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一高たかはしの商権を取得、
ガス直売35万 件に
サイサン、
―親会社 ウェルネ ッ トと― 高経営陣が両社 の発展性検討 で決断 ―
いサイサ ンは ガス料金 の コンビニ嘔納代行サービ
ス事業な どを行 うn関 連企業 のウェルネ ットい との間
で、同社 100%子 会社「ω―高たかは しJの 全株式を取
得することで合意 し 2日 譲渡契約 を締 結した.譲 渡
価格は43億 円。6月 30日 を譲受 曰とし、一高たかはし
の LPガ ス販社 5社 と資本参加す る国内外関連 3社 の
ぐ.こ れによリサイサ ングループの
株式 も併せて
は 5万 件を加え、計 35万 件 となる。ウェ
ガス直売件数'I継
ルネ ットは株式時価総額 の逆転 代金決済サービス等
の事業特性 か ら特定株主の影響をツト
除すべ きな どの理
か
1日
付でそれまで親会社であつた一
由 ら 昨年 6月
高たかはしとの株式交換によ り子会社化を実行 してお
り そのためIPガ ス業界などか らも一高たかはしの動
向について一層注 目が集まっていた.

0小 売事業者、オーナー企業、共通の経営方針などで
サイサンを譲渡先に選択、両社のノウハ ウを生かすシ
ナジー効果 に期待
当日の発表会見で柳本孝志 ウェルネ ット会長 は「ウェ
ルネ ッ トは決済サー ビス周辺 の新規事業等開拓な どを
行い Ir関 連事業へ経営資源 を集中す る。今回の譲渡

によ り、同サー ビスの LPガ ス業界等 へ の浸透 を期待す
る.エ ネル ギー企業 の経営環境 が厳 しくなる中、複数
の譲渡先候補 があつたが一高たかは しの企業価値 を高
める上では、マー ケ ッ トを持 つ小売事業者 と水平統合
し、競争力 を保 つ ことが不可欠 と判 断 した。カロえて
サイサ ンは同 じオーナー企業であ り、様 々な シナ ジー
効果 が期待 できる」な どと譲渡に至 る背景 と理 由を述
べ た。また 高橋雅行 ― 高 たかは し社長 は「LPガ ス、
灯油は益 々事業経営が厳 しくな り洵汰 が進む。企業拡
大 こそ生残 りの鍵 となる。水平的な統合 によ り発言カ
を増 し、企業価値 を高 めることが重要.サ イサ ンも同
じ理念、戦略を持 つている。今後はガス フングルー プ
として北海道 東北 で最 も発言力 のある企業 を 目指 し
産業用 医療用等 にも積極 的に取組む」な どと抱負 を述
べ た。川本武彦社長 は「創業 65周 年 創業都 ‖本 二郎
生誕 llK周 年 とい う特月Iな 年 に、有難 い縁 に預 かつた.
昨年末、当社 の LPガ ス料金請求 決済 にウェル ネ ッ ト
の電子サ ー ビス を導入す ることで合意 し、5月 か ら
『e̲
ガスチクットJと して開始 してい る。ガス関連事業 の取
組み では昨年、北海道ガスの機器販売会社 に資本参カロ
し「北 ガスフ レアス ト東 J01%出 資)と して、業務 を開

都内ホテルで開かれた紀者会見 左から高橋雅行 ―薔たかは し社長、宮澤―洋 ウェルネ ッ ト社長
柳本孝志 同会長 ",本 武彦サイサ ン社長 川本知彦 曰専務 本田正次 同取締役医療ガス部部長
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効率化 と営業力の強化②太陽光 エネファーム等の推
進③更なる事業規模の拡大④小売事業は安全点検活動
の推進により 消費者 との絆を重柳Э空調、 リフオー
ム 水回 リメンテなどライフサポー トビジネスの展開、
事業の拡大―などをあげている。

ーム販7H・ に多様な情報 ツール提供
「
コスモ石
油ガスl■lは 、力10年 度販売支援策 hvhg
'デ
Parmer Os 2010総 合エネルギーサー ビス企業 を目指
「効率」
「環境J「 保安」
してJを まとめた."08年 度か ら
は
2010年度
ーマ
んできたが
を中心に取組
の 3つ のテ

￨エ ネ

新 しい取組みにチャレンジし変化す る時代 に対応でき
るように支援 を行 つてい く.
基本的な考え方 として①「環境対策の実行J「 効率化
合理化J「 自主的な保安体制確立」の 3つ の重点項 目の
「
エ
継続的な啓蒙 とフォ ローOLPガ ス供給業 から 総合
へ
の生
ネルギーJサ ー ビス業 の成長 を目指 し お客様
涯顧客化 を提案③研修 の充実、情報誌 HPの 高度活用
により 特約店 の人材育成 を更に強化 し支援 してい く
総合エネルギーサービス業へ の成長 を遂げるために
.

■悪戯隣ピR火 銀器華6贔 燿ら

0

いア ンテ ックでは、炎にのみ含まれ る波長 の短い
紫外線 に反応する火報器 (セ ンサー)を 製造 販売 し
ているが 放火や火災に至 らな くても トイ レ等 隔
離 された空間で備品を燃やすなどの悪戯予防 として
のユーズが増えてきたことから これに特化した商品
を新たに開発 した。
①ダウンライ ト取付型 (SKHX84)
2 LLD蛍 光灯内蔵型(SKH085)③ スピーカー フラッ
シュライ ト内蔵型 (SINH087)一 の 3種 .全 て内蔵型
設置場所 を選ばない.
のため外観 を損な う事がなく、
0の スピーカー フラッシユライ ト内蔵型は、炎 を
関知す ると「禁煙ですJ等 の音声が流れるため トイ
レ等の設置 に適 している。これ らは 6月 10〜 11日 に
大阪で開かれる「第 4回 地域防災防犯展」開催後 販
売を開始する.
〔
予定価格〕①ダウンライ ト取付型 6万 3,000円 ②
HD蛍 光灯内蔵型 (写 真)5万 2,500円 ③ スピーカー
フラッシュライ ト内蔵型 12万 6,000円 (全 て税込).
問合せは アンテ ックB0869222155

蛍光灯点灯時のセンサー部 (左 )炎 を関知すると
右側が点灯 レ受信機に送信する 0有 )
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①環境 省エネの専門知識②高い技術力 と販売力③強
い経営体質 の 3つ が不可欠 とし、 これ らの視点か ら各
種研修 プ ログラムを提供 してい く.

施 してい く他 全国 IPG会 主催 で開催 してい く.ω 10
へ
年は トー クコ ンテス トである生活提案会や顧客 の提
案活動 の成功事例 を発表する事例 発表会 を各 PG会 単
拉で行 い顧客へ の対応力強化 を図る。
い ENEOSセ ルテ ックか ら OEM供 給 を受 けるエ ネ
ファームの09年 度 の販売台数 は 1桁 台 に止 まつたが
10年 度は、 よ り多 くの特約店 がエネ フ ァームの販売
設置 ノウハ ウを得 るこ とができるよ う支援 してい く。
円 (税 抜)
ぃ Eosセ ルテ ックの機器価格 は 1台
"0万
国 の補助 金 は 10年 度 は前年度 を 10万 円下回 る 130万
円をそれぞれ想 定 している.特 約店向 け販売支援策 と
して新設 した
に 3回 (1回 2日 間)コ スモ石油 の幸手研修 セ ンターで

行う他 エネファーム展示用パネ′
ヒやパンフの提供
モ ックア ップ は 型)貸 出 しを行 うこ とに して いる。

★2010年 度「東京ガス環境 おうえん基金」動成先 14
団体決定 東京 ガスい とlul日 本環境協 会は、2010年 度
「東京ガ ス環境お うえん基金Jの 助成先 14団 体 を決定
した.助 成総額 は 1,000万 円。同基金 は東京ガスが 07
年 9月 13日 に顧客数 1,000万 件突破 を記念 して、同協
「
会 に助成金 を寄付 し、設立 した もの。経営理念 環境
「
に優 しい都市 づ くり」、企業行動理念 環境経営 トップ
ランナー として地球環境 問題 の改善 に貢献す る」 との
趣 旨に基 づ く環境保全、環境教育 意識啓発活動 に支
援 を行 つている。3回 目とな った今回 58団 体 か らの
応募 があつた。
★新 日石、早大理工総研 と低炭素社会 の実現 に向け
「革新的基盤技術 分野」の連携活動開始 新 日本石油い
は、早稲 田大学理 工学術院総合研究所 と3月 19日 に「低
炭素社 会 の実現 に資す る革新 的基盤技術分野Jの 組織
的連携活動 に関す る協定 を締結 活動 を開始 した。エ
ネルギー、高機能、電子 の材料 の研究及 び革新的基盤
技術確 立に繋 がる研究テーマの信1出 を行 うことを 目的
とした もの.双 方 の メンバー で構成す る運営委員会で
連携活動 の運営 管理 を行い、重点的テーマ と認 め ら
れた FC研 究 については、新 曰石 が事実 ヒを 目指す。
★アス トモスエネルギ ー人事異動 (6月 15日 付)>中
国支店長 (供 給本部本部長補佐/海 外担 当)井 原有希 >
Ctl市 川 アス トモス ター ミナル社長 (中 国支店長 )相 川勇

