
平成 27 年 9 月 30 日 

各位 

株式会社 TOKAI ホールディングス 

 

 

LPLPLPLP ガスガスガスガス事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおけるエリアエリアエリアエリア拡大拡大拡大拡大のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓新規顧客開拓によるによるによるによる収益力強化収益力強化収益力強化収益力強化    

    

株式会社 TOKAI ホールディングス（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：鴇田勝彦）の 100％子

会社で LP ガス販売などエネルギー事業を展開している株式会社 TOKAI（本社：静岡県静岡市、代表

取締役社長：鴇田勝彦）は、平成 27 年 10 月 1 日に「豊川営業所」を開設します。これを機に LP ガス

小売事業で愛知県に進出し、順次営業エリアの拡大を進め、さらなる収益力の強化を図ってまいります。 

 

1. 営業エリア拡大の背景 

 株式会社 TOKAI は、静岡県および関東 1 都 7 県を中心として、58 万件のお客様に LP ガスを販売す

る国内 No.3（※）

の小売事業者です。 

 顧客獲得競争が激化している関東圏においては、世帯数が緩やかに減少し、省エネ化等の進展により

１戸あたりの LP ガス単位使用量も減少しております。一方、当社グループの LP ガス顧客数は横ばい

で推移し、今後のさらなる LP ガス事業拡大のためには、従来の営業エリア周辺への新たな進出が鍵と

なります。 

 既に平成 27 年 4 月より営業活動を始めている LP ガスマーケティング新会社である株式会社 TOKAI

ホームガス（本社：東京都港区、代表取締役社長：水野幸弘）が東北エリアにおいて積極的な新規顧客

開拓活動を展開し、成果を上げ始めている状況です。 

 

2. 愛知県への進出 

10 月 1 日付で株式会社 TOKAI 浜松支店の管轄となる豊川営業所を愛知県豊川市に開設します。これ

を機に、LP ガス小売事業で愛知県に進出を果たします。 

既に自動車業界向けの産業用ガス事業（小牧市）や住宅設備機器販売事業（岡崎市）の拠点を同県内

に設置してエリア進出しておりましたが、本件 LP ガス小売事業の開始を持って本格的な営業エリアの

位置づけとなります。 

 

3. 今後の計画 

この度の豊川営業所開設を皮切りに東海エリア（愛知県・岐阜県・三重県）へ順次進出し、東北エリ

ア及び東海エリアを合わせて 5 年後には 5 万件の新規顧客開拓を見込んでおります。 

また、グループが CATV 事業で進出している長野県についても LP ガス事業の拠点進出を視野に入れ

て、マーケティング中であります。 

これらの取り組みにより新規顧客開拓を進め、LP ガス事業のさらなる収益力の強化を図ってまいり

ます。 

（※） 出典元：株式会社石油化学新聞社「LP ガス資料年報 2015 年版」 

 

【報道関係の方からのお問い合わせ】 

株式会社 TOKAI ホールディングス 広報・IR 室 担当 谷口 

TEL：054-273-4878 
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