トモプロ︵本部・横浜市︑熊本直喜社長︶

は本部併設の

時間営業コインランドリー店

﹁新らくらく生活﹂を起点にＬＰガスや宅配
水︑リフォーム事業の顧客開拓に取り組んで
いる︒社員にクリーニング師資格を取得させ
洗濯代行業と暮らし支援サービスを組み合わ
せたビジネスモデルの立ち上げも計画する︒

静岡県ＬＰガス協会︵森峰 Ｐ﹂を寄贈する﹁地域防災応
雄会長︶は静岡県と新防災協 援プロジェクト﹂の一環で

川根本町役場で行われた寄 時に使用できねば意味はない の一つであり︑防災資機材を

贈式には協会から森会長︑大 ので︑防災訓練時に本部と各 活用しながら取り組んでいき

るとの報道もある︒

配信する︒税込み参加費

詳しい事故原因は調査 は会員８千円︑非会員９

中だが︑経済産業省によ 千円︒マニュアル購入済

器のＬＰガス容器接続部 円︑非会員６千円︒ＫＨ

ると︑火元の住宅で調整 みの場合︑会員５５００

とガスメーターの供給管 Ｋホームページの専用フ

森会長は﹁当協会はこのプ

木町長は﹁防災のみならずイ 森会長︑阿垣康弘・磐田地区 ロジェクトに限らず︑多発す

・配管接続部が落雪によ ォームからまたは郵送か

で寄贈式を行った︒県協会は らは鈴木敏夫町長が出席︒鈴

ベントなどでも活用できると 長︑市からは渡部修市長と薗 る自然災害に備え公的施設で

磐田市役所での寄贈式には

定を締結した２０１７年から 日に川根本町︑ 日に磐田市 畑陽介・北榛原地区長︑町か 地域で使いたい﹂と述べた︒ たい﹂と謝意を示した︒
５年間の継続事業として︑

川根本町と磐田市に

の話があったが︑コロナ禍が 田欣也危機管理監が出席︒渡 のＬＰガスの常設・常用や︑

って損傷し︑漏洩したガ ファクスで申し込む︒参

スに何らかの原因で着火 加者特典でＫＨＫ発行図

静岡県協 地域応援プロジェクト

地 区 会 が カ バ ー す る 市 町 に 計画を１年前倒し年度内に地 催できる日を心待ちにしてい 分だけ有事にはそれが一変す Ｐガス空調の導入などを︑行

したとみられる︒屋根か 書の割引販売も行う︒

終息しイベントを大々的に開 部市長は﹁インフラは便利な 避難所となる学校施設へのＬ

﹁イワタニ デリバリーステ 区会単位の寄贈を一巡させる る︒私どものような小さな町 るが︑非常時・災害時にプロ 政をはじめ関係機関に広く働

ら下ろした雪で家屋の三

分ごろ

立方㍍ 円

ーション﹂とホンダ＋矢崎エ が︑ 市町が未実施で残るた にも素晴らしい資機材を寄贈 パンが有益なことは実証済み きかけている︒災害にも強い

方が囲まれていたため︑

時

１人死亡

秋田・羽後町で爆発

日午前

日に で死者１人を出す爆発火

月全国平均

日末現在のＬＰ

石油情報センター発表

月

によると︑

国平均価格

立方㍍の全

月末現在の

前回調査比で１円高の７

８６５円だった︒

地域別は北海道が９７

日︑オンライン 東北は８６９５円︵同１

高圧ガス保安協会は２ ８９円︵前月比４円高︶︑

ＫＨＫ︑２月５日から

オンラインセミナー

申請手続き手ほどき

調査中としている︒

ーカーや型式︑製造年は ガス市況調査︵速報値︶

るという︒供給機器のメ の

スが滞留した可能性があ

周辺や床下に漏洩したガ

ス工事費用の全額事業者

の特別措置を認

可した︒新潟県長岡︑柏

負担

︱

の基本料金免除▽臨時ガ は初めて︒

謝を申し上げる︒いざという 態にも対応していくのが仕事 ひお願いしたい﹂と述べた︒

大雪災害で特別措置

ナジーシステムのＬＰガス非 め来年度以降︑プロジェクト いただき︑町民を代表して感 だ︒市も有事には想定外の事 ＬＰガスの積極的な活用をぜ
常用低圧発電機﹁ＥＵ９ｉＧ 第２弾を継続する︒

〠３５９︱１

開している︒
▽住所

サイサンの申請認可
関東経産局

日︑ 助法が適用された

28

生活代行＋暮らし支 援 サ ー ビ ス
コインランドリー２号店 る︒店舗では洗濯や乾燥
所沢店は 日に西東京

リなどの特典を を当面継続する︒
贈呈した︒

０１

鈴木淳店長は 店︵西東京市︶から移転 １４３所沢市宮本町１︱
﹁商圏は戸建て しオープンした︒同社は ３︱ ︹所沢店︺

７日から日本海側で続 崎︑十日町︑糸魚川︑妙

のあるお客さま 事業を強化︒子会社デグ ４︱２９０３︱８０５３ 関東経済産業局は

０１２０︱１４６︱７ た被災ガス需要家を対象 る︒年初の雪害に伴う旧 が全壊︑１棟が延焼した 月５〜

も一定数いるの チホームズ︵本社・富士 ︹所沢ショールーム店︺ サイサンから申請のあっ さ か の ぼ っ て 適 用 さ れ 災事故が発生した︒１棟

10

工業者の視点か

験を生かして施 様のショールーム店を展 ０３︱８０５６

ＬＰガスメーターにＬ

円高︶︑

月２〜４ ガス発電機と蓄電池を組 目された︒エネルギー事 電力料金プランに関心を 円︵ 同 ４ 円 高 ︶︑ 四 国 は

シナネンはＣＯ

九州・沖縄が７９３４円

５立方㍍の全国平均価

災害に強い自立分散型 ︵同１円安︶だった︒

と電 インフラシステムの実現

いるだけで守られる家﹂ 発部長は﹁来場人数は減 した﹁あかりの森のでん ︵同・東京︑前田瑶介社

堂々と料金公表を

ている事業者は１万８２

１９者だった︒神奈川県

は調査総数６９０者︑回

答事業者数５２５者で︑

料金を公表している事業

者は４６７者と全国平均

よりかなり低かった︒

また︑神奈川県消費者

の会が実施した﹁電話に

昨年はコロナ対策もあ るかなど考えてスケジュ 起こったが︑今年に入っ 種会議︑研修会や講習会 ０５０年問題︑人口と消 し 続 け て い き た い︒︵ 協 リスクが増大し︑ＬＰガ さらに高まっている︒そ を実現するエネルギーと

ス常設・常用の推進は業 うしたなかでＬＰガスの して地域コミュニティー

界のみならず都民の一人 料金が不透明だとの声を に認められると思う︒末

としても重要に感じてい 受け︑２０１７年に取引 長く信頼され︑災害時に

る︒昨年 月に小池百合 適正化に関するＬＰガス 役立つＬＰガスとしてお

子都知事と３度目の面談 法規則改正や通達改正︑ 客さまに選んでいただけ

が実現した︒昨年は学校 ＬＰガス小売ガイドライ るよう取り組み︑エネル

体育館に空調設置を推進 ン の 制 定 な ど が 行 わ れ ギー間の競争に打ち勝っ

するための補助金が都の た︒全国ＬＰガス協会も て い き た い︒︵ 協 会 報 か
予算に計上され︑それに ＬＰガス販売指針を改訂 ら︶

︵同

立方㍍が１万３

円高︶だった︒

立方㍍２万８４３７円

ＴＯＫＡＩは﹁そこに ・管理部担当新規事業開 介し︑展示会初日に発表 的業務提携するＷＯＴＡ ４ ０ ４ 円︵ 同 ４ 円 安 ︶︑

田貴志社長︶が出展した︒ ング本部新規事業開発部 様な電力料金プランを紹 市︑笠井健社長︶と戦略 安 ︶︑

長︶やシナネン︵同︑安 木辰麻理事エンジニアリ 気料金削減に貢献する多 に向け北良︵本社・北上 格は４９１８円︵同１円

社・静岡市︑小栗勝男社 対 策 商 品 も 紹 介 し た︒鈴

界関係はＴＯＫＡＩ︵本 マルチアクアなどＢＣＰ い﹂と手応えを話した︒

ッグサイトで開かれ︑業 ー︑大容量貯水タンクの ズをつくり出していきた 印象だ﹂と語った︒

日に東京・有明の東京ビ み合わせたガスデンパワ 業とのミキシングでニー 持ち足を止める方が多い ７６７３円︵同

Ｗｅｅｋ﹂が

示会﹁住宅・ビル・施設 ＴＳハウスをＰＲ︒ＬＰ った︒特に雨水利用が注 以上に︑環境に配慮した 円 安 ︶︑ 中 国 は ８ ２ ８ ７

建築物に関する複合展 太陽光発電を活用するＯ いというお客さまが多か 担当者は﹁料金削減効果 近畿は７６５３円︵同

７４７６円︵同５円高︶︑

限延長▽ガス未使用期間 者への災害特別措置適用 宅に物的被害が及んでい ニュアルセミナー﹂を再 円︵ 増 減 な し ︶︑ 中 部 は

込める︒現場経 越谷市とあきる野市に同 ３１︵同︶ ０４︱２９ とした▽料金の支払い期 簡易ガスみなし小売事業 が︑爆風の影響で周辺住 で﹁ＬＰ法申請手続等マ 円 高 ︶︑ 関 東 は ７ ３ １ ８

で相乗効果を見 市︶のノウハウを生かし

12

11 10

の出店も視野にあり︑１ 作業を一部代行するサー
店舗は２０１８年３月 洗濯代行業をベースとし 号店とは異なるニーズを ビスも提供し︑高単価で

の世帯が多く︑ 非エネルギー部門の収益 ２ ０ ︱ ０ ４ ６ ︱ ３ ７ ０

40

当社とガス取引 拡大の一環でリフォーム ︵フリーアクセス︶ ０ く大雪に伴う災害を受け 高︑上越の６市に災害救 秋田県羽後町の一般住宅

14

をコンセプトに︑雨水と ったが︑どうしても来た き﹂もＰＲした︒ブース 長︶の出展もあった︒

尾崎義美・東京都ＬＰ 伴いＬＰガス機器がかな し︑会員事業者の取引適

昨年３月に全Ｌ協が発

ガス協会会長 業界は昨 り導入されたことは喜ば 正化を促したところだ︒

た存在になるための行動 でデジタルコミュニケー ランスフォーメーション スの認知度は一般的にま 状況調査結果によると︑

るエネルギーとなるため

にも環境変化に柔軟に対 ＰＷＡを合体したネット

新型コ では︑調査事業者総数６

橋宏昌・神奈川県Ｌ よるガス料金価格調査﹂
特にリモート会議を積 でなく３密の回避も実現 Ｐガス協会会長

応して活動に取り組む︒ ワークはコスト削減だけ

・

極的に活用し︑役員︑会 し︑コロナ禍におけるＬ ロナウイルス感染症の第 ８２者︑料金回答事業者

員相互の連携をデジタル Ｐガス業界の救世主と言 ３波により︑経済活動の 数３２９者︑回答率

通信でより密にして結束 える︒スマートフォンに 回復ペースは大幅に鈍化 ２％という相当低い回答

を強化していきたい︒役 よる検計から次世代ネッ し大変厳しい状況だ︒エ となった︒改めて県内の

員︑会員が一体となれば トワークＬＰＷＡにソフ ネルギー業界は電力・都 全事業者に料金の公表を

川本武彦・埼玉県ＬＰ 業界を取り巻く事業環境 トランディングさせるこ 市ガス小売全面自由化に お願いしたい︒堂々とＬ

青い炎灯し続ける

いる︒︵協会報から︶

催されることを祈念して お客さまから選ばれ続け イテムになっている︒

ラリンピックが無事に開 を両輪とし︑ＬＰガスが なければならない必須ア

任を願い︑東京五輪・パ 安の確保と取引の適正化 ＩｏＴはすぐにでも始め

のために尽くす知事の就 予測される︒当協会は保 の小さな販売店にとって

が予定されている︒県民 ローバル化が進展すると 高齢化が進んでいる都内

京五輪・パラリンピック 化が進み︑経済社会のグ 動を推進してきた︒特に

県知事選挙︑夏場には東 化で企業の効率化・情報 ロナの時代を見据えた行 会報から︶

とも言われる︒デジタル ウィズコロナやポストコ 推 進 し て い き た い︒︵ 協 ３者のうち︑料金公表し

﹁未来が早くやってきた﹂ の構造改革に取り組み︑ がさず業界一丸となって 回答事業者数１万９３６

どのような社会環境に に精一杯取り組んでいき シ ョ ン が 急 激 に 普 及 し ︵ＤＸ︶の実現など社会 だまだ低い︒この機を逃 調査総数２万７９７者︑

化②電力事業の登録店制 と﹁生き残れるための成 用分野でＬＰガスへの燃 注力してもらった結果︑ い体質強化を目指す︒ノ も挑戦していきたい︒

対需要はあるため︑戦い る活動で実績を上げてほ

力合わせ課題克服

続しニューノーマルと融 なろうとも︑社会のイン ましょう︒︵寄稿︶

度強化推進③水回りリフ 長戦略﹂を基本戦略に据 料転換を推進する︒新た 他業種に比べ影響が小さ ーマルの良いところは継
当社は埼玉県を地場と 和することでシライシ独

ォーム専門の複合店展開 える︒重点課題は最適な な市場開拓とＭ＆Ａも視 くホッとしている︒
の戦略確立④ＬＰＷＡの ガス物流網を構築︑安定 野にある︒悪質な切り替

計画的増設と第二号認定 し た ガ ス ソ ー ス を 確 保 え営業には徹底的に対抗 し︑個人消費低迷や企業 自のニューノーマルを作
っかりと守っていく︒

方によっては増販も可能 し い︒︵ ４ 日 の 社 内 向 け

小倉晴夫・千葉県ＬＰ
ガス協会会長 ２０２１
年は辛丑年︒痛みを伴う
衰退と新たな息吹が互い
に増強し合う年になりそ
昨年︑国内では新型コ ﹁新しい生活様式﹂が求

飯塚達也・白友会会長 うだ︒昨年はコロナ禍で

矜持もち事業推進

だ︒皆さんなら現状を打 オンライン新年会から︶

白石清・シライシ社長 売ができたら﹁数字の拡

成長が芽吹く年に

破できる営業力や提案力
があり︑持てる力を最大
限発揮し
﹁顧客の創造﹂︑
ロイヤルカスタマー化で
の﹁付加価値販売﹂につ

丑年は子年にまいた種 大﹂も実現できるので︑

なげられる︒付加価値販

新型コロナウイルス感 大事故と認識し︑ガス切

％の比 して組織を進化させる︒ る︒さらにガス切れは重

第６次中計が５月にス

が芽を出して成長する時 実践してほしい︒

営業方針は︑コロナ禍 期とされている︒今年は

発を踏まえ︑ＢＣＰ︵事 適な生活〟をサポートす 工夫を凝らした経験を一 タートする︒種をまき成 掲げるのではなく︑どこ より︑さまざまな場面で 貢献と事業の継続を目的

激しくなり︑お客さまの ことで︑クリーンで環境

業継続計画︶の観点から る︑地域に根ざした総合 層深め︑顧客満足と販売 長する姿が中計開始と重 に問題があるか︑問題を 活動の自粛を余儀なくさ とした﹁ライフパートナ ガス協会会長 自由化に 問 題 に も 対 応 し て い け とこそ最良の選択肢とし より市場の競争・競合が Ｐガスの料金を公表する

据えＬＰＷＡ集中監視の
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に開業︒洗濯機２台︑洗 た生活支援サービスの立 掘り起こそうと布団洗い 競合差別化が図れる店舗

水回りリフォーム専門店

濯乾燥機５台︑乾燥機９ ち上げを計画している︒ 専 用 機 の 導 入 を 見 据 え の運営を目指す︒

台︑スニーカーランドリ

ー１台の中型店ながら︑

ミライフ 所沢に開設
複合店としてリテール︑ 使い勝手を比較できる︒

ら最適な提案が

万世帯に密 ヒアリングやプラン提案 に所沢市や東村山市を中 できるのが強み︒水回り

卸売と一体的に運営︒半 営業担当４人を配置し︑

ショールームはシステ 地域密着の充実した工事 し︑保証・アフター付き をミライフに相談してよ

のサポートを強化する︒ コストダウンを実現し︑ から最大４〜５割引きと た い︒﹃ 暮 ら し の 困 り 事

ミ ラ イ フ︵ 本 社・ 東 収益の拡大へ販売事業者 短納期︑分離発注による をメーカー希望小売価格 築など大型案件を獲得し

を確立し︑エネルギー外 工事費込みの明瞭価格と の向上を図った︒商品代 まを増やし︑塗装や増改

ルームのビジネスモデル ケアまで一貫対応する︒ り込みを展開し︑認知度 積み上げてＯＢのお客さ

着したリフォームショー から施工管理︑アフター 心に 万５千枚の新聞折 の小工事対応から信頼を

径５㌔㍍︑
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コロナ禍で自然災害の エネルギー選択の意識が に優しく︑豊かな暮らし

組織体制の分散化と各従 エネルギー事業者として 成果の両立を進める︒保 なり︑今後の成長を予感 解決するためには何が必 れ︑経済面での打撃はも ーへの道﹂事業を展開し 伴うエネルギー間競争︑ る︒会員が一丸となりＬ て推進していきたい︒

ウェブ活用を拡大

今年はコロナ禍をどう 散型のエネルギーで︑地

災害対応力を周知

展開を拡大し︑保安を高 り︑当社は大きく変革し ールを組み︑プロセスに ても世界中で感染拡大が を開催した︒会員間の情 費世帯数の減少などがあ 会ホームページから︶
度化して営業に充てる時 た︒すべての会議をオン 沿って行動することで実 続いている︒私どもの業 報伝達や意見交換に貢献 るが︑ＬＰガスはクリー
ポータルサイト構築へ もペーパレスを中心に効 な目標を掲げて顧客情報 ントの中止・縮小などで

間の創出につなげたい︒ ライン化し︑業務部門で 績はついてくる︒挑戦的 界も保安活動や各種イベ できたと自負している︒ ンで災害にも強い自立分
﹁岡谷酸素マイページ﹂ 率化を図り︑テレワーク を共有し︑全社員一丸で 皆さまは大いに知恵を絞 克服し︑どのような希望 域経済に不可欠なエネル
今年は丑年︑何事にも 課題を皆さまと一緒に考 引している︒お客さまの

の登録を徹底的に進め︑ やシステムの構築を進め 取り組んでもらいたい︒ り︑苦労されたと思う︒ を芽生えさせるかという ギーとして経済活動を牽
今年のスローガンとし

野口行敏・岡谷酸素社 ービスへ業務展開する︒ レワークを活用し︑工夫 て﹁ニューノーマルをノ 我慢し耐え忍ぶ忍耐の年 え︑克服していく︒３月 生活向上に貢献している

ウェブを活用した顧客サ た︒営業でも積極的にテ

15

月間平均売り上げは２０

０万円を超える︒昨年は

コロナ禍でも客足は上々

で︑年間売り上げは前年

を上回り２５００万円を
同社は店舗内のデジタ

突破する見通しだ︒

ルサイネージで自社サー

ビスなどの情報発信を強

化している︒昨秋からは

店舗に説明員を土日祭日
日︑３店舗目となる

に常駐させ︑利用客との 京︑椎名忠聡社長︶は

接点活動に注力︒宅配水 月

のパック料金で提供︒消 かった﹄と言われる店舗

当初予定のオープン記 毒と検温を徹底してオー を目指す﹂と意気込む︒

事業では新規契約を伸ば 水回りリフォーム専門店 ムキッチン・バスやトイ 保証をアピールする︒

台を一堂に揃え︑ 踏まえ中止したが︑事前 を迎え︑洗剤やコシヒカ め定期的な新聞折り込み

写真 を所沢市に開設 カー９社から選りすぐり 念イベントはコロナ禍を プン初日に来店者約 組 地域での認知度向上のた

すなどの成果も上げた︒ ﹁所沢ショールーム店﹂ レ︑洗面化粧台などメー
現在は社員にクリーニ

ング師資格を取得させ︑ した︒小売の所沢店との の計

め︑適時適正な投資も進 って結果が出た︒直接対 ームエネルギー事業部で ことのない厳しい環境に フラ事業を担い︑ライフ 自覚し︑地域発展のため

業界から２社出展

私たちの生活様式はコ 年︑コロナ禍の危機から しい︒しかし﹁環境に優

めていきたい︒技術力を 面販売しなくてはならな は電気サービス﹁まちエ 打ち勝つために︑今年も ラインを司る事業者とし に邁進しよう︒
生かし︑補助金なども活 い部署でもソーシャルデ ネ﹂の獲得やガス外収益 皆さまとともに強い絆を ての矜持をもって︑より

住宅・ビル・施設Ｗｅｅｋ

トモプロ 新業態を計画

コインランドリー﹁新らくらく生活﹂
の店内︒デジタルサイネージによる情
報発信などで新規客を獲得している

14

的には①Ｍ＆Ａの推進強 のアップとスピード化﹂ 用しながら業務用や工業 ィスタンスを取り営業に の増販で︑燃料に頼らな もって乗り越え︑何事に 一層お客さまに寄り添っ ロナ禍で一変した︒一方 脱出するためデジタルト しく災害に強い﹂ＬＰガ 表したＬＰガス料金公表

新春トップメッセージ

ガス外収益 ％へ

ＬＰガス
防災機材

27
来場者数が例年より４割減少
した

森会長から寄贈品目録を受ける
㊤鈴木・川根本町長（左から２
人目）㊦渡部・磐田市長（同）

業員に添った柔軟な働き の活動を実践していく︒ 安認定事業者の取得を見 させる年に期待したい︒ 要か︑人材育成をどう図 とより深刻な社会不安が いち早くウェブ形式の各 地球環境対策としての２ Ｐガスの﹁青い炎﹂を灯
方制度の運用検討も行っ
ている︒災害時に相互補

填が可能で柔軟な組織体

制を整えることが今後重

要な施策となってくる︒
今年は石油・ＬＰガス

事業を極めながら︑季節

要因に左右されない新た
な事業・サービスでの収

10

12
10

12

14

14

7865

20

12

12

益構造改革を図る︒具体 長 今年は﹁情報収集力 新規のお客さま獲得のた して知恵を出し活動を行 ーマルに﹂を掲げた︒ホ でもある︒この経験した に任期満了を迎える千葉 エネルギーであることを

11

20

鈴木淳店長
12

販売事業者の認定取得⑤ し︑安定した供給体制を し︑大切なお客さまをし の経費削減があっても絶 り︑お客さまに支持され
スマートフォンを活用し 構築することだ︒
お客さまをフルサポー

造改革に着手し︑石油・ 理体制の構築⑥卸サポー 素﹂の理念から︑これに
ＬＰガスのコア事業の深 トセンターへの専門的人 応えるため社員のスキル
客さまごとの消費量に応

耕と新たな事業・サービ 材の積極的採用による対 を一層向上させたい︒お

︱

スによるガス外収益の増 応クオリティー強化
強を目指してきた︒収益 を一層進め︑迅速なビジ じた適正なガス料金を提
構造９対１の割合を︑少 ネスプロセスの構築を通 供し︑需要創出につなげ
％対

20

20

の出来事や自然災害の多 〝地域全てのお客様の快 で対面営業にさまざまな 第６次中期経営計画もス タートする︒単に目標を ロナウイルス感染拡大に められた︒当協会は社会

コロナ禍という未曽有 がら多様な事業を展開し

標に引き続き展開する︒ 染拡大予防を第一にしな れ件数ゼロを目指す︒

率に追い上げることを目

なくとも

21

50

11

24

長 昨年︑当社は収益構 による迅速な顧客情報管 トする﹁まるごと岡谷酸

椎名忠聡・ミライフ社 た営業支援ツールの導入

35

35

10

48

65

15

コインランドリー起点に

（２）
２０２１年（令和３年）１月２５日（月曜日）

プ ロ パ ン・ブ タ ン ニ ュ ー ス
（第３種郵便物認可）

