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イワタニの事業とは

■創業 昭和５年（1930年）
５月５日

■資本金 200億96百万円

■代表取締役社長 谷本光博

イワタニの４つの事業

・各種産業ガスの製造・販売

・ガス設備の販売

・機械設備の販売

産業ガス・機械事業

・ＬＰガスの輸入販売
・カセットこんろ、宅配水等、

生活関連商品の販売

総合エネルギー事業1 2

・業務用冷凍食品等の販売

・農業・畜産関連

自然産業事業マテリアル事業

・機能樹脂、ミネラルサンド、
ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料、ステンレス等の販売
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ガス＆エネルギー

売上高
2017年度
6,707億円

総合エネルギー
事業

3,174億円産業ガス・機械
事業

1,791億円

マテリアル事業

1,351億円

自然産業事業

303億円

その他事業

86億円

■イワタニのご紹介
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イワタニ水素ステーション 関西国際空港

イワタニ水素ステーション尼崎

イワタニ水素ステーション 山口周南

イワタニ水素ステーション大津

イワタニ水素ステーション 小倉

愛知県庁移動式水素ステーション

ニモヒス水素ステーション稲沢

イワタニ水素ステーション 愛知・刈谷

とよたエコフルタウン水素ステーション

イワタニ水素ステーション 大阪住之江

イワタニ水素ステーション 大阪森之宮

近畿圏 首都圏

北部九州圏

中京圏

、 ：直径150km

イワタニ水素ステーション 大阪本町

ニモヒス水素ステーション葵

赤字 固定式
青字 移動式

イワタニ水素ステーション 埼玉戸田

ニモヒス水素ステーション九段

イワタニ水素ステーション 芝公園

イワタニ水素ステーション福岡県庁

イワタニ水素ステーション 東京池上

イワタニ水素ステーション 甲府

■イワタニの水素ステーション先行整備
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全国100ヶ所のうち23ヶ所の
水素ステーションの建設・運営。
2020年度までにさらに30ヶ所
の建設を計画。
2018年5月現在

イワタニ水素ステーション 岡山南

イワタニ水素ステーション 新潟

イワタニ水素ステーション 仙台



イワタニとして首都圏進出第一号店
ショールーム併設型で情報発信基地としても利用可

■イワタニ水素ステーション（一例）

「コンビニ併設型水素ステーション」の建設
利便性の向上が期待される
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沖縄県初、そして日本の
離島地域で初のスマート
水素ステーションが、
宮古空港で稼働開始
（2017年7月）

■イワタニ水素ステーション（一例）
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■ＬＰガスを利用したＢＣＰ提案

6
BCP（Business Continuity Planning）：事業継続計画
災害等の緊急事態発生時、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画
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停電時
電気供給

④ガス空調（GHP）
高効率GHPへ空調更新により、
既存機比ガス使用量 約35％
の削減ができます。

②非常用ガス発電機
災害停電時など停電時に自立運転
回路での電力確保ができます。
（LPガスエンジン仕様）

空調（冷暖）

BCP対策

①LPG供給設備
ＬＰガスは空気と触れていないので、
長期保存が可能。
発電、調理、暖房と多目的利用も可能

一時的な避難所

分散型
エネルギー

③炊出し機器
「デリバリーステーション」は、
自動炊飯器釜と汁鍋・コンロ等
最低限のシステムがオールイン
ワン。100人分程度の調理が
簡単・確実に調理可能。

＜病院・老健福祉施設等＞

＜物流倉庫・冷凍倉庫＞

■ＬＰガスを利用したＢＣＰ提案

炊出し
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エネルギー環境

・原油の高値維持

・原発停止による
電気代の値上げ

事業者様を取り巻く環境変化

・2017年のシェールガス
輸入開始

・商社、ガス元売り会社、電力会社の
シェールガス田開発投資

・パナマ運河の拡張工事

・消費者の買い控え

・商品の安全性

コスト上昇

経済・景気

シェールガス開発

消費増税

・設備投資の足かせ

消費者の価値観

・ネット販売の増加

・電力・ガスの自由化

エネルギー動向は刻一刻と変化している。

■ガス販売事業者様を取り巻く環境
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自然災害への対応

・料金の透明化の期待



ヒューストン
モントベルビュー

■シェールガスによるＬＰＧフロー（ガス資源の地下分布状況）
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調達先の分散により
ガスの輸入価格は
安値安定傾向
（中東リスクの低減）

2018年9月
P：600ドル
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ヒューストン

パナマ運河経由

片道 約22日

現在（喜望峰回り）

片道 約45日

米国（ヒューストン）⇔日本
［現在：喜望峰回り】 片道 約16,000miles ＝ 約45日間
［パナマ運河拡張後】 片道 約 9,500miles ＝ 約22日間

日 本
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・約8,000万円/通過

■米国（ヒューストン）⇔日本間の航路

拡張後の通過第１船は
日本のLPG船！

調達先の分散により
中東リスクの回避



ｶﾞﾂﾝﾛｯｸ
ﾍﾟﾄﾞﾛﾐｸﾞｴﾙ ﾛｯｸ

ﾐﾗﾌﾛｱ ﾛｯｸ

パナマ運河
➢全長 ：80ｋｍ

➢航行時間：24～25時間（待ち無しで８時間）

➢航行数 ：年14,000隻（平均40隻/日）

➢閘門数 ：3ヶ所（ガツンほか2ヶ所）

太平洋

カリブ海
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■パナマ運河の拡幅工事の完了（２０１６年６月）
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ＬＰガスの災害対応力

日向灘のプレート間地震
M7.6前後、10％程度

豊後水道のプレート内地震
M7.4前後、40％程度

南海トラフの地震
M9.0前後、70％程度30年以内

■いつか必ず起こると言われる大規模地震災害
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震源地域の様子 崩壊した仙台駅

仙台市内停電 避難所の様子
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■度重なる災害（２０１１年 東日本大震災）
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①LPガス販売店様（益城町） ②本震で転倒した移動式電源車

③避難所で活躍する炊出しステーション ④携帯電話充電設備（嘉島町避難所）
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■熊本地震（地震がほとんど発生しない九州の事例）

（益城町役場、避難所）



■洪水、大雪等による交通遮断、停電、帰宅困難者が発生

【1月】東京地方に大雪警報を発表した。平成２６年２月
以来４年ぶり。交通等が遮断され列車、飛行機の運休等が
相次いだ。東京電力は１月２３日夜、寒波による気温低
下などの影響で同社エリアの電力需給が逼迫しているとして
他電力会社からの電力融通を要請したと発表した。

■不安定な電力事情、頻発する異常気象（２０１８年）

今年度も異常気象が頻発！

【2月】北陸地方で37年ぶりの記録的な大雪となった。
福井県などの国道８号で６日に発生した車の立ち往生
は、７日夕に約680台を数えた。物流機能が寸断され
たことで給食等、食の確保にも影響が出た。

【7月】今年７月は全国の雨量観測点の１割強にあたる
138地点で。西日本に豪雨をもたらした６～８日の更新が
多い。岡山県や広島県の多くの地点で300～400ミリ台を
記録した。 西日本豪雨の死者数は225人。土砂災害や
浸水被害が特に多く、生活再建の見通しは暗い。

【6月】震度６弱を観測した地震が18日午前、大都市、
大阪を襲った。大規模な火災や道路の損壊などがない一
方で、水道管損傷に伴う断水やガスの供給停止などライフ
ラインや交通網は大混乱。都市機能のもろさを露呈した。
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https://mainichi.jp/articles/20180731/ddm/010/040/024000c


■東京都内 大規模停電（２０１６年１０月）

永田町や霞が関など東京の中心部を含む約58万戸で停電、
さらに交通機関でも大きな混乱をきたした。

②本震で転倒した移動式電源車（益城町役場、避難所）

③避難所で活躍するイワタニ炊出しステーション ④携帯電話充電設備（嘉島町避難所）

■電力会社のケーブル火災による大規模停電 貧弱な電力網！進む経年劣化！
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■震度７の地震により北海道内で停電・断水・交通網の遮断が相次ぐ

🔶鉄道や空の便が運転を停止
「ブラックアウト」影響によりの交通等が遮断され
列車、飛行機の運休が相次ぎ、約37万人に影響した。

■北海道胆振東部地震（２０１８年９月）

🔶北海道内の全295万戸にて停電
震災後、道内の火力発電所が緊急停止。
大手電力会社では史上初となる「ブラックアウト」が発生
完全復旧まで長期間を要した。
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🔶各地にて断水が発生
道内の45市町村 約6万戸にて断水が発生。
各エリアで応援給水の対応が行われた。
９月１３日時点で約4,682戸にて断水が続いており、
継続中。

2018年9月13日 内閣府発表資料参照

９月６日（木）早朝に発生
死傷者722名の人的被害を出し、約1,600名の方が
避難所生活を余儀なくされた。



■北海道胆振東部地震（２０１８年１０月）
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①停電中の街並み ②品薄となる生活物質（札幌市内）

③イワタニとして
救援物資を送付

（東京→札幌）



電柱トランスに落雷

電柱からの配線を伝って事務所内のコンセントが焦げ、危うく火事に。。。

⇒ 非常用発電機稼働で業務に支障なし（充填作業・パソコン・空調・照明ほか）
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■岩谷産業事務所（山口）への落雷・停電（２０１８年）

地球温暖化に伴う雷活動増加

今後も雷被害は増加していく
年間 雷被害世帯数 0.5%（1996）⇒ 2.5%（2006）



■台風２１号（２０１８年９月） （社員自宅）
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関電エリアで226万戸の停電
（１週間超の長期化も数万戸）



■台風２１号（２０１８年９月） （社員自宅 最寄駅全焼）
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鉄道の架線に飛来物
電線ショートにより駅舎全焼



■災害時におけるＬＰガスの有効性について
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■ＬＰガスは災害に強い
・設置や復旧が容易な分散型エネルギー。
・被災地での緊急炊き出し、仮設住宅への熱源供給、
ＬＰガス車による人員・物資の輸送などの対応が可能。

■熊本地震におけるＬＰガスの復旧
・発災後、個別確認で復旧が可能⇒早期に営業再開している店舗はＬＰガスを
・被災地での緊急炊き出し、仮設住宅への熱源供給、
ＬＰガス車による人員・物資の輸送などの対応が可能。
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3月 4月 5月 6月

万戸

ＬＰガス：4月21日に全面復旧

都市ガス：5月3日に全面復旧

電力：6月18日に全面復旧

電力

都市ガス

ＬＰガス

被災三県における各インフラの供給不能戸数の推移（推計含む）
（出典）「東日本大震災を踏まえた今後のＬＰガス安定供給の在り方に関する調査 報告書」

ＬＰガス災害用バルク

熊本地震でのＬＰガス
利用状況



は熊本仮設住宅でも活躍しています

2016年10月現在
全壊・大規模半壊 16,000棟、避難所生活 最大18万人
仮設住宅戸数 4,224戸

■熊本地震の仮設住宅対応
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による供給戸数 740戸

ガスの供給も大事だが。。。もっとも必要なのは「電気！！」
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■やはり重要 「電気の確保」
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病院の停電（376施設）
最大で６未明～９朝まで３日間停電
人工呼吸器×、人工透析×、電子カルテ×
でも非常用電源の燃料が手に入らない・・・

広域かつ長時間の停電は“想定外”

2018年9月10日 読売新聞より



万一の火災発生時の時に必要となる消火栓ポンプやスプリンクラーを動かす
ための防災用自家発電装置です。

現在、消防法では、大勢の人が集まる場所や一定の規模以上の場所に自
家発電設備の設置を義務付けています。

運転には消防法で定められた基準に基づいた発電設備でないとなりません。

停電が発生した時に、電気が無いと機能停止してしまう機器などの
電気をバックアップ用する為の発電機です。

自動運転、手動運転、自動始動盤一体型など複数バリエーション有。

●防災用自家発電装置とは…

■常用発電機

■非常用発電機

発電機

■発電機の分類（常用・非常用／一般停電用・防災用）
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●一般停電用予備発電機とは… 今回のご提案は
コチラです

軽油式



ＬＰガスは、地球環境に優しいエネルギーです。
・ ＣＯ２排出量が少なく、クリーンで環境に優しい発電機です。

・ 粒子状物質(PM)、黒煙を含まないクリーンな排出ガスです。

ディーゼルエンジンと遜色のない性能です。
・ 性能、耐久性、メンテナンスの方法等ともにディーゼルエンジンと同等です。

・ 電子ガバナ搭載により安定したエンジン回転速度を保ちます。

ＬＰガスは「災害に強い分散型エネルギー」です。
・ 軒下在庫があるので、災害発生後に早期にガスを利用できます。

・ ＬＰガスは、保管時に空気に接触していないので、長期保管が可能です。

26

■なぜＬＰガス式発電機なのか



• １０ｋＷ未満のＬＰガス発電機
・ 単相機、三相機ともに定格出力１０ｋＷ未満ですので、保安規定の

の届出、電気主任技術者の選任などの手続きが不要です。

• 狭い場所でも邪魔にならないコンパクト設計
・ 全長1450ｍｍ×全幅750ｍｍ×全高1350ｍｍのコンパクトボディ

・ 自動始動盤など全て発電機一台に収まったオールインワン構造

・ キュービクル（密閉）構造であるため、建物との離隔距離も緩和可能

• 徹底した低騒音と信頼性を実現
・ 極超低騒音56／57ｄＢ(A) （１ｍ法無負荷50／60Ｈｚ） を実現

・ 定期的に自動運転する自己診断機能付

27

■１０ＫＷ未満のＬＰガス発電機の場合



ＬＰガス 軽 油

環 境 性

・CO2排出量が少ない。

・硫黄酸化物が少なく、粒子状物質

や黒煙を含まない。

・CO2排出量が多い。

・硫黄酸化物、粒子状物質や黒煙を

含む場合がある。

長 期

保 管 性

・空気に触れていないので、

長期保存が可能。

・長期保存は、燃料劣化が進むため

推奨されていない。

燃 料

調 達 性

・災害時の調達がしやすい。

・ガス事業者が配送する。

・災害時の調達が難しい。

・自ら購入することが多い。

機 動 性
・容器によりどこにでも設置でき、

移動することもできる。

・ドラム缶等へ入れ替える必要がある。

保有熱量
・300kg以上は消防届出

50.2MJ/kg×300kg＝15,060MJ

・200ℓ以上は少量危険物

38.2MJ/ℓ×200ℓ＝7,640MJ

用 途
・発電、調理、暖房のように

多目的に利用できる。

・発電用途以外には利用できない。

設備管理
・ガス供給設備はガス事業者が

保安管理を行う。

・燃料設備は、基本的にユーザが

管理しなければならない。

残量管理
・遠隔監視によりガス事業者が

残量管理を行うことができる。

・残量管理は、基本的にユーザが

行わなければならない。
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■ＬＰガスと軽油の特徴比較



項 目 ＬＰガス発電機 ディーゼル発電機

想定する型式

寸 法 幅1.45ｍ × 高さ1.35ｍ × 奥行0.75ｍ 幅1.8ｍ × 高さ1.91ｍ × 奥行0.69ｍ

主な仕様 自動始動盤、電源切替器内蔵、４０秒起動 自動始動盤、電源切替器内蔵、４０秒起動

騒音値（1m法） ５６／５７dB以下 ７５dB以下

振動・騒音 ディーゼルよりも振動や騒音は少ない。 振動や騒音が大きくなる場合がある。

排気ガスの

クリーンさ

ＣＯ２排出量が少ない。硫黄酸化物(Sox)や

粒子状物質(PM)や黒煙を含まない。

ＣＯ２排出量が多く、硫黄酸化物(Sox)や粒子状物質
(PM)、黒煙を含む場合がある。

メンテナンス性 燃料がクリーンな為、エレメント等の汚れが

少ないので、メンテナンス性に優れる。
やや良好

動力負荷投入性 急激な動力負荷の変動にはあまり向いていない 負荷投入性が良く、急激な負荷変動にも対応可能

汎用性 開発途上で、機種はまだ少ない 必要な電力量に応じて機種を選べる

燃料供給設備
（７２時間対応）

５０ｋｇ容器×５本 （消防法 届出未満）
１９５㍑タンク （少量危険物 届出未満）
※ 定格出力×７２時間の場合は、３００㍑油庫必要

50/60Hz

9.9kVA

50/60Hz

8/10kVA
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■ＬＰガス式とディーゼル式発電機の一般比較



災害発生

■軽油・ガソリンの場合

■ＬＰガスの場合

軽油やガソリンは、災害時、自ら調達に行かなければならない

ＬＰガスは、災害時もガス事業者が配送（点検）を行う
30

■ＬＰガスと軽油等の供給体制の違い



■ 重要拠点7基地には、電源車からの

受電設備を完備

■ 4基地に電源車を配備し、災害等で

系統電源が喪失した際にも出荷機能を維持

野内

新潟

千葉

川崎

七尾

四日市
福島

■ 全国約344ヶ所の充填所を「中核充填所」に
整備指定（イワタニは全国約50ヶ所整備）

■ 「中核充填所」は機能強化実施
- ＬＰガス自家発電設備の設置

- ＬＰガスディスペンサーの配備

- ＬＰガス自動車・配送車の配備

- 衛星通信設備配備

川崎･七尾･四日市･福島に

電源車を配備

基地出荷機能強化・中核充填所の整備により、災害時にも安定供給を確保
（国が補助金等により、ＬＰガスの安定供給体制を実施）

※LPガス関係の車両が緊急自動車に登録され、赤色灯搭載が可
能に。右下の写真は神奈川県ＬＰガス協会に配備された緊急用
自動車(LPガスとガソリンのバイフューエル)。
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■ＬＰガスの出荷機能強化と中核充填所整備

LPガスは
最後の砦！



東日本震災を教訓に業務用規模のＬＰガス非常用発電機をリリース

消防法認定品

三相機

50Hz:24kVA/60Hz:40kVA

LEG-40SSGF

2015年９月発売開始

小型機
10KW級

単相機

三相機

LEG-9.9USXT

LEG-12UST

大型機
30KW級

単相機

三相機

LEG-31USXT

LEG-54UST
※大型機は、同期運転させて稼働させることも可能
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■ＬＰガス発電機のラインナップ（定置式）

希望小売価格

¥6,000,000

希望小売価格

¥14,000,000

希望小売価格

¥16,000,000



蛍光灯
80Ｗ（２本）

×30台

デスクトップ

パソコン
300Ｗ
×3台

エアコン
（単相・小型）

1,000Ｗ
×1台

【例】 オフィス関連の事務機器等のバックアップ（順次始動）をされる場合

複合機
1,500Ｗ

×1台

※電気容量は最大消費電力での表示です。
※省電力設計の製品などメーカーや製品によって消費電力が異なりますので、

実際に使用する機器それぞれの消費電力をあらかじめご確認ください。

LEG-9.9USXT 1台分

サーバー
2,000Ｗ

×1台
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■主な電気製品の電力消費量（オフィスでのモデルケース）

このガス発電機を「分電盤」と繋げることで、今お使いの照明等を定格容量内で
普段と変わらず使うことが可能（切替盤内蔵のためコンセントの繋ぎ替えが不要）

【計算目安】 9.9kVA＝9,900VA＝9,900W



照明
80ｗ（２本）

×
30台

【例】老健施設の機器等バックアップ（順次始動）される場合

※電気容量は最大消費電力での表示です。
※省電力設計の製品などメーカーや製品によって消費電力が異なりますので、
実際に使用する機器それぞれの消費電力をあらかじめご確認ください。

LEG-9.9USXT 1台分 （約7.5kw）

たん吸引器
100ｗ

×
10台

通信設備
1000ｗ

パソコン
200ｗ

×
５台

携帯電話
充電
15Ｗ

×10台

エアコン
（単相・小型）

1000Ｗ
×2台

■主な電気製品の電力消費量（老健施設でのモデルケース）
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https://sv40.wadax.ne.jp/~amor-co-jp/9_86.html


蛍光灯

40Ｗ
×30台

デスクトップ
パソコン

400Ｗ
×2台

【例】介護施設の医療機器等をバックアップ（順次始動）される場合

※電気容量は最大消費電力での表示です。
※省電力設計の製品などメーカーや製品によって消費電力が異なりますので、
実際に使用する機器それぞれの消費電力をあらかじめご確認ください。

LEG-9.9USXT 1台分

（約7.4kw）

テレビ
300ｗ
×3台

医療器具
400ｗ
×9台

電動ベッド
300ｗ
×3台
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■主な電気製品の電力消費量（介護施設でのモデルケース）



手術用
照明灯
650ｗ

吸引分娩器
400ｗ

【例】産婦人科の機器等バックアップ（順次始動）される場合

※電気容量は最大消費電力での表示です。
※省電力設計の製品などメーカーや製品によって消費電力が異なりますので、
実際に使用する機器それぞれの消費電力をあらかじめご確認ください。

LEG-9.9USXT 1台分 （約7.5kw）

ｲﾝﾌｧﾝﾄ
ｳｫｰﾏｰ
700ｗ

分娩監視
装置

100ｗ

保育器
500ｗ

×
2台

分娩台
500ｗ

パソコン
200ｗ

×
3台

複合機
1500ｗ

照明
2000ｗ
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■主な電気製品の電力消費量（産婦人科でのモデルケース）



ＬＰガス発電機・・・・９００Ｗタイプ、カセットガス式

電工リール・・・・電線３０ｍ、漏電遮断装置付、防雨

発電機は排気とエンジン音がするため、
非常階段等の屋外に準備します。
そのため屋内の電気製品と接続する
ために３０ｍ相当の電工リールが
必要となります。
一般ユーザ様が取扱いやすい、アース付、
漏電遮断装置付、防雨型です。

■ＬＰガス発電機のラインナップ（可搬式）
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http://www.denyo.co.jp/


ＬＥＤ投光器・・・・事務所内照明、屋外炊き出し用照明（防雨タイプ）
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20Wの消費電力で、水銀灯160W相当の明るさ

炊出しのための屋外照明

停電事務所内の照明確保

■ＬＥＤ投光器（事務所照明、炊出し用照明）



冷蔵庫
200Ｗ
×1台
200W

ノートPC
30Ｗ
×3台
90W

飲料水サーバ
150Ｗ
×1台
150W

事務所でポータブルガス発電機を使用する場合の使用事例

LED照明
20Ｗ
×1台
20W

テレビ
200Ｗ
×1台
200W
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■可搬式小型ＬＰガス発電機の使用例

合計 約700W

＋

カセットコンロ
カセット暖房も
お忘れなく！

GEｰ900B2（最大850W）

ボンベ48本

http://www.azuma-kk.co.jp/_src/sc1123/4990567703253.jpg


■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」
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ガス炊飯器
（５升炊き）
（10kW）

強火力
ガスコンロ

（10kW）

39㎝
半寸胴鍋

専用台
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」



非常時に、温かくて美味しい食事の提供

強火力ガスコンロ5升炊き炊飯器

炊飯容量：約100名分
3.6～9ℓ（2～5升）

炊飯時間：約31.5分
無洗米６㎏炊飯時

（むらし時間含む）

最大調理容量：23ℓ
沸騰時間：約30分
20ℓの水を20℃→100℃に

沸騰させる場合
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」



単調理

誰にでも簡単においしいご飯
を提供します

簡

量調理大
同時に約100人分のご飯と
汁物の調理が可能です

炊飯：3.6Ｌ～9Ｌ（約２升～５升）

汁物：最大調理容量 2３Ｌ

強火力コンロで一気に調理

たね火レバー及び
炊飯レバーで点火

自動消火後15分むらし

家庭用の約３倍パワー
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」



ンパクト収納

重ねてコンパクトに収納できる
省スペース設計で、保管場所
を選びません

コ

動もラクラク移
キャスター付（ロック機能付）なので
簡単に移動できます。

（機器使用時は外箱も折り畳み可）

幅56㎝

奥行
56㎝

高
さ
96

㎝

・・
・・
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」



心・安全設計

《立消え安全装置》
煮こぼれ等で万一火が消えた場合
自動でガスをストップ

安

掃性清
炊飯器内釜はご飯がくっつきにくい
フッ素仕様でお手入れ簡単

簡単に洗い落すことが出来ます

（洗浄時の水の量、時間、手間）

《涼厨》
万一機器に触れた場合でも
ヤケドをしにくい涼厨仕様

加熱中 火が消えるとガス遮断
従来炊飯器 涼厨炊飯器

フッ素加工釜
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」



●介護老人保健施設 友々苑さま （京都市）
●施設概要 ：

・100人収容の老健施設
・都市ガスエリア（空調はEHP）
・ガス厨房、業務用電気炊飯器
・年１回 同施設駐車場で納涼祭を実施

●ポイント ：
①防災対策だけでなく年１回の納涼祭でも使用する目的で購入
②今回の台風21号の影響で昼過ぎに数時間停電しただけだが、

夕食の準備ができなくなり、納入されたばかりのデリステで
カレーライスを作り対応した

③炊飯時間も短く、焦げなどなく全量無駄なく美味しく食べられた
④いつもより白米が美味しいと評判が良かった
⑤清掃性や収納性も高く評価していただた

販売店：イワタニ近畿 納入：2018年8月

◆外観 ◆納涼祭

数時間の停電でも
100人分の食事を
短時間で作れ
夕食開始を遅らせる
ことなく対応できた

平岡事務室長
『購入して本当に
良かったです。
職員からも入居者
からも好評です』

■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」
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岩谷産業事業所でランチ会の実施
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」

【参加者の声】
●ご飯も豚汁も非常においしくいただくことができた。
●各自治体に１台ずつ配備する事が、災害に備える意味で重要だと感じた。
●災害を想定して米や味噌などと一緒に、パッケージで備蓄できると安心する。
●定期的に、このようなランチ会しておくといざという時に対応できると感じた。



簡単レシピ：炊き出しにぴったりな豚汁の作り方♪

参照：アルファフーズ㈱HP

災害時に備えて、
このようなパックを
準備しておくことも
重要だよ。
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsZiM8bPXAhWDH5QKHXy1CiUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.jp/pin/478366791651964542/&psig=AOvVaw22-f_nFY3N_zv7ZDibUFIs&ust=1510399003344555
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhk4at8rPXAhUEjpQKHVrUBxsQjRwIBw&url=http://illust.okinawa/k-food/e114.html&psig=AOvVaw22-f_nFY3N_zv7ZDibUFIs&ust=1510399003344555


＜炊き出し出張サービス＞

弊社では、有事の際に慌てることなく
炊き出しを実施する目的で、
デリバリーステーションを活用した、
炊き出しサービスを提供しています。

みなさまの事務所まで、
無料でサービスいたします。

まずは、防災意識を高めることから
始めましょう♪

ぜひお気軽にお声かけください。
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」



ＬＰガス協会を通じ山口県の自治体へデリバリーステーションの寄贈を行いました。

寄贈したデリバリーステーションは、
災害時に避難所となる施設等へ保管されております。

寄贈式の様子
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■イワタニの炊き出しセット「デリバリーステーション」



①電力の小売り自由化

・様々な事業者による様々な料金メニューができる。

・電力の余る時間帯の電力は安く、電力の足りない時間帯の電力は高くなる。

②空調負荷と照明負荷の低減が必須

・夏期及び冬季の空調負荷の高まる時期には、電力の不足となり電力単価が上昇。

・オフィスビル等の空調／照明負荷は、エネルギー使用量の約70％以上。

◆GHP空調 ： ピーク電力の削減 → 契約電力の削減、高単価電力を削減

◆LED照明 ： ベース電源の削減 → 契約電力の削減、電力使用量の削減
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◆ガス発電機 ： BCP機能整備 → 非常用電源の確保

■ＬＰガス事業者としての省エネ・停電対策提案

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Iwatani_Corporation_Tokyo_Head_Office.JPG


電気料金の基本料金は至近１年間の最大電力を基準に決まり
ます。（デマンド料金制度）

ガスエンジンで駆動するＧＨＰの場合、夏場の電力消費が少なく、
基本料金をを抑えること（デマンド抑制） ができるため、年間の
電気料金を大きく抑えることができます。

電
気
使
用
量

ＧＨＰを使った場合

ＥＨＰを使った場合の
電力基本料金基準

冬 春 夏 冬秋

●デマンド抑制による基本料金の低減 ●受電設備いらずでイニシャル抑制、省スペース

受変電設備が不要だから、

設備費のコスト低減と省スペースを実現。

ガスエンジンの排熱を有効利用するため、暖房の立ち上がりが速く、
除霜運転が極めて少なく、暖房特性に優れています。

●スピーディ＆パワフル暖房
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■ガス空調設備（ＧＨＰ）のメリット

消費電力：1/10以下

＝契約電力低減＝電気代削減

エネルギー平準化に

大きく貢献（ﾋﾟｰｸｶｯﾄ）

“停電”対策とあわせて“節電（省エネ）”対策も重要



・消費電力がEHPの1/10

・受変電設備の軽減

・電力負荷平準化に貢献

・低騒音

・一次エネルギーのガスを使用するため省エネ、エコ

・防災性に優れる（特にLPG）

消費電力：1/10以下

＝契約電力低減

＝電気代削減

照明・OA機

ｴﾚﾍﾞｰﾀ

その他動力

65%

空調にかかる電力量が大幅に低減

EHP：35%

GHP3.5%
デメリット

・定期的なメンテが必要（エンジン）
・設置費が割高
・機体が重たい
・ガス単価により、メリット増減
・容積 20馬力EHP2.2㎥、GHP2.9㎥

メリット

■ガス空調設備（ＧＨＰ）のメリット
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電力基本料金を低減
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■ガス空調設備（ＧＨＰ）のメリット
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■ガス空調設備（ＧＨＰ）のメリット
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■ガス空調設備（ＧＨＰ）のメリット



①GHP ＜設置メリット＞

・デマンド削減による電気代の削減
・暖房運転の立ち上がりが早い
（厳寒期はＥＨＰと比べ能力が２０％アップ）
・除湿運転がほとんどない
・室外機が積雪に強い

・イニシャルコストが安い
・室外機が小さい、軽い
・ガス工事が不要
・定期点検がかからない

③EHP ＜設置メリット＞

＜設置メリット＞
・エネルギー分散による災害時のリスクヘッジが可能
（例：停電時のガス発電機活用など）

・GHPの快適性を維持しながら、省エネが図れる
・混在のため全GHPよりイニシャルが抑えられる

②GHP＋EHP

■ガス空調設備（ＧＨＰとＥＨＰのミックス提案）
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■ＧＨＰリプレイスのポイント

１．技術革新により省エネ化
・ガス量が５０～６０％に減少

※ＥＨＰもかなり省エネ化している為比較にもっていかない
※メリット試算に走りすぎず、お客様にはＧＨＰのよさを伝える

２．故障率も下がり、機器寿命も長期化
・94年次と比較すると、1/10以下になっている。

・保証期間内故障率も減少傾向
・10年20,000時間 ⇒ 13年30,000時間
メンテナンス契約も充実化

３．空調に結び付けるために入りやすい商材で提案
・老健施設・病院 ＬＰガス発電機でＢＣＰ提案
・適宜、補助金情報の収集に努める
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■ＧＨＰリプレイスのポイント②

２．故障率も下がり、機器寿命も長期化

・1994年と比較すると、1/10以下（故障率1%程度）

59



■ＧＨＰリプレイスのポイント②

２．故障率も下がり、機器寿命も長期化
・10年20,000時間 ⇒ 13年30,000時間 メンテナンス契約も充実化
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住宅

店舗

オフィス

工場,体育館

屋外

一般電球形ＬＥＤ電球

2009年

ＬＥＤダウンライト
2007年 (白熱40W相当)

ＬＥＤシーリングライト

2010年

ＬＥＤ道路灯
2010年

ＬＥＤベースライト
2009年

ＬＥＤ高天井器具
2011年

ＬＥＤ投光器
2011年

2007 2008      2009     2010     2011     2012   ・・・・・・・・ 2015

各
分
野
で
省
エ
ネ
性
能
向
上

LEDの低価格化と高効率化に

伴い高出力照明器具を商品化

照明器具のLED化への取組み■ＬＥＤ照明のメリット

●様々な照明製品がLED化
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補助金のご案内
（省エネ・災害対策）

ここで８分間の
ＤＶＤを

ご覧ください
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補助制度一覧（平成2９年度 補正予算）

■Ｈ３０年度の補助制度・優遇税制
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②災害時に備えた社会的重要インフラへの
自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金
(通称：災害用バルク補助金)

6億円

前年度：6億円

補助対象経費：設計費、設備費、工事費
補助率 ：2/3以内（中小）、1/2以内（中小以外）
災害時に避難できる場所（自治体が認識）を補助の
条件としている。（病院・老健は別途措置あり）

災害用バルク
LPガス非常用発電機
炊出セット
ＧＨＰ

優遇税制一覧（平成31年3月末までに取得）

対象設備優遇制度名

④中小企業等経営強化法に基づく
税制措置

税制措置

空調設備
LED照明 等

1.固定資産税の特例：固定資産税が１/２に（3年間）
2.中小企業経営強化税制：法人税において即時償却または税額控除

省エネルギー設備の導入・運用改善に
よる中小企業等の生産性革命促進事業

空調設備(GHP/EHP)

LED照明
ボイラー 等

78億円

補助率：１／３以内
①省エネ設備とともに、エネルギー見える化設備の導入が必要。
②設備導入後は専門家診断による省エネ推進も条件となる。
※新設補助金のため、詳細未定（2月中詳細？）

補助制度一覧（平成30年度 本予算 ）

対象設備補助制度名 予算額 備考

①エネルギー使用合理化等
事業者支援事業(経済産業省)

空調設備
（GHP/EHP）
LED照明
ボイラー 等

190億

前年度:234億円

Ⅰ.工場・事業場単位での省エネルギー導入事業
補助対象経費：設計費、設備費、工事費
補助率：１／３ 以内

事業所全体での省エネが必要。省エネルギー効果の
計算方法は事業者が検討する。（難易度：高）

Ⅱ.設備単位での省エネルギー設備導入事業
補助対象経費：設備費のみ
補助率：補助対象経費の１／３以内

補助事業ポータルへの入力で申請書の作成が可能。
既存の設備を一定以上の省エネ性の高い設備に更新



炊出し

ガス供給

停電時
電気供給

ガス供給

④ガス空調（GHP）
高効率GHPへ空調更新により、
既存機比ガス使用量 約35％
の削減ができます。

③非常用ガス発電機
災害停電時など停電時に自立運転
回路での電力確保ができます。
（LPガスエンジン仕様）

①LPGバルクシステム
災害対応型のLPG供給システムに
より、もしもの災害時にもガス発電機や
炊出器具等へガス供給ができます。

ガス供給
⑦炊出し機器
デリバリーステーションなら、
炊飯器と汁鍋・コンロ等
最低限のシステムがオールイン
ワンのセットになっています。
100人分程度の料理が簡単・
確実に調理可能です。

空調（冷暖）

災害バルク補助金

中小企業経営強化税制

災害バルク補助金

⑤太陽光発電
全量買取ｏｒ余剰売電

②ボイラー（LPG）
熱効率のよい省エネ・省CO2
のガス式新商品へ燃料転換

エネ合（ＳＩＩ）

エネ合（ＳＩＩ）

災害バルク補助金
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エネ合（ＳＩＩ）

■Ｈ３０年度 補助制度・優遇税制（参考）

災害バルク補助金

⑥LED照明
蛍光灯のＬＥＤ化により、
使用電力が約半分になり
ます。また交換頻度も減り
作業の手間が省けます。



申請パターン①

＋
災害時対応バルクユニット

炊き出しセット
（デリバリーステーション）

＋ バルク
設置工事費

申請パターン②

＋
災害時対応バルクユニット

バルク・発電機
設置工事費
発電機電気工事費

申請パターン③

＋
災害時対応バルクユニット

＋

＋

＋

発電・照明ユニット

バルク・発電機
設置工事費
発電機電気工事費

発電・照明ユニット
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※シリンダーも可

※シリンダーも可

※シリンダーも可

■災害対応型バルク補助金制度（申請パターン）

201７年度から非常時に稼働するGHPも補助対象！
（非常時に稼働するエリア（避難者がいる場所））

炊き出しセット
（デリバリーステーション）
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■対象業種
①公共施設（市役所等）
②老人ホーム・病院・保育所 等（避難困難者がいる場所）

その他は自治体との災害時の避難場所になる協定書の締結が必要です。
（締結をすることで補助金申請は可能となります）

■補助金取得実績（イワタニグループ）
2013年度からの5ヶ年累計実績： 288件 ／ 484件 （取得率60％）

■災害用バルク補助金（平成３０年度）



名張市災害時避難協定書

和泉市災害時避難協定書

行政と「災害時の地域での避難協定」を結ぶ事で、「公的な避難所」に
準ずる施設と認められると、申請時に優先順位を高める事が出来る。

■行政との災害時における避難所協定の締結の例

節電・防災対応型施設として、地域との共生、社会的ＰＲ（他社との差別
化）として活用されます。（自社ホームページでＰＲ）
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2012
補正

2014 2015 2016 2017 合 計

病院 11 6 11 13 13 54 （11％）

学校 5 4 1 0 1 11 （ 2％）

社会福祉施設 41 15 36 25 33 150 （31％）

公的機関・施設 6 14 10 3 8 41 （ 8％）

ガス事業者 40 2 10 4 7 63 （13％）

その他 78 7 32 17 31 169 （34％）

計 181 48 100 62 93 484

災害対応バルク補助金事業における設置実績（2013～2017年度）

＊その他：工場・事務所・スーパー 等

■災害用バルク補助金の設置場所の実績
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＊出典）2013～2016／日本ＬＰガス団体協議会
2017／エルピーガス振興センター



補助金申請の支援について

全国の補助金申請情報を本部に集約

本部にて集約した情報により
最適な補助金情報を提示し、

貴社の戦略に沿った補助金取得の
サポートを実施いたします。

当社は、お客様が応募される補助金取得の現実性を高めるべ
く、全国規模の情報収集を実施し、その情報に基づき補助金
申請支援を実施いたします。

■補助金資料作成支援について
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■全国の公共施設等へ災害対応型バルク貯槽等の設置を推進
■災害時のエネルギーの安定供給
■避難困難者がいる病院・老健施設への設置も推進
■設置先は災害時の避難所としての役割

ー災害対応型バルク貯槽の設置（必須）※容器でも可（条件ｱﾘ）

－LPガス発電・照明ユニットの設置
－LPガス燃焼機器ユニットの設置

【都内某私立学校】
災害用バルクとLPガス非常用発電機の導入事例

常時LPガスを貯蔵しておくことで、災害時でも発電・調理・暖房の
３役担うことができる。また、LPガス非常用発電機を設置することで、
停電時でも電気を使用することが可能。

■主にバルク・発電機・GHP

公募期間

補助率

【第１回】平成30年 5月23日（水）～6月22日(金)
【第２回】~7月10日(火) 【第3回】~8月10日(金) 第1回＋第2回：3.2億円消化（残額2.8億円）

中小企業：2/３以内 その他：1/2以内 （上限１5百万以内※）

2013年度 ６.９億円：終了
2014年度 １.７億円：終了
2015年度 ４.４億円：終了
2016年度 ４.５億円：終了
2017年度 ６.０億円：終了

■災害用バルク補助金（平成３０年度）

執行団体 エルピーガス振興センター（平成29年度より）
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発電機等の導入に補助金制度が使える場合があります！

大規模な災害等が発生したときに、医療機関、公的避難所または一時避難所となり得る施設等に、

災害対応型バルク等を導入するための支援。（平成30年度の国の予算）

「災害バルク等補助金制度」（窓口：エルピーガス振興センター）

■対象設備

①LPガス供給設備（バルクorシリンダ、調整器、ガス栓ボックス等）

②燃焼機器 （LPガス発電・照明ユニット、LPガス燃焼機器（調理・炊飯・暖房）ユニット）

【上記のうちいずれか一つ以上は必須】

上記「設備費」「工事費」に補助金適用（上限15百万円）

■公募期間

5月中旬～ 約6億円終了まで

■申請者

災害対応型バルク貯槽等の購入者、またはリース事業者

■補助率

中小企業 2/3、その他企業・地方公共団体等 1/2

（補助金は工事完了後、2～3ヵ月後に直接振込されますので、一旦は全額のお支払いが必要）

■災害対応型バルク補助金制度 【まもなく終了】

＋

オプション

■詳細は個別相談となりますが、
非常時に地域の防災拠点になる旨の
本来の事業の主旨を、申請時に明示
しておくことが大事です！

■一時避難所となり得るような施設（例）
オフィスビル、マンション、学校、工場
コンビニ、外食店舗、ホテル、集会所、
神社など、ある程度の広さがある場所

■優先順位（高→低）
①公共施設（市役所等）
②公的避難所（公立学校等）
③病院・老人ホーム等
④一時的避難所となるところ

※応募多数の場合、優先順位を考慮して審査されます。

災害協定締結
必須で②繰上

公共施設、介護施設、病院には
停電時稼働のＧＨＰが追加

※一時避難所機能のための補助金であり、営業業務の維持用には補助金は使えません。



●設置場所 ： 秋田県内 ●金額：３５百万（補助金１５百万満額取得）

●導入月 ： ２０１７年１１月

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機
（５４ＫＶＡ×３台）

●供給設備 ： 災害バルク９８０ｋｇ×１台

●導入目的 ： 停電時に人工透析器を復旧させたい。

近隣に非常時対策を施した医院はなく、地域貢献できる。

（過去ディーゼル発電機で見積をとったところ７千万の提示があった）

●使用用途 ：透析機器、照明、電気空調、コンセント等

●トピックス：①提案の結果、GHP３０HP、２０HP×２台の燃転に成功！！
②院長先生からの紹介で秋田県腎不全研究会へ出展

■人工透析クリニック （秋田 都市ガスエリア）

【設置写真（供給設備１基 発電機３台）】 【展示会の様子と展示したBCPパネル】
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学校の外観 非常用コンセント

●設置場所 ： 都内 某私立高校

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機 （LEG-9.9USXT（8kVA）×１台）

●導入目的 ： ①災害時に生徒を混乱無く指示・誘導する為の校内放送設備の確保
②生徒の安否情報を父兄へ発信する為のサーバー室の電源確保

●使用用途 ： パソコン、サーバー、コンセント、照明等

●補 助 金 ： １／２の補助率で導入

ＬＰガス非常用発電機＋災害用バルク

■ＬＰガス非常用発電機の導入事例（学校施設：東京）
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※停電を検知して、全自動で発電～送電、10kW未満のため法的な届出も緩和され、電気主任技術者の選任手続が

不要だったことも、採用の決め手となった。



●設置場所 ： 都内 某保育園 金額：１8百万円

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機 （LEG-54USXT（45kVA）×１台）

●導入目的 ： ①０歳児保育等避難困難な児童を守るため
②保護者へ安否を知らせるための機能維持
③食堂での食事の確保のため

●使用用途 ： 照明、コンセント（１階 食堂・０歳児保育室） 空調（１階部分）

●補 助 金 ： １／２の補助率で導入

■ＬＰガス非常用発電機の導入事例（保育施設：東京）
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●設置場所 ： 神奈川県内 特別養護老人ホーム

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機 （LEG-31USXT（26kVA）×１台）

●導入目的 ： 各フロアのナースコールと吸引機を活かす
※既にディーゼル発電機で照明とエレベータは稼働可能となっていた。

●使用用途 ： ナースコール・吸引器・非常用照明 等

●補 助 金 ： １／２の補助率で導入

■ＬＰガス非常用発電機の導入事例（特老施設：神奈川）
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■ＬＰガス非常用発電機の導入事例（福祉施設飯南町）
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●設置場所 ： 島根県 飯南町保健福祉センター

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機 （LEG-54USXT（54kVA）×１台）

●導入目的 ： ①冬場の災害を想定し、避難者へ「暖」の提供を優先
②電気だけでなく、多様なライフラインの確保
③災害時のＬＰガス販売店の対応が心強く、安心である

●使用用途 ： 空調（GHP）、照明、コンセント 等

●補 助 金 ： １／２の補助率で導入

建物外観 災害用バルクＬＰガス非常用発電機＋GHP



●設置場所 ： 大阪府内

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機
（５４ＫＶＡ×３台）

●導入目的 ： 停電時に人工透析器を復旧させたい。

透析治療は２日～３日に１回の治療を必要とし、１回の治療に２～３時間掛かる。

現在は、器械に付属のＵＰＳ（無停電電源装置）があるが、２０分しかもたない。

近隣に非常時対策を施した医院はなく、地域貢献できる。

●使用用途 ：透析機器、照明、電気空調、コンセント等

●供給設備 ： 災害バルク９８０ｋｇ×１台
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■ＬＰガス非常用発電機の導入事例（人工透析施設）

2018年9月の台風21号で地域は停電。
無事にLPガス発電機が稼働し、
停電時にも患者様に透析治療を継続
することができた。



●設置場所 ： 島根県某人工透析クリニック

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機 （５４ＫＶＡ×６台）

●導入目的 ：停電時に人工透析器を復旧させたい。

透析治療は２日～３日に１回の治療を必要とし、治療に２～３時間掛かる。

現在は、器械に付属のＵＰＳがあるが、２０分程度しかもたない。

近隣に非常時対策を施した医院はなく、地域貢献できる。

●使用用途 ： 透析機器、照明、空調、コンセント等

●供給設備 ： １ｔ 竪型バルク

■人工透析施設（島根県）
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■ＬＰガス非常用発電機の導入事例 （信用金庫）

民間施設でありながら、災害時の避難所として登録。
緊急時には敷地内で食料・飲料品の提供、ＧＨＰで冷暖房を行う。

また、ＬＰＧ発電機の用途は、店舗内の照明、ＧＨＰの電源として活用し、
まさにＬＰＧの特性を最大限に活用した地域住民の為の信用金庫となった。

●信用金庫が改築される際に、国の補助金を活用してLPG式防災４点セットを導入。
①９８０ｋｇ災害用バルク貯槽 ②デンヨー９.９kVA LPG発電機
③IWATANI炊き出しステーション ④ダイキンＧＨＰ２０馬力

●補 助 金 ： １／２の補助率で導入
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2018年9月の北海道地震の停電時にも無事稼働し、3日間の停電を
乗り切り、災害時に強いＬＰガスを再認識いただきました！！
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2018年9月、北海道地震の停電時に無事稼働し、地域の住民や
介護施設にも避難場所として開放し、感謝の声を得ることができた。

■ＬＰガス非常用発電機の導入事例 （北海道 薬局）
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■ＬＰガス非常用発電機の活躍事例 （北海道 薬局）

（事例）そらちぶと薬局さま（北海道砂川市）
2017年度災害用バルク補助金活用
「LPガス災害用バルク、GHP、発電機、炊き出しセット」を設置。
特にLPガス発電機は地震発生後、商用電源の復帰まで約45時間稼働し続けた。
「非常に役立った」との事で、以下の感謝のコメントをいただきました。

From: ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Sent: Saturday, September 8, 2018 3:21 PM
To: マツ松原＊＊Ｅ札幌マルヰ石油課 <y-matsubara@iwatani.co.jp>

Subject: 感謝感謝です。

大変、お世話になりました。感謝感謝です。
電気復旧して地域住民や砂川の介護施設からも感謝の声あがりました。
薬局も多方面で機能しなければ地域に寄り添えないと思います。
また、イワタニさんのコンロタイプのガスボンベやコンロ、
小型発電機などカタログありましたらお願いします。

そらちぶと薬局 （○○社長）

その他、LPガス非常用発電機をお納めしたお客様から多数の感謝のお言葉・ご報告
をいただきました。（老人ホーム、介護施設、病院、信用金庫、中核充填所等）
東北震災以降に推進してまいりました「LPGを活用したBCP対策」は決して間違っ
ていなかったことを確信いたしました。

mailto:y-matsubara@iwatani.co.jp


■ガス発電機 搬入 17kVA

（単相機）

架台：400mm

基礎：200mm

設置場所

４階

積雪対策

■ＬＰガス非常用発電機の導入事例 （信用金庫 積雪対策）

水害対策
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■建 設 地 ： 横浜市西区

■規模構造 ： 鉄筋コンクリート造（免震） ５階建
共同住宅２ＬＤＫ/２１戸

■工 程 ： 着工 2013年10月 竣工 2014年6月

■附帯設備 ： 井戸、かまどベンチ、炊出しステーション

■ＬＰガス設備
①ＬＰガスバルク貯槽（1㌧×2基）
②ＬＰガス発電設備 単相機8kVA×1台、17kVA×1台

三相機10kVA×1台
③電源切替盤 (停電時には自動にて切替可能）
④災害時の対応 ・共有部のエレベーター

・各戸のコンセント

●１号物件（東京都江戸川区）、２号物件（横浜市西区）に続き、順次竣工予定

■災害対応型エネルギーシステムの導入事例（マンション）

（江戸川物件）

■LPガスを活用した防災賃貸マンション 事例のご紹介（横浜物件概要）
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（横浜物件）
２０１４年７月
入居開始

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqwtfAypnTAhXIE7wKHVarCSYQjRwIBw&url=https://www.starts.co.jp/&psig=AFQjCNG1OZhLTnbQluKlVmZ8oZnU3XJ1Ww&ust=1491903151829532


某工場事務所棟へＬＰガス非常用発電機＋ＧＨＰを導入

既存105,000kcalチラーからＧＨＰ56馬力へ更新

ＬＰガス非常用発電機（単相17kVA）と災害対応型バルク

非常用発電機による停電対策に加えて、ＢＣＰシステムビルに進化
①ハイブリッド型の空調システム ：ＧＨＰ（更新による省エネ）＋ ＥＨＰ（電算室）

②節税 ：生産性向上設備投資促進税制の活用で6,300千円の節税効果
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ＢＣＰ対策に発電機を導入し、老朽化した空調をＧＨＰに更新して停電時も運転可能としました。

■ＧＨＰ＋非常用ガス発電機 導入事例

⇒

切替盤にて停電時は発電機より電源供給



●設置場所 ： 大阪府大阪市

●設備概要 ： デンヨー ガス発電機LEG-54UST

●導入目的 ： 大規模停電時に入居者を安全に所内に避難させるため。

●使用用途 ： １階・３階の照明、エレベーターの復旧。

●供給設備 ： ９８０ｋｇ災害対応型バルク

●利用補助金：災害バルク補助金

１階フロア エレベーター
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■ＬＰガス発電機（特別養護老人ホーム 大阪 都市ガスエリア）

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl07jvpKvKAhUGE5QKHaXiBGEQjRwIBw&url=http://www.asano-sekkei.com/works/medical/medical_02.html&psig=AFQjCNG8r4yCh2EaTb7oY86AeNVXK2vXbg&ust=1452929112237202


●設置場所 ： 岡山某産婦人科クリニック

●設備概要 ： デンヨー製ＬＰガス非常用発電機 （９．９ＫＶＡ×１台）

●導入目的 ： 手術中の照明を点灯させるため

●使用用途 ： 手術用照明、テレビ、ラジオ、ベッドの昇降等

●供給設備 ： ５０ｋｇボンベ×２０本
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■ＬＰガス非常用発電機 （岡山 産婦人科クリニック）



●設置場所 ： 福岡県内 ●売上：１４．７百万（補助金６．３百万取得）
●導入月 ： ２０１７年１２月

●設備概要：①空調設備（ガス式空調室外機３２馬力・室内機１９台）
②非常用発電機（９．９ｋＶＡ・１台）
③災害用炊き出しセット

●供給設備： 災害バルク９８０ｋｇ×１台

●補助金 ：SII省エネ補助金（落選）⇒災害用バルク補助金

●導入目的：ＧＨＰ老朽化に伴う更新及び省エネ効果期待・併設の施設及び系列施設のＢＣＰ対策

●導入経緯：経年劣化により、空調設備の更新需要があった。
八女市の大雨災害時に系列ホームが被災したこと熊本震災、大雨災害も検討要素とのこと。

●結果 ：①ＳＩＩ補助金はＥＨＰ⇒ＧＨＰの更新で落選となったが
ＧＨＰ＋発電機の災害用バルク補助金を活用できたことで結果としてコスト削減！

②最初は空調更新だけであったが、ＬＰガス発電機導入が県南エリア“初”であったため
理事長（元市議会議員）に非常に満足頂き、今後行政に働きかけていただけることに。

●使用エリア
（多くのエリアを対象とした）
【ＧＨＰ採用補助金要件】
①非常時に稼働する
②避難する人（利用者）が
災害時いるエリアのみ

⇒条件クリアが必須！！

■デイサービス （福岡 ＧＨＰ→ＧＨＰ＋発電機）
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●設置場所 ： 北九州市内 ●売上：１１百万（補助金５．５百万取得）
●導入月 ： ２０１７年１２月

●設備概要：空調設備（自立発電機能付きガス空調20馬力 1台）

●供給設備： 災害バルク９８０ｋｇ×１台

●補助金 ：SII省エネ補助金（落選）⇒災害用バルク補助金

●導入目的：空調（EHP）の経年劣化による空調更新

●結果 ：①ＳＩＩ補助金はＥＨＰ⇒ＥＨＰの更新で落選。
挽回策として一部自立機能ＧＨＰ化（共用部分）の提案で、災害用バルク補助金獲得。

②ＧＨＰ導入は、補助金なしでＥＨＰ更新するよりコストダウンが図れたことに加え
デマンド削減はもちろん災害時ライフライン確保ができた。

◆設置した室外機 ◆自立運転スイッチ盤 ◆切替盤

■高齢者福祉施設 （北九州 ＥＨＰ→自立発電ＧＨＰ）
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■「学校体育館」の避難所機能の向上

89

【基本スペック】
中学校：ＧＨＰ７２ＨＰ

ＬＰガス発電機９．９ｋＶＡ
小学校：ＧＨＰ６０ＨＰ

ＬＰガス発電機９．９ｋＶＡ



【役所関係】
岡山県矢掛町役場 （2015年度 完成済）
埼玉県宮代町役場 （2016年度 完成済）
埼玉県地方庁舎（６ヶ所） （2015年度 完成済）
東京都世田谷区支所 （2017年度~ 順次納入中）
島根県安来市防災センター （2018年度 導入予定）

【保健福祉センター・公民館】
島根県飯南町保健福祉センター （2015年度 完成済）
山口県萩市小川町公民館 （2015年度 完成済）
群馬県沼田市保健福祉センター （2014年度 完成済）

【学校関連】
大阪府箕面市全小中学校体育館 （2018年度 完成済）
埼玉県宮代町立中学校 （2017年度 完成済）

【消防署関連】
京都府宮津市消防署 （2018年度 完成済）
鳥取県内消防署 （2018年度 導入予定）

【道の駅】
群馬県藤岡市 道の駅 （2015年度 完成済）
岐阜県白川郷 道の駅 （2016年度 完成済）
山形県米沢市 道の駅 （2017年度 完成済）
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■ＬＰガス非常用発電機 自治体での設置事例



道の駅 ららん藤岡

＜導入設備＞
①災害対応バルク

９８０ｋｇ×１基
②非常用ガス発電機

９．９ＫＶＡ×１台

＜電源復旧箇所＞
食堂照明・コンセント・給湯器
（ＥＶ充電器にも利用可能）
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■「道の駅」を防災拠点に



■災害用バルク補助金（Ｈ３１年度）概算要求

ＬＰガスは
８.５億円分

■GHPは「災害時に稼働することを条件に災害時稼働エリアの空調」が補助対象
■自治体との協定書締結については柔軟化（申請方式・自治会と締結後自治体の追認 等）
■平成３０年度補助金採択率は１００％だが、満額消化された。 92



■①の３０度予算額：約１９０億円（全体経費の約３２％）⇒来年度も200億程度？
■前年度の採択状況は別紙参照
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■省エネ補助金（Ｈ３１年度） 概算要求



■省エネ補助金（Ｈ３０年度 ＳＩＩ） 参考①

■イワタニグループでは「Ⅱ.設備単位」の補助金申請がほとんど
（Ⅰ.は工場・事業場全体のエネルギー削減となる為、補助金申請が難しい）

■補助金の予算配分は不明、「Ⅱ.設備単位」の申請数に対する採択率は７０％（2115件／3004件） 94



II．設備単位での省エネルギー設備導入事業

既設設備を一定以上の省エネ性の高い設備に更新する事業。更新設備は高効率照明、高
効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低
炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵庫、産業用モータの10の設備区分から選ぶ。

補助対象の経費は設備費のみ。
補助率は補助対象経費の1／3以内で、
上限額は1事業あたり3,000万円、
下限額は1事業あたり50万円。
ただし中小企業者、個人事業主は30万円。

■省エネ補助金（Ｈ３０年度 ＳＩＩ） 参考②

95



■省エネ補助金（Ｈ３０年度 ＳＩＩ） 参考②

■平成３０年度は□部分（平均省エネ率・平均省エネ量・平均費用対効果）よりいい数値が採択のポイント

※□部分は採択事業ベース
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■対象業種：全業種

※中小企業は優遇措置があると言われています。

■補助金判断基準
①費用対効果（kl/千万円）：省エネルギー量[kl]×最長法定耐用年数／補助対象経費
②省エネ量[kl]

③省エネ率[%]

④その他

①～④を総合的に判断し、補助金の採択は決定します。
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■省エネ補助金（Ｈ３０年度 ＳＩＩ） 参考②



■補助金事業 年間スケジュール

２０１９年 ２０２０年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事前準備・検討

社内稟議・決裁

一次公募 採択 施工可能

検収
支払

補助金
受給

提案・現調・見積

発注

2019年度補助金は「本予算」のため、最終的な情報は来年4月以降となります。
但し、早めの提案・補助金申請が来年度の重要事項となります。
ある程度の情報でも早期に各事業者様への提案をお願いいたします。

※参考：2018年度補助金スケジュール災害用バルク補助金 5月23日(水)~６月22日（金）
（一次公募期間） SII省エネ補助金 5月28日(月)~７月３日（火）

※公募期間は約１ヶ月と短いため、遅くても２～３ヶ月前からの準備をおすすめします。
余裕をもってご準備いただくことで、書類不備を少なくすることができます。

※補助金採択は最短でも7月中旬となるので、工事は8月以降となります。
つまり、４～6月工事予定の物件には適用できないということになります。
また、年度内執行（2月頃）が必要ですので、年度またぐ案件は難しいです。

【年間スケジュール（イメージ）】
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震災の数日後、熊本市内の商店街
でラーメン屋さんが営業を再開しており
ました。

地震により、店舗内が片づけられない
為、店頭での営業を行っていると思っ
て話を聞いてみたところ

「水道・電気は復旧したんですが、
都市ガスが使えないんですよ」
とのことでした

もしものときは、やっぱりLPガス！
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■マルヰ会



マルヰ会は日本最大のＬＰガスブランド
「MaruiGas」を購入いただいている
販売店様のネットワークです。

全国１０ブロック、１８地区会

全国１４００会員様

昭和３０年設立

国内最大のＬＰガス販売組織
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■マルヰ会



全国マルヰ会コンテストMaruiGasブランド強化 人材教育・営業支援

MaruiGas 災害救援隊 情報紙ムティ

全国のマルヰ会約3,600名の
LPガス有資格者にて構成

10月22日に全国80カ所以上
で一斉訓練を実施

■ＢＩの活用促進

■一声呼びかけ運動

■営業強化、資格取得、提案ツール斡旋等

■こども110番活動

月刊140万部発行の
ムティ活用による
顧客接点強化と

新規顧客の開拓を推進

社会貢献活動

■熊本地震での救援隊活動

■マッピー活用によるＰＲ

■全国マルヰ会コンテスト
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『快適くらしコンテスト』
『ガス増量機器コンテスト』
実施中

iPadツール クレジット決済

■マルヰ会



『MaruiGasグループ』独自の災害支援の全国組織

ガスのエキスパートが万が一に備え、
迅速に対応出来るように訓練

災害救援隊
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有事の際は全国から
応援に駆け付けます！

■マルヰ会

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtra-Jn9_PAhVkVWMKHY1CAisQjRwIBw&url=http://www.iwatani-kanto.com/services/disaster.html&bvm=bv.135974163,d.cGc&psig=AFQjCNH3kGOyKP1Af0hjU74DGlxLTPiQUQ&ust=1476704165962516


災害救援隊が出動開始（九州エリア全域より）

統一のベストでお客様へ安心感を 有事に備え救援活動は２人１組で行動 有資格者による確実な点検を実施
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■マルヰ会

前震発生

現地による自社点検開始

対策本部設置 本震発生

現地への支援物資

配送を開始

2016年4月熊本地震



1995阪神大震災を機に、被災地のLPガス供給
の早期復旧を目的として設立された全国組織。
約3,600名のLPガス有資格者で構成。
毎年10月には全国で災害を想定した一斉訓練

■マルヰ会（熊本地震の取組み）
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平成30年7月
西日本豪雨

■マルヰ会

気象庁、

各地に大雨特別警報を発表

岩谷産業 本社・支社（中国、近畿、四国、中部）対策本部を設置

現地への支援物資配送（H/E首都圏、近畿）を開始

大洲市にてマルヰガス災害救援隊（四国岩谷産業13名）出動開始

（後、7/25時点で同社延べ67名出動）

７月
６日
（金）

７月
８日
（日）

７月
９日
（月）
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■毎年１０月に「ＭａｒｕｉＧａｓ災害救援隊訓練」実施
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■毎年１０月に「ＭａｒｕｉＧａｓ災害救援隊訓練」実施



○自社の社員の生活確保

・ 社員が平静を取り戻せなければ

お客さまへの対応は不可能

・水１本、カセットこんろ１台、ボンベ１本

社員へ支給し、生活を確保すること

○平常時から準備すべきは「助けられ方」

どのように助けられるべきか、知ること
108

■これまでの経験から考えること
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■ＬＰガス関連商材を中心にした企業様向けＢＣＰセット



●災害発生時は、ＬＰガス事業者が各施設へＬＰガスの配送及び点検を行う。
→ 非常時の装備品の備蓄は必須。 Ｅｘ）炊き出しセット、簡易トイレ、カセットコンロなど
→  避難施設等への、ライフラインの確保は必須。 Ex）非常用発電機、ＬＰガス、水など

小中学校

公民館商業施設

福祉施設

病院 体育館

ＬＰガス事業者

一般住宅
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■ＬＰガス事業者に期待されること



ＬＰガス事業者が消費者との伝達の懸け橋に
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展示会

災害訓練

火育
リフォーム

LPガス事業者 お客様

エネルギー間競争が激化している
現在、LPガス事業者がいろんなイ
ベントを通じて「お客様の満足」を
獲得していくことが大切。

質量販売

情報誌
保安点検 etc…

■ＬＰガス事業者に期待されること

お客様から選ばれるエネルギー

お客様から選ばれる事業者

災害対応力/発電機ガス衣類乾燥機 オートバス（追炊き給湯器） ＋



ご清聴
ありがとうございました

お取組みの程
お願い申し上げます
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