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平成 30 年７月のガス料金について 

（新潟・長岡・三条地区） 

 

平成３０年５月３０日 

北陸ガス株式会社 

 

北陸ガス株式会社は、平成３０年７月検針分に適用する従量料金単価を、別紙の

とおり、平成３０年６月検針分に比べて、新潟地区、川口地区は１㎥あたり    

＋０．２６円(税込)、長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区、三条地区、栃尾

地区は１㎥あたり＋０．２５円(税込)調整させていただきます。 

 

これは、平成３０年２月～平成３０年４月のＬＮＧおよびプロパン平均価格(貿易

統計値)により算定された平均原料価格による原料費調整を行うものです。 

 

標準的なご家庭(月間のガスご使用量が、新潟地区、川口地区は４０㎥、長岡地区、

越路地区、三島地区・与板地区は４１㎥、三条地区、栃尾地区は４２㎥の場合)では、   

平成３０年６月適用料金と比べて１カ月あたり、新潟地区、長岡地区、越路地区、

三島地区・与板地区、三条地区、栃尾地区は１０円(税込)、川口地区は１１円(税込)

の引き上げとなります。 

 

なお、平成３０年７月検針分に適用する料金につきましては、当社の本社および

支社等の店頭での掲示や、検針時に各戸にお届けする「ガス使用量のお知らせ  

（検針票）」等で、あらかじめお知らせいたします。 

以 上 

 

＜お問い合わせ先＞ 

北陸ガス株式会社 

企画グループ 星野 

TEL 025-245-2214 



 2 / 4 

 

＜別 紙＞ 

料 金 表 （平成３０年７月） 

 

● 供給約款料金(各月のご使用量に応じてＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄいずれかの料金表が適用されます) 

平成３０年６月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり、新潟地区、川口地区は

＋０．２６円（税込）、長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区、三条地区、栃尾地区は      

＋０．２５円（税込）調整させていただきます。なお、基準従量料金単価に対して、新潟地区で

は＋１１．１５円(税込)、長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区では＋１０．６１円（税込)、

三条地区、栃尾地区では＋１０．３４円（税込) 、川口地区では＋１０．８８円(税込)調整して

料金を算定いたします。 

また、基本料金は変わりません。 

 

①新潟地区（４５メガジュール／㎥）                         （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１８㎥まで ５６１.６０円 １４３.００ 円 

料金表Ｂ １８㎥超～９３㎥まで ８４１.３２円 １２７.９４ 円 

料金表Ｃ ９３㎥超～３２５㎥まで １,０００.０８円 １２６.２６ 円 

料金表Ｄ ３２５㎥超～ ３,２２２.７２円 １１９.４２ 円 

 

②長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（４３メガジュール／㎥）       （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１９㎥まで ５６１.６０円 １３６.６０円 

料金表Ｂ １９㎥超～９７㎥まで ８４１.３２円 １２２.２０円 

料金表Ｃ ９７㎥超～３４０㎥まで １,０００.０８円 １２０.６０円 

料金表Ｄ ３４０㎥超～ ３,２２２.７２円 １１４.０６円 

 

③三条地区、栃尾地区（４２メガジュール／㎥）                 （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１９㎥まで ５６１.６０円 １３３.４０円 

料金表Ｂ １９㎥超～９９㎥まで ８４１.３２円 １１９.３４円 

料金表Ｃ ９９㎥超～３４８㎥まで １,０００.０８円 １１７.７７円 

料金表Ｄ ３４８㎥超～ ３,２２２.７２円 １１１.３９円 

 

④川口地区（４３．９５３５メガジュール／㎥）                 （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 従量料金（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１８㎥まで ５６１.６０円 １３９.６６円 

料金表Ｂ １８㎥超～９５㎥まで ８４１.３２円 １２４.９５円 

料金表Ｃ ９５㎥超～３３２㎥まで １,０００.０８円 １２３.３１円 

料金表Ｄ ３３２㎥超～ ３,２２２.７２円 １１６.６３円 

 

【ガス料金の計算式】 

１カ月のガス料金 ＝ 基本料金＋ガス使用量×従量料金単価 

（上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 



 3 / 4 

 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 
 

①新潟地区（４５メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成３０年７月料金 平成３０年６月料金 増減額 増減率 

４０㎥ ５,９５８円 ５,９４８円 ＋１０円 ＋０.１７％ 

 

②長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（４３メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成３０年７月料金 平成３０年６月料金 増減額 増減率 

４１㎥ ５,８５１円 ５,８４１円 ＋１０円 ＋０.１７％ 

 

③三条地区、栃尾地区（４２メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成３０年７月料金 平成３０年６月料金 増減額 増減率 

４２㎥ ５,８５３円 ５,８４３円 ＋１０円 ＋０.１７％ 

 

④川口地区（４３．９５３５メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 平成３０年７月料金 平成３０年６月料金 増減額 増減率 

４０㎥ ５,８３９円 ５,８２８円 ＋１１円 ＋０.１９％ 

※標準家庭のガスご使用量は、当社におけるご家庭１件・１カ月あたり平均（平成２３年度～ 

２７年度の５年間平均）に基づいております。 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 
 

 
平成３０年２月～平成 
３０年４月原料価格 

平成３０年１月～平成 
３０年３月原料価格 

基準平均原料価格 

ＬＮＧ平均価格 
(貿易統計値) 

５２,０６０円／ｔ ５１,３３０円／ｔ ３７,９６０円／ｔ 

プロパン平均価格 
(貿易統計値) 

５８,８３０円／ｔ ６３,１６０円／ｔ ３８,３５０円／ｔ 

平均原料価格 ４５,５２０円／ｔ ４５,２２０円／ｔ ３２,８８０円／ｔ 

 

■平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 2月～平成 30年 4月貿易統計値）×０.７９８７ 

+プロパン平均価格（平成 30年 2月～平成 30年 4月貿易統計値）×０.０６６９ 

＝５２，０６０円／t×０.７９８７＋５８，８３０円／t×０.０６６９ 

＝４５,５１６.０４９円／t 

↓（10円未満四捨五入） 

４５,５２０円／t 

  

■原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

＝４５,５２０円／t－３２,８８０円／t 

＝１２,６４０円／t   

↓（100円未満切捨て） 

１２,６００円／t 
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■調整額(１㎥あたり)の算定 

＜新潟地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０８２円×（１＋消費税率） 

＝１２,６００円／１００円×０.０８２円×１.０８ 

＝１１.１５８５６円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

１１.１５円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８８５６円（０.０８２円に

１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋１１.１５円(税込)調整します。 

●平成３０年６月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり＋０.２６円(税込) 

調整させていただきます。 

 

＜長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７８円×（１＋消費税率） 

＝１２,６００円／１００円×０.０７８円×１.０８ 

＝１０.６１４２４円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

１０.６１円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８４２４円（０.０７８円に

１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋１０.６１円(税込)調整します。 

●平成３０年６月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり＋０.２５円(税込)   

調整させていただきます。 

 

＜三条地区、栃尾地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７６円×（１＋消費税率） 

＝１２,６００円／１００円×０.０７６円×１.０８ 

＝１０.３４２０８円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

１０.３４円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８２０８円（０.０７６円に

１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋１０.３４円(税込)調整します。 

●平成３０年６月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり＋０.２５円(税込)   

調整させていただきます。 

 

＜川口地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０８０円×（１＋消費税率） 

＝１２，６００円／１００円×０.０８０円×１.０８ 

＝１０.８８６４０円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

１０.８８円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８６４０円（０.０８０円に

１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋１０.８８円(税込)調整します。 

●平成３０年６月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり＋０.２６円(税込)   

調整させていただきます。 

 


