当年5月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する期間 当年4月から当年6月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する期間 当年5月から当年7月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する期間 当年6月から当年8月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する期間 当年7月から当年9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

楽天ガス 原料費調整額
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前頁❷の変動額を算定するにあたって、貿易統計にもとづく3ヶ月の平均原料価格と、基準となる原料価格（基準平均原料価格）を比較し、その変動分について、算定期間の最終月から3ヶ月後の検針分に
反映いたします。



3. 本約款の実施に伴う移行措置（群馬地区）

楽天ガス 原料費調整額
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本約款の実施に伴う移行措置として，「（別表第3）2 単位料金の調整」(1)にて算定した【群馬地区】の調整単位料金から，以下の単価を差し引きます。

2023年5月適用 1 立方メートルにつき 42.75 円 (消費税等相当額を含みます)

2023年6月適用 1 立方メートルにつき 34.20 円 (消費税等相当額を含みます)

2023年7月適用 1 立方メートルにつき 25.65 円 (消費税等相当額を含みます)

2023年8月適用 1 立方メートルにつき 17.10 円 (消費税等相当額を含みます)

2023年9月適用 1 立方メ ートルにつき 8.55 円 (消費税等相当額を含みます)
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