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MIZUSHIMA GASクリーンで快適なエネルギー「天然ガス」の可能性をもっと広げたい。

きれいな地球と住みやすい街、そんな未来を実現したい。

CO2の排出を抑える暮らしを提供していきたい。

こうした願いを、「快適」というさわやか風にのせて。

いま、人に優しく環境に調和した街づくりを目指して……。

水島ガスは、人と街と地球の未来のためにできることを、探求しています。

 天然ガスのクリーン性（燃焼生成物の発生比較）

天然ガスはメタンを主成分と
する無色透明な可燃性ガス
で、地球温暖化を招く二酸化
炭素（CO2）、光化学スモッグ
や大気汚染を引き起こす窒素
酸化物（NOx）の排出が少な
く、大気汚染や酸性雨の原因
となる硫黄酸化物（SOx）の排
出量はゼロです。
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天然ガスの可採年数は約６０年といわれていますが、非在来型天然ガス資源（シェールガスなど）の
開発進展により、未確認の在来ガスも含めると、推定埋蔵量は２３０年分ともいわれております。
また、クリーンな天然ガスの需要は増加を続け、今後もエネルギーの中心的な役割を果たしていきます。

16万キロリットルの貯蔵
タンクを2基保有する水島
ＬＮＧ（液化天然ガス）基地
からパイプラインを通じて、
天然ガスを受け入れています。
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世界各地に豊富に存在する天然ガス

出典：「Natural Gas 
Prospects」（1986）
/IEA（国際エネルギー
機関）、火力発電所大気
影響評価技術実証調査
報告書（1990.3）/
（財）エネルギー総合工
学研究所

人・街・地球の未来のために
環境にやさしいエネルギー。
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天然ガスで始めるエコライフ。
多彩なシーンで活躍していきます。
天然ガスで始めるエコライフ。
多彩なシーンで活躍していきます。

家庭用燃料電池エネファームは、天然ガスから取り出した水素と、空気中の酸素を
化学反応させて発電するシステムです。発電時に出た熱は給湯や暖房などに利用
できます。エネルギー効率も高く、また二酸化炭素の排出量も少ない次世代のエネ
ルギーシステムとして注目されています。

キッチンやお風呂などの給湯をはじめ、
リビングの床暖房や浴室暖房など、天然
ガスは今、住まいのあらゆる生活シーン
で活躍しています。水島ガスでは、省エネ
で快適なエコライフを提案しています。

－家庭用燃料電池システム－

シンプルでスタイリッシュなキッチンは、女性にとって憧れのスペース。そんな快適空間
にピッタリなのがガラストップコンロ。凹凸がなく使い勝手にすぐれたデザインで、
キッチンを演出します。Siセンサーが装備されており、安全性はもちろん、多彩な機能
を搭載し、ガスならではの高火力で、料理の味を引き立てます。
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電力会社からの電気

お湯 電気

安 心 便 利高火力 お手入れ簡単

エネルギーを
つかう家から、つくる家へ。
電気とお湯を同時につくる
画期的なシステム。

Kitchen
Siセンサーを装備した
ガラストップコンロ

リビングルームは、家族にとって大切なスペース。『ガス温水式床暖房』は、家族みんなが
より快適で、笑顔でくつろげる住空間を実現するものです。床だけでなく部屋全体を暖め、
また、アレルギーやハウスダストへの対策、空気の乾燥防止など、クリーンな環境を保つ
ことができ、赤ちゃんや肌の弱い方にも安心して利用していただけます。

安 心 ハウスダスト対策ダニ・カビ抑制

Living
ガス温水式床暖房

乾燥防止

今日のランチは
パスタで決まり！

ダッチオーブンで
メニューも豊富に

カラッと揚がりました！！

温度のムラがないから
どこでも思いっきり遊べるよ！

ホコリを出さないから
お子様にも安心

火力が強いから美味しくできる！

家族みんなで暖まろう！！

床だけでなく部屋全体
が暖まって陽だまりの
ようにあたたかい。

スタイリッシュな
快適キッチンでメニューの

幅も広がります。

火加減や調理時間も設定できる！

効率よく暖めるから
家計の負担も少なめ
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24時間、安心と安全をバックアップ。
ライフラインは私たちが守ります。　
24時間、安心と安全をバックアップ。
ライフラインは私たちが守ります。　
水島ガスでは、ガス漏れ・地震・火災などの万一の事故に備えて、24時間保安体制を確立しています。
ガスの安定供給はもとより、「安心」、「安全」をお届けすることも、私たちの大切な使命です。

保安確保のための社員教育
私たちは、社員一人ひとりが社会
のライフラインを守っていると
いう責任感を持ち、業務に取り
組んでいます。そのために、保安
の確保に必要な技術力を維持
すべく、熟練者による徹底した
教育や指導を行っています。
また、空気ボンベ装着訓練など、
緊急時に対応した訓練を定期
的に実施して、レベルアップを
図っています。
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ご家庭での安全対策
地震発生時に自動的にガスを遮断する『マイコンメーター』、
ガス漏れや火災をいち早くお知らせする『火災警報機能付き
都市ガス警報器』など、ご家庭の安全設備や安全型ガス機器の
普及に努めています。また、お客さま一軒一軒を定期的に訪問し、
ガス設備の安全点検を実施して、二重三重の安全対策を行って
います。

熟練者による技術指導

安全点検のための保安巡回

緊急時における空気ボンベ装着訓練

製造設備の維持管理体制
お客さまのガス使用状況を24時間監視することで、
需要に応じたガスの製造を行っています。また、万が
一にもガスが停止することがないように、製造設備に
は監視装置を設置しています。さらに、ガス製造設備
は日々巡回点検を実施して、設備の維持管理に努め
ています。

24時間管理体制のオペレーションセンター 工場内製造設備

LNG受入基地

埋設管のガス漏れ調査

ガス漏れや火災、不完全
燃焼などを感知して警報。

ガス漏れや地震などを感知
して自動的にガスを遮断。

ガスコンセント

お客さま先でのガス設備安全システム

ガスコードが外れた時に
ガスを自動的に遮断。

ヒューズコック

●都市ガス警報器

●マイコンメーター

煮こぼれによる消火時、天ぷらによる
異常過熱時にガスを自動的に遮断。

●ガステーブルコンロ

不完全燃焼を防止して自動的に消火。
●ガスファンヒーター

接続や取り外しがワ
ンタッチでOK。

ガスコード

ワイヤ入りで踏
んでもガスを遮
断しない頑丈な
ホース。

強化ガスホース

万全の保安体制
保安の確保は、ガス会社にとってもっとも重要な仕事
です。お客さまからの通報を24時間体制で受け付け、
緊急車がスピーディに出動できるように、マッピング
システムを導入し、緊急時即応体制を整えています。
また、事故を未然に防ぐために、道路に埋設された
ガス管の漏洩検査を、定期的に実施して、日夜、設備
の維持に努めています。

常時待機している緊急車

マッピングシステムによるガス導管管理



C O M M U N I T Y  &  M I Z U S H I M A  G A S

クッキングコンテスト

地域貢献活動

日頃の感謝をこめて！ガス機器大商談会

水島ガスでは、地域の一員として、みなさまとのふれあいを
大切にしています。会社周辺や地域の清掃、地域イベント
への協賛など、地域とのかかわりを大切にすることで、
みなさまから愛される企業を目指しています。今後も、
地域とのコミュニケーションや、地道なボランティア活動を
通じて、住みやすい街づくりをサポートしていきます。

私たちは、天然ガスの供給を通じて、
環境調和型社会の実現に貢献していきます。  

水島ガスでは、ガスをご利用いただいている
お客さまに、日頃のご愛顧に対する謝恩と、
ガスのよさをもっと知っていただくために、
「ガス展」を開催しています。

当社の事業活動は、常に何らかの形で環境に
影響を与えていることを認識し、すべての
事業活動と環境への関わりを点検し、環境
負荷の低減に努めます。

❶環境に関する組織内の体制を充実し、
環境保全活動を推進します。

❷あらゆる事業活動において、省資源・省
エネルギーの推進に努め、廃棄物等の
3R（発生抑制・再利用・再資源化）及び、
グリーン購入を推進します。

❸温室効果ガス・オゾン層破壊物質などの
環境負荷物質の排出抑制を推進します。
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環境行動指針

事業における環境負荷の低減

地域社会の一員として、社会貢献活動を
積極的に行い、地域の環境保全活動に
貢献します。

❶環境に関する社会貢献活動を行います。

❷地域住民の方々と一体となった環境保全
活動を推進します。

地域における環境保全への貢献

環境性に優れた天然ガスの普及拡大と環境
に配慮した製品の普及などによって、お客
さま先における環境負荷の低減及び、資源
リサイクルなどを促進し、地域や地球の環境
の保全に貢献します。

❶環境性に優れた天然ガスの特性を活かし、
他の化石燃料からの転換や高効率ガス
機器システムの利用による、天然ガスの
普及拡大に努め、CO2等の環境負荷の
低減に貢献します。

❷省エネルギー・環境性に優れたガス
機器・システムの普及を促進し、CO2等
の環境負荷の低減に貢献します。

❸お客さま先での使用済みガス機器など
の廃材の資源リサイクルを促進します。

製品を通じたお客さま先における
環境保全への貢献

環境行動指針 1

環境行動指針 2

環境行動指針 3
倉敷美観地区
での清掃活動

会社周辺での
清掃活動

各メーカーの最新のガス機器の展示や紹介、
調理実演・試食会や抽選会など、多くのお客さま
に楽しんでいただけるイベントです。

水島ガスショールーム

最新式高機能コンロやガスオーブンを使ってたのしく調理！毎回、
いろいろな料理ジャンルの講師を招き、アットホームな雰囲気の
なかで料理教室を開催いたします。

水島ガスでは、ウィズガスＣＬＵＢが主催する全国親子クッキングコンテスト 「倉敷大会」を開催しています。
ガスの炎を通して、ご家族で調理する楽しさ、食の大切さを伝えることを目的にしています。私たちは、こう
したイベントを通じて、ご家庭でのご家族の笑顔と会話があふれる、そんな食育活動を応援していきます。

親子
細かくやさしい
霧状のお湯に
つつまれる「ミスト

サウナ」。ミストサウナは毛穴を
開かせ老廃物を洗い流し、お肌を
よみがえらせます。気持ちよく汗を
かいて、心身ともにリラックス
できます。

ミストサウナコーナー

Ｓｉセンサーコンロをはじめ、高効率給湯器・暖房機・炊飯器・システムキッチンなど最新の機器を豊富に展示しております。
デザイン性・機能性を比較しながら、お選びいただけます。リフォームをお考えの方にもぜひ。

カルチャー教室や会合
など、地域のコミュニケー
ションの場としてご活用
いただけます。

快適で便利なガスライフを体感いただけます。

床下に敷いた温水マットに熱源機
で作った約60℃の温水を循環
させます。床からの「ふく射熱」で
お部屋全体をくまなく暖めます。
床の表面は体温よりも低い３０℃
程度なので、カラダにやさしく
快適な暖房です。

ガス温水式床暖房コーナー

「れすぱ」とは、「Lesson Park」の略で、ガスを使った快適な暮らしの空間を、見て・ふれて
・体感できる公園のような楽しい場所であることをあらわしています。また、フランス語の
l’espace(レスパス）「～の空間」のイメージもこめています。

最新機器展示コーナー

クッキングスタジオ

体感コーナー

多目的ルーム

水島地区の支え手として
地域の発展を支え、地域の人々の暮らしを豊かにしていく。
水島ガスの使命は、これからもずっと変わりません。人に優しく、
環境に調和した街づくりを目指して。

便利な最新のガス機器をご自身の目で
確かめられる体感型ショールームです。
便利な最新のガス機器をご自身の目で
確かめられる体感型ショールームです。
便利な最新のガス機器をご自身の目で
確かめられる体感型ショールームです。

とっても
楽しいよ♪

システムキッチンSiセンサーコンロ高効率給湯器


