
株式会社エコログ

（ 検針分適用）

下記の通りガス従量料金単価をお知らせ致します。

◆ハッピーエネガススタンダードプラン

Ａ表 ¥145.31 ¥181.21

Ｂ表 ¥130.46 ¥166.36

Ｃ表 ¥128.26 ¥164.16

Ｄ表 ¥124.96 ¥160.86

Ｅ表 ¥116.16 ¥152.06

Ｆ表 ¥108.46 ¥144.36

◆ハッピーエネＷ割（ガス）

Ａ表 ¥145.31 ¥181.21

Ｂ表 ¥130.46 ¥166.36

Ｃ表 ¥128.26 ¥164.16

Ｄ表 ¥124.96 ¥160.86

Ｅ表 ¥116.16 ¥152.06

Ｆ表 ¥108.46 ¥144.36

◆ハッピーエネガスアドバンスプラン

Ａ表 ¥145.31 ¥181.21

Ｂ表 ¥130.46 ¥166.36

Ｃ表 ¥132.00 ¥167.90

 ● 消費税込みの単価を表示しております 

従量料金単価の算定：東京地区 株式会社エコログ

料金表
1ヶ月の 基本料金

(円/件･月)
(基準単位料金)

22年

7月検針分
ガスご使用量

調整単位料金のお知らせ

1ヶ月の
料金表 (基準単位料金)

800m3をこえる場合

0m3から20m3まで

2022年8月

¥1,797.40

¥5,977.40

ガスご使用量

500m3をこえ800m3まで

200m3をこえ500m3まで

22年

7月検針分

料金表

1ヶ月の
基本料金

(円/件･月)
(基準単位料金)

22年

7月検針分

ガスご使用量

80m3をこえ200m3まで

20m3をこえ80m3まで

0m3から20m3まで

基本料金

(円/件･月)

¥11,829.40

¥1,170.40

¥1,003.20

¥721.05

¥683.10

20m3をこえ80m3まで ¥950.40

80m3をこえ200m3まで ¥1,108.80

200m3をこえ500m3まで ¥1,702.80

500m3をこえ800m3まで ¥5,662.80

800m3をこえる場合 ¥11,206.80

0m3から20m3まで ¥721.05

20m3をこえ80m3まで ¥1,003.20

80m3をこえる場合 ¥0.00



（ 検針分適用）

下記の通りガス従量料金単価をお知らせ致します。

35.90 円/㎥【税込】

【概要】

2022年3月 ～ 2022年5月

97,630 円/t【税抜】

（トン当たり平均価格算定の前提となるLNG・LPG輸入数量および輸入価格）

トン当たり原料価格の算定

【計算根拠】

トン当たりLNG平均価格×0.9479  + トン当たりLPG平均価格×0.0546

= 96,850 円/t ×0.9479 + 106,780 円/t ×0.0546

= 97634.303

≒ 円/t   (10円未満を四捨五入)　　

原料価格変動額の算定

【計算根拠】

トン当たり原料価格－基準平均原料価格

= 97,630 円/t - 57,250 円/t

= 40,380

≒ 円/t  (100円未満切捨)

原料費調整単価(m3あたり調整額)の算定：

【計算根拠】

原料価格変動額  ÷ 100  × 0.0891

＝ 40,300 円/t÷ 100  × 0.0891 ≒ 35.90 円/㎥

消費税込（0.081×1.1) 

(調整額がプラスの時は小数点第3位を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位を切り上げ)

従量料金単価の算定：東京地区

原料費調整額（単価）のお知らせ
2022年8月

原料費調整単価：
適用期間： 2022年8月

原料価格算定期間：

トン当たり原料価格：

基準平均原料価格（円） 57,250

LNG（円） LPG（円）

2022年3月～2022年5月平均 96,850 106,780

97,630

40,300



株式会社エコログ

（ 検針分適用 ）

下記の通りガス従量料金単価をお知らせ致します。

◆ハッピーエネガススタンダードプラン

Ａ表 ¥210.52 ¥223.26

Ｂ表 ¥169.03 ¥181.77

Ｃ表 ¥164.14 ¥176.88

Ｄ表 ¥161.70 ¥174.44

Ｅ表 ¥159.41 ¥172.15

Ｆ表 ¥150.49 ¥163.23

◆ハッピーエネＷ割（ガス）

Ａ表 ¥210.52 ¥223.26

Ｂ表 ¥169.03 ¥181.77

Ｃ表 ¥164.14 ¥176.88

Ｄ表 ¥161.70 ¥174.44

Ｅ表 ¥159.41 ¥172.15

Ｆ表 ¥150.49 ¥163.23

◆ハッピーエネガスビジネスプラン

Ａ表 ¥199.99 ¥212.73

Ｂ表 ¥160.58 ¥173.32

Ｃ表 ¥155.93 ¥168.67

Ｄ表 ¥153.62 ¥166.36

Ｅ表 ¥151.44 ¥164.18

Ｆ表 ¥142.97 ¥155.71

◆ハッピーエネガスアドバンスプラン

Ａ表 ¥210.52 ¥223.26

Ｂ表 ¥169.03 ¥181.77

Ｃ表 ¥172.00 ¥184.74

従量料金単価の算定：中部地区

50m3をこえる場合 ¥0.00

(基準単位料金)

¥721.05

¥3,900.93

500m3をこえる場合 ¥6,620.37

20m3をこえ50m3まで ¥1,509.44

料金表
1ヶ月の 基本料金

(円/件･月)

22年

6月検針分ガスご使用量

0m3から20m3まで ¥759.00

20m3をこえ50m3まで ¥1,616.39

料金表

22年

6月検針分ガスご使用量

 ● 消費税込みの単価を表示しております

100m3をこえ250m3まで ¥1,869.99

250m3をこえ500m3まで ¥2,383.32

500m3をこえる場合 ¥6,398.33

1ヶ月の 基本料金

(円/件･月)
(基準単位料金)

50m3をこえ100m3まで ¥1,947.41

100m3をこえ250m3まで ¥2,240.74

250m3をこえ500m3まで

0m3から20m3まで

¥683.10

20m3をこえ50m3まで ¥1,430.00

50m3をこえ100m3まで ¥1,649.99

22年

6月検針分

料金表
1ヶ月の 基本料金

(円/件･月)
(基準単位料金)

22年

6月検針分ガスご使用量

50m3をこえ100m3まで

20m3をこえ50m3まで

0m3から20m3まで

基本料金

(円/件･月)

¥6,753.79

¥1,741.66

¥1,509.44

¥721.05

調整単位料金のお知らせ

1ヶ月の
料金表 (基準単位料金)

500m3をこえる場合

0m3から20m3まで

2022年8月

¥1,973.88

¥2,515.73

ガスご使用量

250m3をこえ500m3まで

100m3をこえ250m3まで



株式会社エコログ

（ 検針分適用）

下記の通りガス従量料金単価をお知らせ致します。

12.74 円/㎥【税込】

【概要】

2022年3月 ～ 2022年5月

97,720 円/t【税抜】

（トン当たり平均価格算定の前提となるLNG・LPG輸入数量および輸入価格）

トン当たり原料価格の算定

【計算根拠】

トン当たりLNG平均価格×0.9576  + トン当たりLPG平均価格×0.0446

= 96,850 円/t ×0.9576 + 106,780 円/t ×0.0466

= 97719.508

≒ 円/t   (10円未満を四捨五入)　　

原料価格変動額の算定

【計算根拠】

トン当たり原料価格－基準平均原料価格

= 97,720 円/t - 83,350 円/t

= 14,370

≒ 円/t  (100円未満切捨)

原料費調整単価(m3あたり調整額)の算定：

【計算根拠】

原料価格変動額  ÷ 100  × 0.0891

＝ 14,300 円/t÷ 100  × 0.0891 ≒ 12.74 円/㎥

消費税込（0.081×1.1) 

(調整額がプラスの時は小数点第3位を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位を切り上げ)

従量料金単価の算定：中部地区

2022年3月～2022年5月平均 96,850 106,780

97,720

14,300

トン当たり原料価格：

基準平均原料価格（円） 83,350

LNG（円） LPG（円）

2022年8月

原料費調整単価：
適用期間： 2022年8月

原料価格算定期間：

原料費調整額（単価）のお知らせ



株式会社エコログ

（ 検針分適用 ）

下記の通りガス従量料金単価をお知らせ致します。

◆ハッピーエネガススタンダードプラン

Ａ表 ¥246.76 ¥257.89

Ｂ表 ¥232.10 ¥243.23

Ｃ表 ¥217.80 ¥228.93

Ｄ表 ¥211.75 ¥222.88

◆ハッピーエネＷ割（ガス）

Ａ表 ¥246.76 ¥257.89

Ｂ表 ¥232.10 ¥243.23

Ｃ表 ¥217.80 ¥228.93

Ｄ表 ¥211.75 ¥222.88

◆ハッピーエネガスアドバンスプラン

Ａ表 ¥246.76 ¥257.89

Ｂ表 ¥232.10 ¥243.23

Ｃ表 ¥217.80 ¥228.93

C’表 ¥234.00 ¥245.13

従量料金単価の算定：九州

調整単位料金のお知らせ

1ヶ月の
料金表 (基準単位料金)

0m3から15m3まで

2022年8月

¥2,058.65

ガスご使用量

100m3をこえる場合

22年

7月検針分

料金表

1ヶ月の
基本料金

(円/件･月)
(基準単位料金)

22年

7月検針分

ガスご使用量

30m3をこえ100m3まで

15m3をこえ30m3まで

0m3から15m3まで

基本料金

(円/件･月)

¥1,483.90

¥1,076.35

¥867.35

¥821.70

15m3をこえ30m3まで ¥1,019.70

30m3をこえ100m3まで ¥1,405.80

 ● 消費税込みの単価を表示しております

100m3をこえる場合 ¥1,950.30

料金表

1ヶ月の
基本料金

(円/件･月)
(基準単位料金)

30m3をこえ50m3まで ¥1,483.90

50m3をこえる場合 ¥0.00

22年

7月検針分

ガスご使用量

0m3から15m3まで ¥867.35

15m3をこえ30m3まで ¥1,076.35



株式会社エコログ

（ 検針分適用）

下記の通りガス従量料金単価をお知らせ致します。

11.13 円/㎥【税込】

【概要】

2022年3月 ～ 2022年5月

97,880 円/t【税抜】

（トン当たり平均価格算定の前提となるLNG・LPG輸入数量および輸入価格）

トン当たり原料価格の算定

【計算根拠】

トン当たりLNG平均価格×0.9423 + トン当たりLPG平均価格×0.0620

= 96,850 円/t ×0.9423 + 106,780 円/t ×0.0620

= 97882.115

≒ 円/t   (10の位を四捨五入)　　

原料価格変動額の算定

【計算根拠】

トン当たり原料価格－基準平均原料価格

= 97,880 円/t - 85,350 円/t

= 12,530

≒ 円/t  (100円未満切捨)

原料費調整単価(m3あたり調整額)の算定：

【計算根拠】

原料価格変動額  ÷ 100  × 0.0891

＝ 12,500 円/t÷ 100  × 0.0891 ≒ 11.13 円/㎥

消費税込（0.081×1.1) 

(調整額がプラスの時は小数点第3位を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位を切り上げ)

従量料金単価の算定：九州

原料費調整額（単価）のお知らせ
2022年8月

原料費調整単価：
適用期間： 2022年8月

原料価格算定期間：

トン当たり原料価格：

基準平均原料価格（円） 85,350

LNG（円） LPG（円）

2022年3月～2022年5月平均 96,850 106,780

97,880

12,500


