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北海道ガス株式会社

20万件突破

（参考資料）

～感謝のTagTagポイントキャンペーン～
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エネルギーと環境の最適化による快適な社会の創造

・高効率システムによる環境負荷低減
・ガス導管の拡充・基盤整備

天然ガスの普及拡大

省エネサービスの展開
・エネルギーマネジメントシステムの開発、展開
・省エネサービス（Web･うちエコ診断士）

北ガスグループが進める「総合エネルギーサービス事業」

戸建・マンションシェア90%超
業務用ガスシステムの採用増
道内全域でのLNGサテライト供給（累計27件）

家庭用エネルギーマネジメントシステム
「EMINEL」の普及拡大

CEMS※の展開（札幌市北4東6周辺地区、
新札幌駅周辺再開発）

・環境に優しい電源整備
・分散型電源、再生可能エネルギーの活用

「北ガスの電気」の拡大

お客さま件数20万件超（2021年6月末）

自社電源の整備
（北ガス石狩発電所、北ガス札幌発電所）

再生可能エネルギーの活用
（木質バイオマス発電、太陽光発電など）

分散型エネルギー社会の形成

・ガスコージェネレーションの普及拡大
・地域再開発、地産地消型エネルギーモデル

ガスマイホーム発電「コレモ」「エネファーム」、
卒FIT太陽光余剰電力買取

地域再開発、地産地消のまちづくりへの参画
（夕張市、上士幌町、豊富町、南富良野町など）

※Community Energy Management System
（地域エネルギーマネジメントシステム）
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「北ガスの電気」これまでの事業展開
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2016年度
・「北ガスの電気」販売開始
*お客さま件数 5万件突破

2017年度

・ガスマイホーム発電「コレモ」の余剰電力買取サービス開始

・「北ガスの電気」 全道全市町村
※
に供給 ※離島を除く全175市町村

・webサイト「TagTag」、北ガスポイントサービス開始

・「苫小牧バイオマス発電所」運転開始 (発電容量 5,800kW)

2018年度
・「北ガス石狩発電所」運転開始（発電容量 78,000kW）

*お客さま件数 10万件突破

2019年度

・「北ガス札幌発電所」運転開始（発電容量 15,600kW）

・固定価格買取期間満了後（卒FIT）の

太陽光発電余剰電力買取サービス開始

2020年度

・「北ガスの電気」の割引拡大
（北ガス以外の道内都市ガス事業者のお客さまに付帯割引メニューを適用）

・「北ガス石狩発電所」増強（発電容量 93,600kW）

2021年度

・稼働済み太陽光発電設備（栗山町）の取得

（発電容量 499kW）

*お客さま件数 20万件突破

「北ガスの電気」
お客さま件数

（年度）

（万件）



安定的かつ環境に配慮した電源整備
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自社電源

59%
相対電源

30%

その他

11%

2020年度電源構成（kWh）

コレモ（ガスマイホーム発電）
＜累計 3,700件＞

高効率ガス発電（天然ガスコージェネレーション） 自家発電設備の余剰電力の買取

北ガス札幌発電所
（北ガスグループ本社ビル）

＜15,600kW＞

北ガス石狩発電所
＜93,600kW＞

住宅用太陽光発電

苫小牧バイオマス発電
（道内産未利用木材を使用）

＜5,800kW＞

再生可能エネルギー

ソーラーファーム石狩
（北ガスジェネックス所有）

＜1,200kW＞



「北ガスの電気」の特長
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省エネ
サポート

おトク

道内産の
電源を活用

＜３つの特長＞

北ガスマイページ「TagTag」では、エネルギーの
使用を見える化。省エネのコツ等も配信し、
省エネをサポート。

北ガスグループのエネルギーの利用にかかわ
らず、電気料金がおトクになります。さらに、
北ガスポイントも付与され、「北ガスグルメチ
ケット」のほか、日用品などと交換できます。

自社電源や道内の自家発
電設備等から独自に電源を
調達。安定かつ経済的な電
力供給に努めます。

（ポイント交換例）
北ガスグルメチケット

北ガス石狩発電所

ペコママネー

ソーラーファーム石狩



「北ガスの電気20万件突破！感謝のTagTagポイントキャンペーン」

5

キャンペーン期間：2021年7月26日（月）～9月30日（木）
北ガスマイページ「TagTag」から、限定商品と交換いただけます

≪交換商品一例≫（予定）

※予告なく商品を変更する場合がございます。 ※詳細については、改めてWebサイトにてご案内いたします。

期間中、最大で
ポイント還元率が2倍！

①ポイント還元率
アップ

昨年大好評の石屋製菓さま
の「白い恋人と美冬」セットを
はじめ、通常とは異なる
さまざまな商品と交換可能

②キャンペーン限定
の交換商品

100ポイントから交換可能な
商品をご用意。

③ポイント少額から
交換可能

ISHIYA 白い恋人・美冬セット
（1,200円相当 500ポイントで交換）

よつ葉 パンケーキミックス
（1,100円相当 500ポイントで交換）



（参考）北ガスポイントサービス
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・ガスと電気の使用量・料金照会

・省エネ・地域情報等の暮らしに役立つ情報発信

省エネライフのヒント
（エコライフのすすめ）

省エネをWEBでサポート

会員数 約75,000名

・北ガスポイントの確認や交換

その他の機能
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（参考）省エネサービス Webサイト「TagTag」

お客さまだけの
省エネアドバイス



事業の沿革
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公称資本金300万円で会社設立　本店東京

北海道産の石炭を原料として札幌・小樽・函館でガス供給開始

お客さま数3,600件

東京証券取引所に株式上場登録

札幌証券取引所に株式上場登録

札幌工場で石油原料によるガス製造開始

本社を東京から札幌に移転

札幌・函館で大型ガスコージェネレーション稼働

石狩工場の営業運転を開始

お客さま数50万件突破

北ガスショールーム｢SAGATIK｣オープン

札幌地区にて天然ガス転換作業開始

千歳市よりガス事業を譲受、千歳支社開設

日本初のガスコージェネレーションによるマンション住宅専用部への

電力供給開始

千歳地区天然ガス転換作業開始。同年完了

札幌駅南口エネルギーセンター稼働開始

石狩工場廃止

札幌地区、小樽地区の天然ガス転換作業完了

札幌工場廃止、小樽工場廃止、塩谷供給所開始

北見市よりガス事業を譲受、北見支店開設

LNG受入基地｢函館みなと工場｣竣工、函館地区の

天然ガス転換作業完了、函館工場廃止

石狩LNG基地建設工事開始

地域総合チャネル新ブランド｢北ガスフレアスト｣営業開始

旭川ガス(江別地区)への天然ガス卸供給開始

北見LNGサテライト基地操業開始、北見地区の天然ガス転換作業完了

東北地方太平洋沖地震により被災された方へのガス料金の特別措置実施

ガスマイホーム発電｢コレモ｣、｢エネファーム｣家庭用燃料電池発売開始

北海道ガス創立100周年

産業用向けLNGサテライト供給を開始

石狩LNG基地竣工、運転開始

お客さま支援システム「LINKS（リンクス）」の運用開始

札幌東ビル（技術開発・研修センター）の運用開始

北ガスフレアスト北見開設により北ガスフレアスト全社展開体制を整備

電力小売事業開始

苫小牧バイオマス発電所の営業運転開始

「コレモ」余剰電力買取サービス開始

「北ガスの電気」を離島を除く北海道全175市町村に供給、

お客さま数10万件突破

北ガス版エネルギーマネジメントシステム「EMINEL」のサービス開始

「北ガス石狩発電所」の営業運転開始

「46エネルギーセンター」完成、CEMS（地域エネルギーマネジメント

システム）の運用開始

北ガスグループ本社ビル完成に伴い、本社を札幌市中央区から東区に移転

「北ガス札幌発電所」営業運転開始

太陽光発電（卒FIT）余剰電力買取サービス開始

塩谷供給所廃止

北海道初、カーボンニュートラルLNG導入

「北ガスの電気」お客さま件数20万件突破
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お客さまへの広報誌として｢ガスだより｣第1号を発行

小樽で北ガス主催最初の料理教室が始まる

北ガス主催の料理教室が札幌でも始まる

宮城県沖地震発生、被害を受けた仙台市ガス局へ12名を応援に派遣

小樽潮まつりに参加

札幌工場がエネルギー管理優秀工場として通産大臣賞受賞

第1回｢北ガス音楽の花束｣を開催

函館みなと祭りに参加

小樽運河のガス燈31機が点灯

札幌大通公園にガスオブジェ｢冬の花｣を設置

函館市で青函トンネル開通を記念して開催された青函博に出展

｢都市ガス用着霜式脱湿装置｣が日本ガス協会技術賞を受賞

｢エコアクションさっぽろ(現｢環境広場さっぽろ｣)｣に出展開始

北ガス技術開発研究所と技能開発センターが

環境改善の認定規格ISO14001登録

北海道大学と家庭用燃料電池コージェネの共同研究開始

ペットボトル再生品使用｢作業服｣を導入

産業廃棄物を低減する｢浅層埋設工法｣を開始

環境報告書の発行を開始

国立大・私立大学等の研究機関に対する研究助成制度を創設

森林風倒被害地区における森林再生活動ボランティア開始

出張授業｢北ガスサイエンスショー｣を開始

北見工業大学と天然ガスのハイドレート化に関する共同研究

寒冷地向け家庭用燃料電池の開発を荏原製作所、

荏原バラード、松下電器産業と共同研究開始

札幌市青少年科学館｢環境科学展｣でエネルギー教室を開始

トヨタ自動車からの要請により燃料電池自動車の走行テスト開始

北海道洞爺湖サミットに燃料電池システム設置協力

｢北海道洞爺湖サミット記念環境総合展2008｣に出展

札幌市で走行するベロタクシー｢北ガス・エコのたね号｣無料開放

森林再生活動ボランティアによる植樹、1万本達成

東北地方太平洋沖地震の復旧支援のため職員を派遣

東北地方太平洋沖地震の被災地支援のため、

日本赤十字社を通じて1億円を寄付

｢6時間リレーマラソンin札幌ドーム｣に特別協賛を開始

エネルギー環境教育副読本「それいけ！！エネルギー探検団」の配布開始

札幌東ビルが｢建築物環境配慮制度-CASBEE札幌｣においてSランクを取得

石狩LNG基地PRセンターオープン

エネルギー環境バス事業を開始

親子でエネルギーについて学ぶ2大バスツアーを催行

石狩LNG基地PRセンターへのご来場者2万人突破

リトルシニア中学硬式野球「北ガス杯全道大会」を創設

北ガス硬式野球部を創部

札幌市中央体育館のネーミングライツを取得「北ガスアリーナ札幌46」

石狩LNG基地PRセンターへのご来場者3万人突破

北ガス硬式野球部室内野球練習場の運用開始、野球教室の開催

北ガスアリーナ札幌46で「北ガスグループPresents スポフェス」を開催

北ガスポイントを活用した道内7市への寄付

北ガスポイントを活用した北海道および道内8市、札幌交響楽団への寄付

年

北ガスの事業と社会・環境活動の歩み
COMPANY PROFILE

Sakuma_Rina
テキスト ボックス
（参考資料）


