
　　

グループ経営理念

快適で豊かなくらしの創造と

地球にやさしい環境づくりに貢献する

総合エネルギーグループを目指す

SDGs 実現に向けて 

2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」が開催され、
「持続可能な開発のための 2 0 3 0アジェンダ」が採択されま
した。このアジェンダでは、人間、地球および繁栄のための行
動計画として、17のゴールと 169のターゲットで構成された
「持続可能な開発目標（SDGs）」が掲げられています。
当社グループは事業活動を通じて SDGs実現に向け貢献

してまいります。

日本海ガス絆ホールディングスグループの

事業内容

GAS ENERGY
ガス事業

地域の産業と生活基盤を支える 
分散型エネルギーシステムの普及 ーーーーーーーーーーーーー 16

快適で豊かな暮らしの実現にむけて ーーーーーーーーーーー 18

INVISIBLE VALUE　 
見えない価値 安定供給  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー20

         　 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 14 

SUPPORT SOCIETY
インフラ整備事業                                 　  ーーーーーーーーーーーーー  22 

新たな領域への挑戦
CHALLENGE TO NEW FIELDS

                                            ーーーーーーーーーー  30 

TOTAL LIFE SUPPORT
トータルライフ事業

お客さま満足（CS）向上への取り組み ーーーーーーーーーー28

                                          ーーーーーーーーーーー  26 

TOTAL ENERGY
総合エネルギー事業                                           ーーーーーーーーーー  24 
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お客さま件数
（TG+LP） 件97,5212019年12月末

都市ガス販売量
千㎥121,972 2019年

LPガス販売量 t44,479 2019年

供給エリアLPガス

供給エリア都市ガス

単位：km

導管総延長

2015年 1,468.2

2016年 1,478.1

2017年 1,479.5

2018年 1,488.3

2019年 1,489.8

本支管延長

販売量とお客さま戸数都市ガス 販売量とお客さま戸数LPガス
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販売量
単位：t

戸数
単位：戸

43,89143,891 43,90943,909 44,62744,627 44,78544,785 44,47944,479

35,53935,539 35,42435,424 35,60135,601 35,90535,905 36,07336,073

販売量 戸数

200,000
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100,000

50,000
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80,000

60,000
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0
2015 20182016 20192017

販売量
単位：千㎥（45MJ）

戸数
単位：戸

102,829102,829 103,432103,432 108,816108,816 115,752115,752 121,972121,972

63,41163,411 62,84262,842 62,26262,262 61,98161,981 61,44861,448

販売量 戸数

GAS ENERGY
「快適で豊かなくらしの創造と地球にやさしい環
境づくりに貢献する総合エネルギーグループを目
指す」というグループ経営理念のもと、クリーンで
環境特性に優れた天然ガス・LPガスの普及拡大に
努めると共に、「ガスのある快適な暮らし」をみな
さまにお届けすることに日々精進しております。

ガス事業
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GHP普及状況 コージェネレーションシステム普及状況

都市ガス
設置先需要家 能力：kW 稼働開始

アイシン軽金属㈱ 5,730kW 2005年 11月

日本海ガス 本社 25kW 2015年 3月

TOYAMA キラリ 35kW 2015年 6月

日本海ガス ショールーム Prego 5kW 2016年 4月

とよた保育園 10kW 2016年 7月

富山市立豊田公民館 5kW 2017年 10月

都市ガス
設置先需要家 能力：HP 稼働開始

富山産業展示館新展示場（西館） 400HP 2018年 9月

富山西リハビリテーション病院 330HP 2018年 10月

富山西総合病院 603HP 2018年 10月

片山学園初等科 67HP 2019年 3月

富山県立大学看護学部教育棟 373HP 2019年 8月

富山市立豊田公民館 様 富山市立小中学校空調整備事業

2017年 10月稼働開始日

安全安心で環境と共生する 
街づくりに向けて
富山市の「セーフ＆環境スマートモデル街区整備事業」に

参画しました。当街区は、公民館や保育園、戸建住宅21戸
で構成され、全ての建物にガスコージェネレーションシステ
ム（戸建住宅はエネファーム）、太陽光発電、蓄電池が導入
されました。耐震性に優れた都市ガス導管で防災性を強化
の上、一次エネルギー消費量が実質ゼロになる「ネット・ゼ
ロ・エネルギータウン」を目指しています。

子どもたちが安心して 
教育を受けられる環境作り
富山市立小中学校空調整備事業では、GHP（中学校７

校：747馬力、小学校11校：計 96 0馬力）をご採用いただ
きました。BCP対策の一環として、都市ガスの供給が途絶
した場合を想定し、GHP室外機の側に LPガス容器スタン
ドを設置し、非常時の対応も考慮しています。また、遠隔監
視システム（スカイリモート）もエネルギーの「見える化」「省
エネルギー」の実現に寄与しています。

地域の産業と生活基盤を支える 
分散型エネルギーシステムの普及

総合エネルギーグループとして、地域のレジリエンス（強靭性）向上
と低炭素化を推進しています。ショールーム Pregoに自家消費型
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を設置しました。この事業は県
内民間事業者として初めて、環境省の「地域の防災・減災と低炭素
化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」に
採択されました。

脱炭素・低炭素化への貢献
ショールーム Prego屋上に設置した太陽光発電設備で

発電した電気は、売電することなく、ショールーム館内で自
家消費しています。電気の購入量を削減することで、温室
効果ガスの排出量を減らし、脱炭素化・低炭素化に貢献し
ています。

レジリエンスの強化
リチウムイオン蓄電池ユニットによって災害等による停

電時でも LED照明やコンセントが使用できます。
ショールーム Pregoは富山市の「災害時等協力事業所
登録制度」に基づき、市民の一時避難場所として登録され
ています。既設のガス発電設備（ガスコージェネレーション）
に加えて太陽光発電設備と蓄電池を導入したことによって、
さらなるレジリエンスの強化に繋げています。

充電可能充電可能

停電停電

ショールームPregoでは停電時も電気を使用できます！

日本海ガス ショールーム で

太陽光発電＋蓄電池 2019年 12月

運用開始の

日本海ガス絆ホールディングスグループは、
地域のレジリエンス向上と低炭素化を推進し、
SDGs実現に向けて積極的に取り組んでいきます。

中圧ガス管地震に強い都市ガス

停電

既存の設備

電源自立型空調
GHP

（ガスヒートポンプエアコン）

ガス発電設備
（ガスコージェネレーション)

電気 お湯 冷房暖房 電気

停電・悪天候・夜間時  蓄電池から

晴
天
時  

蓄
電
池
に
充
電

11.7kW 11.2 kWh 

自家消費型
太陽光発電設備

リチウムイオン
蓄電池ユニット  

Roof 2F

ショールームPrego に増設した太陽光発電設備の電
力をを館内で自家消費することで、電気の購入量を削
減します。火力発電でつくられた電気の購入を抑える
ことで、温室効果ガスの排出を減らし、脱炭素化・低
炭素化に貢献します。

太陽光発電電力の自家消費で
CO2排出を削減

脱炭素化・低炭素化への貢献

環境省の「地球温暖化対策事
業効果算定ガイドブック」（平成
29年２月）を参照
商用電力のCO2排出係数を
0.579kgCO2/kWhとして計算

これまで これから

電気の購入量

購入
電力

購入
電力

火力発電

CO2
発電した
電気を
自家消費 年間

CO2削減

5.41t

ショールーム Prego は富
山市の「災害時等協力事業
所登録制度」に基づき、災
害時の避難場所として登録
されました。館内の防災エ
リアには、停電時でも蓄電
池から電気を供給できます。

充電可能

大規模停電が発生しても
照明・コンセントが使える

地域のレジリエンス強化

停電

﹇
環
境
省
﹈
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
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事
業
費
等
補
助
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炭
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立
・
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型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
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等
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入
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進
事
業

県内民間
事業者として
初の採択

電気の購入量

これまで これから

購入
電力

購入
電力

火力発電

CO2
発電した
電気を
自家消費

年間
CO2削減

5.41t

環境省の「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」（平成29年２月）を参照。
商用電力のCO2排出係数を0.579kgCO2/kWhとして計算

ショールーム Prego
太陽光発電システム

ガスはお客さまの暮らす地域の産業、そして生活を支える重要なエネルギーインフラの 1つです。昨今頻発している甚大災害
に備え、エネルギーのベストミックスを図ることで、リスク分散を図ることができます。
コージェネレーションシステムは、都市ガスや LPガスで電気と熱を同時に供給するシステムです。発電した電気と排熱の両方

を無駄なく利用することにより、省エネルギー、CO2削減に大きく寄与します。また、停電時でも起動できるブラックアウト対応
仕様の機種も登場しています。

GHPはガスエンジンとヒートポンプによって冷暖房を行う空調システムです。ガスエンジン排熱を有効利用した省エネ、電力
ピークカットを達成します。教育現場への導入も進み、快適な学習環境の提供を通じて、高度な教育の提供にも貢献しています。
当社グループではお客さまのニーズにマッチしたコージェネレーションシステム、ガス空調システムを提案し、レジリエンスと
低・脱炭素の両立を推進しています。
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機器販売台数

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2015 20182016 20192017

単位：台
単位：台

機種 2015 2016 2017 2018 2019

エネファーム 66 94 145 160 160

エコジョーズ 1,373 1,513 1,663 1,749 1,775

  Si センサー付 
テーブルコンロ

1,347 1,321 1,110 1,067 871

  Si センサー付 
ビルトインコンロ

1,545 1,750 1,555 1,456 1,558

コンロ合計 2,892 3,071 2,665 2,523 2,429

エネファーム
電気とお湯を同時につくる 
新しいエネルギーシステム
エネファームはガスから取り出した水素と空

気中の酸素との化学反応で発電します。発生し
た電気は、家庭用の交流に変換され、分電盤で
電力会社の電気と一緒になって、お部屋まで届
けられます。発電の際に生じた熱によってつく
られたお湯は、浴室やキッチン、洗面所に活用。
また、急な来客などでたくさんのお湯が必要に
なった時も安心。バックアップ用の熱源機がお
湯切れをカバーしてくれます。発電の際にタン
クに貯めたお湯の熱も床暖房へ利用できるの
で熱効率がアップします。

エコジョーズ
排気熱を有効利用し 
お湯を沸かす
エコジョーズは、これまでより少ないガスで効

率よくお湯を作れる給湯器です。お湯をつくる
時に発生する高温の熱を、これまでのように空
気中に捨てるのではなく、機械の中で再利用し
てお湯をつくる際の「もったいない」をなくした
給湯器です。

お湯を作りながら
電気をつくる

災害にも強い 床暖房との
相性抜群

電気が8日間使える！ 
（500Wの電気）

停電

貯湯のお湯（水）が 
使える！断水

床暖房の採用を
検討している方に

オススメ！！

電気料金が
抑えられて
経済的！

発電時に出る熱を 
床暖房に利用できるため、

別途熱源機が
不要！

ってエネファーム
どんなもの？

暮らしに役立つエネルギーシステム
自分の家 でつくって、使う

から とをガス 電気 お湯

エコジョーズは排気熱を有効利用し
お湯を沸かすことができます！

約約5050℃℃
排気ロス排気ロス5%%

一次熱一次熱
交換器交換器

二次熱二次熱
交換器交換器

給湯ガス給水

空気
排
水

約約15001500℃℃

バーナー

約約200200℃℃

❶

❷

��約1500℃の熱により
一次熱交換器を加熱

熱利用

一次熱交換器で�一次熱交換器で�
約200℃になった排約200℃になった排
気の熱を二次熱交換器気の熱を二次熱交換器
で再利用で再利用

熱利用

95
熱効率

%

排熱
を

再利用

一次熱交換器一次熱交換器

給湯ガス給水

空気

約約15001500℃℃

バーナー

約約200200℃℃

従来品

従来品は、
排気熱を捨てていました

快適で豊かな暮らしの 
実現にむけて

Siセンサーコンロ
Siセンサーコンロとは

Siセン サーコンロ は、安 心 機 能
（Safety）と便利機能（Support）を充実
させるため、すべてのバーナーに一歩進ん
だ賢い（intelligent）温度センサーを搭
載したコンロです。

火災件数の減少に貢献
Siセンサーコンロの普及が進んでいく

につれて、火災件数については減少して
いき、2 017年にはピーク時の半数以下と
なりました。（消防庁データより）

当社グループでは人と地球にやさしいエネルギー供給、
お客さまとの交流を図り、快適で豊かな暮らしの実現を目
指しております。
都市ガスはメタンを主成分とする天然ガスが原料で二酸
化炭素の排出量が少ないクリーンエネルギーとして注目さ
れています。
近年、国を挙げて二酸化炭素排出の削減に取り組んでい
る中、天然ガスのもつ特性を生かし、都市ガスを拡販するこ
とによって、環境面からも地域社会に貢献しています。
ＬＰガスも天然ガスと同様に二酸化炭素の排出量が少な

く、燃焼時の排出ガスも極めてクリーンなエネルギーです。
昨今、頻発している自然災害時においても、復旧の早い

「分散型エネルギー」として注目されております。
住み続けられる街づくりのための安心・安全の確保と災

害対策、災害に強い強靭なガス導管網や供給体制の整備・
拡充、当社グループが持続的に成長するため、ガスからライ
フへ「総合エネルギーグループ」へのさらなる進化を追及し、
エネルギーベストミックスを図りながら、地域のあらゆる生
活面での快適で豊かなくらしを提供します。

出所：ガスコンロ火災の件数推移（消防庁 消防白書より）

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ガ
ス
コ
ン
ロ
火
災
件
数

52145214件件

27022702件件
26092609件件

Siセン
サーコ

ンロ
普及
台数

ガスコンロ火災の件数推移

火災事故は、ピーク時の
半分以下まで減少しています。Siセンサーコンロ販売開始
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工場の保安体制
万一の火災発生に備え自衛消防組織を編成し、定期的に
初期消火活動の訓練を行い防災に努めています。自衛消
防隊消防操法大会では毎年好成績を収めています。また、
電力会社から供給される商用電源が停電となった場合で
も、都市ガス製造に支障が生じないよう、全停電を想定した
訓練を行っています。

経年管取替の推進
供給区域内のガス導管は耐震性、耐食性に優れたポリエ
チレン管への取替を順次進めています。2 018年12月の導
管耐震化進捗率は 94.3％となっています。敷設年度や管
の材質などにより優先度を決め、最も優先度の高い経年管
（ねずみ鋳鉄管）の取替は、2 015年12月末に完了していま
す。

災害への備え
地震計（Siセンサー）
供給区域内に合計16台の

地震計を設置しています。地
震発生時には各地点のデー
タを自動収集し、被害状況の
早期把握が可能です。

移動式ガス発生設備
導管による都市ガス供給を

停止した場合でも、公共性の
高い施設にガスを供給できる
よう移動式ガス発生設備4基
を備えています。

緊急時の対応
本社、西部支社、金沢支社ではガス漏れなど万一の緊急

事態の発生に備え、24時間体制での通報受付・緊急出動
が可能な体制を取っています。

LPガス集中監視システム
LPガス貯蔵所やお客さま宅には遠隔監視システムを設
置し、ガス漏れ・ガス圧力異常などの緊急情報を 24時間
体制で監視しています。

防災訓練の実施
自治体や地域と連携した防災訓練に積極的に参加して

います。また、災害発生時の行動マニュアルや保安防災計
画書を定期的に見直し、緊急時の保安体制の整備に努めて
います。

当社グループは、ライフライン事業に携わる企業集団として、「安心・安全・快適な生活環境づくり」に積極的に取り組んでい
ます。また、都市生活のための安定したガスエネルギーの供給に応えられるよう、「高度な技術力」により地域の快適な暮らしの
創造に貢献できる企業を目指しています。

非常用発電機
緊急稼動訓練

テルサウェイズの取り組み 

安全性優良事業所（Gマーク）認定を 
全営業所が取得

安全・安心な運送事業所を目指す中で、ドライブレコー
ダーの早期導入や、外部講習会等へ積極的に参加し、それ
までの安全性への取組みを評価してもらうため、2 0 0 8年
より全日本トラック協会が認定する、安全性優良事業所
（通称：Ｇマーク）の認定を全営業所が取得しております。
これにより、社員の安全性に対する意識がさらに高まり、

事故や交通違反件数も低水
準で推移しております。
今後、社員の平均年齢が上

がっていくことから、健康に
起因する事故などを未然に
防止するため、様々な取組み
を進めてまいります。

環境にやさしい取組みをしている 
運輸事業者を認証する 
「グリーン経営認証」取得
深刻化する地球温暖化を防止するため、輸送サービス

の提供という事業活動を通じて、人と環境にやさしく豊か
な社会づくりに貢献することを基本理念とし、交通エコロ
ジー・モビリティ財団が認証する、「グリーン経営認証」を
2 010年に取得し、エコドライブ活動や低公害車の導入、自
動車の確実な点検整備の実施により、環境に悪影響をあた
えないよう活動して来ま
した。
今後もこの環境保全へ

の取組みを継続して実行
し、さらなる向上を目指
して行きます。

INVISIBLE VALUE 見えない価値 
安定供給
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空調機器メンテナンス事業
空調設備のメンテナンスは、快適な室内環境を保つための

要です。当社グループは各メーカーとの長年の連携を通して
蓄積した技術を生かし、迅速かつ細やかなメンテナンスサービ
スを提供しています。
お客さまからのご要望には 24時間・3 6 5日体制で対応。
また電話回線を利用した遠隔監視システムの導入を進め、設
備機器の稼働状況を常時チェックすることを可能にし、安全・
安心な運転と管理を低コストで実現しています。さらに機器
から配管まで空調設備全体の検査・診断を随時行い、的確な
リニューアルプランをご提案し、快適空間を多角的にサポート
しつづけます。

総合メンテナンス事業
空調機器や水回りの衛生機器、また電気設備など、建物の各種設備が日々正常

に稼働し続けることは空間を快適に保つ基本です。当社グループは豊富な実績と
技術に裏打ちされた建築設備のエキスパートとして、法定点検・年次点検をはじめ、
予防保全、リニューアル、省エネ・省コストのご提案・施工など、幅広いニーズに速
やかに細やかにお応えしています。
また、さまざまな設備機器や配管、ダクトなどの老朽化にも対応しており、設備

全体の状態を診断し、的確なリニューアルをご提案・施工します。

都市開発事業 
（水道事業・ガス工事関連）
当社グループは、都市ガスや天然ガス、及びＬＰガス設備の

施工管理において数多くの実績を誇っています。確かな技術
と豊かな経験をもつ技術者たちを擁して、安全かつ安定した
ガス供給を支え、工場などさまざまな施設に応じたガス設備
を実現してきました。また、水道工事においても富山市の指
定業者としての技術力を発揮し、配水管工事を始め、消雪工事
や工場内の各種配管など活躍の領域を広げつつ、都市基盤整
備の一翼を担っています。

能力

RT192,557.5
冷温水機設置台数

台1,793 点検契約台数

能力

HP356,868
GHP・EHP設置台数

台6,011 点検契約
台数

建築設備事業
冷暖房をコントロールする空調設備。空間のアメニティ
の基本となる給排水設備。当社グループはこれら建築設備
の設計・施工・監理を通じて、あらゆる屋内環境の“快適”
を創り支えています。ニーズが高度化・多様化するオフィス
環境づくりに、先進のシステムが求められる産業空調に、さ
まざまな角度から設備と工事のクオリティを追求し、北陸
を中心にユーザーの期待と信頼にお応えしています。
また、環境問題への配慮は、建築設備においても今後の
取り組みが不可欠なテーマです。省エネルギーや CO2削
減を追求した空調設備、水資源を有効に生かす給排水設
備、自然環境を汚さない排水処理など、私たちは建築設備
の領域から、地球環境と共生する快適性の実現へ向け、そ
の一翼を担っていきたいと願っています。

空調機器販売事業
空調機器のトップメーカー各社の代理店として、私たちは

吸収冷温水機、ボイラ、GHP・EHPなどの空調機器を販
売しています。当社グループは空調機器と併せてメンテナ
ンスなど技術的なサービスをご提供することを基本姿勢と
して販売を展開。営業スタッフはメンテナンスサービスを
生かし、ユーザーのご要望を的確に把握して最適な空調機
器をご提案しています。また現場でつかんだニーズをメー
カーへフィードバックするなど、メーカー各社とも緊密な連
携を独自に育んでいます。
度重なる震災以来、地震に強い非常用発電設備として評

価が高まるガスタービン発電機や、飛躍的な省エネルギー
を実現するシステムとして注目を集めるコージェネレーショ
ンなど、当社グループはこれまでの実績を踏まえて、さらに
新しい技術や知識を充実し、先進のシステムの提供に取り
組んでいます。

SUPPORT SOCIETY

当社グループは、空気・水・エネルギー等、
地球から与えられた資源を技術と知恵でコ
ントロールし、人にとって必要で快適な空
間・環境を追求してきました。
より快適な空間を創造すること、そして地球
環境を守ること、この2つを両輪として前進
して行くための新たな未来への道を拓き続
けています。

インフラ整備事業
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エネルギーマネジメント事業
当社グループはエネマネ事業者として、お客さまの省エネ・省コストへのご要望に対し、総合的な視点でサービスを提供するサ

ポート役としてお応えしています。
店舗や事業所、工場などにおけるエネルギー使用量を一元管理して最適化するエネルギーマネジメント・システム（EMS）の導

入や、エネルギー管理支援サービスの提供の他、国家資格であるエネルギー管理士が書類作成を行うなど、補助金の申請に必要
な事務作業についてもサポートしています。

EMSエネルギー 
マネジメントシステム
省エネの基本は、【見える化】です。見
える化によって得られた情報を分析する
ことが省エネ推進活動の第一歩となりま
す。現場での機器メンテ情報と EMSの
見える化情報を分析し最適な改善策を
お客さまへご提案します。

GHP用エネルギーマネジメントシステム
GHPをムダ無く効率的に運用管理し、自動制御運転によ
り、自然に省エネ・省コスト・省 CO2を手軽に実現。さらに
電力デマンド制御による省コストも可能になりました。

遠隔監視・遠隔制御

見える化

自動省エネ制御

ハイブリッド冷温水空調
ガス・油・電気のそれぞれの良いところをミック

スし、お客さまのコスト最小化を実現します。
最適化運転のパターンをメンテナンスすること

で、将来の価格変動にも柔軟に対応しコストの最
小化をキープできます。
空調負荷の少ない中間期は、空冷式チラーのみ

の運転でリモコンでの冷暖切替が可能です。また
低温時でも吸収冷温水機は外気温度に左右され
ず高暖房をキープできます。
ハイブリッド空調は吸収冷温水機と空冷チラー

の並列設置熱源となり、全館空調が停止すること
なく年間通して安心・快適に過ごすことができま
す。

ハイブリット型エアコン 
スマートマルチ
スマートマルチは、ガスエンジンと電気モーター

を組み合わせたハイブリッド空調機。ガスと電気
を最適なバランスで利用することで、従来よりもさ
らに省エネ・省コストな空調運転を実現しました。

GHP単独運転、ハイブリッド、EHP単独運転
の 3つの運転パターンの中からエネルギーコスト
が最小となるよう、最適な組み合わせで運転しま
す。

瞬時値と積算値が同一画面で
管理でき、かつ富山・福井のよ
うに離れた設置箇所の機器デ
ータも一元管理できます。

※「スマートマルチ」
は、東京ガス（株）の
登録商標です。

※ スカイリモート、エネフレックス、エネフレックス
プレミアムは、大阪ガス（株）の登録商標です。

電気 ガス

※もっとsaveはDaigasエナジー（株）、大阪ガス（株）の登録商標です。

TOTAL ENERGY

エネルギー源は多様化し、環境にやさしい天
然ガスをはじめとした従来のエネルギーに
加えて太陽光や風力といった再生可能エネ
ルギーにも関心が高まってきています。
エネルギーシステム全体が複雑化していく中
で、エネルギーのベストミックスを実現する
空調システムが広まっています。

総合エネルギー事業

　
24 25

日本海ガス絆HDGを知る 事業内容 ESG コーポレートデータ



　　

リフォーム事業
増築工事、大規模リフォーム、水まわり工事、屋根・
外壁工事、エクステリア工事、設備機器取替工事と
大規模工事から修繕工事にいたるまで様々な工事
の設計、施工を行っています。お客さまひとりひとり
としっかり向き合い、ご要望に沿った提案を行う密
着型営業を展開し、確かな施工品質でエネルギーと
住環境をトータルでお客さまに提供しています。
また、工事後1・3・5・10年目の定期点検を実施
するとともに故障、修理においては迅速なアフター
サービスで対応し、快適で豊かな暮らしをサポートし
ています。

日本海ガス光
お客さまの生活に必要なサービスを

拡充し、お客さまとの繋がりを強化す
るサービスの１つに日本海ガス光（光
通信事業）があります。
光通信は普及が加速するHEMSを
活用した ZEH・IoT住宅に欠かせない
ものであり、ガス＋光通信をセットで販
売することで他社との差別化を図るこ
とが可能です。
また、テレワークを含めた家庭での

通信の安定性を向上させるために通信
規格を IPv4から IPv6への変更を行
い安定した通信速度の提供を実現して
います。

リフォーム実績件数

リフォーム 627件

アフターサービス 139件

2019年 ハウジング実績

日本海ガスの光インターネットサービス

IPv4 の道路 ( 通信 )では

道幅が狭く 渋滞が起こりやすい

IPv4 IPv6プラス

IPv6プラスの道路 (通信 )では

道幅が広く  スムーズな移動が可能

IPv6プラス

IPv6プラス IPv6プラス

IPv6プラス IPv6プラス
IPv4 IPv4 IPv4

IPv4 IPv4

通信速度の提供を実現

保険事業
損害保険・生命保険契約を取り扱う保険代理店業務を

行っています。個人のお客さま向けには自動車保険、火災
保険、生命保険を中心にお客さま毎に最適なご提案を行う
ことにより、生活に密着した安心の提供を目指しています。
また、法人様向けには業務遂行に伴い発生が考えられるリ
スクをヘッジするための賠償責任保険、工事保険等を中心
にご契約をいただいています。

リース事業
事業運営に不可欠なパソコン、複合機などの一般的な機

器に加え、各業種に特有な事業用機器に至るまで幅広い
物件をリースしています。リースの利用により、設備投資に
まとまった資金負担が発生せず費用の平準化が図れます。
また自動車リースにおいてはメンテナンス付きリースをご提
供することにより、自動車に関連する各管理業務をお任せ
いただき、お客さまの省力化に寄与しています。

不動産事業
富山市内にアパート２棟、分譲マンション内の居住用物件

３室、他に貸店舗及び事業用貸土地をそれぞれ１物件ずつ
保有し、賃貸しています。
アパート２棟では各部屋に充実したガス機器を揃え、居

住者の方に快適なガスライフを提供しています。

TOTAL LIFE SUPPORT

エネルギー事業を通して築き上げてきたお客さまと
の信頼関係を、さらに身近なお付き合いと感じてい
ただけるよう、くらしに関わる様々な事業を幅広く展
開し、より快適で豊かなくらしを提供いたします。
リフォームや不動産などお住まいに関することから、
各種保険の取り扱いによる生活に密着した安心のご
提供や、光通信など生活に欠かせないサービスのご
提供まで、お客さま毎に最適なご提案とサポートを
いたします。

トータルライフ事業
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修理資格制度

様々な資格の取得を推進する一方で、会社独自の機器
修理資格制度を設け運用しています。レベルに応じ１級
から３級までの段階を設定し、各機器の作動フローや各
部品の役割・機能、安全装置の仕組みの理解から、これ
に基づく故障診断、部品交換など修理対応の実施など、
段階的に検定試験を行い、お客さまからの様々なご依頼
に誠実・迅速にお応えできるよう努めています。これま
で長きにわたり培ってきた重要な技術や技能の維持と伝
承に寄与するしくみ作りに貢献します。

「美観コンテスト」「開栓コンテスト」

年々ＣＳスキルが上がっていく一方、経営理念に掲げる
「安心・信頼・技術」を基盤とし、工事技術向上やお客さ
まと最初のコンタクトとなるガス開栓作業は、とても大切
な作業と位置付けております。各業務への従事資格を判
断する「見極め」とは別に、広く若手から中堅社員やベテ
ラン社員も含めたメンバーからエントリーし、これまでに
培った技術力を競い合い、また継続的な実施を通し、メ
ンバーの熟練度、成長度の向上を垣間見ることができる
コンテストです。より一層のガスファンづくりとリピータ
ー獲得を目指し、継続的な開催を通した技術や技能の適
正な維持と伝承に努めます。

ライフタイムマネジメント

お客さまとの接点を増やし、またさらによりよい関係づくりのため、ガス事業における法定の定期的な業務期限の管理に加え、
商談などの機会の接点以降、担当者が手書きで感謝の気持ちをお伝えするサンキューレターの郵送や、1カ月後あるいは 1年後
のフォロー巡回を行っています。お客さまごとのライフサイクルに応じたお困りごとやご要望・ニーズを拾い上げ、最適なタイミ
ングでの有効な接点機会創出の可能性を拡げるとともに、より密接なお客さまとの信頼関係を構築し、さらなる快適なくらしの
ご提案とよりよいサービスをご提供しています。

「見極め」

ガス事業における保安調査や開栓、メーター取替とい
った作業について、確実な保安の確保と安定供給のため、
業務を行うために必要な資格の取得とは別に、各作業の
「見極め」を行っております。実際にお客さま宅での作業
に携わる前に、日頃訓練した成果を一連の作業として行
い、保安やＣＳなど複数のチェックポイント項目での審査
により、当該業務への従事資格の合否を判断するもので
す。統一の適正な作業の実施を通して、お客さまへ安全
と安心をお届けしています。

当社グループでは、お客さまのくらし全
般を支えるプロ集団として、快適でエコ
な暮らしの提案やお客さまのライフスタ
イルに合った幅広いサービスの提供に加
え、当社グループの強みである「地域に
密着した保安・サービス」を強化します。

お客さま満足（CS）    
向上への取り組み
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当社グループは、ステークホルダーの皆
さまに支えられながら、これまでガス事
業を主力に事業を行ってまいりました。今
後、持続的に成長し発展する総合エネル
ギーグループを目指すため、新たな分野
にも挑戦していきたいと考えております。

起業・スタートアップセミナー 

北陸で起業を志す方々を継続的に支援することを
目的に、2019年12月に初めて「起業・スタートア
ップセミナー」を開催しました。講師にはベンチャー
経営や新事業創出支援の専門家を招き、テーマを毎
回変えながら継続的に開催することで、起業家の支
援を行い、北陸の経済発展に繋げていきたいと考え
ております。

新たな領域への挑戦
CHALLENGE TO NEW FIELDS ママスキーとの資本業務提携 

2 019年5月に（株）ママスキーとの資本提携を、10月に
業務提携を行いました。ママスキーは未就学児のママのた
めの情報ポータルサイトやコミュニティスペースmamasky 

houseの運営、親子向けの各種イベントを行い、「次の世
代がママに憧れる社会をつくる」ことを目指して事業を行っ
ています。
毎年開催されるイベントであるママスキーパーティーの来

場者数は 1万人超（2 019年度実績）、また情報発信サイト
は月間12万 PVを誇り、地元最大級の認知度といえます。
今後、ママスキーのデジタルマーケティングの手法やお互

いが保有するデータ、ブランドを活かし、これまで以上にお
客さまや北陸に住む人々のニーズにお応えする新たなサー
ビスやコミュニケーション等を創造し提供していきたいと
考えています。
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