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かんでん総合防災サービスの概要

 実効性の高い防災商材・サービスを提供する企業と提携し、当社のコンサルティングによりお客さまのBCP（事
業継続計画）の策定支援から最適な商材・サービスの選定に至るまで、「かんでん総合防災サービス」としてワ
ンストップで、全国の法人のお客さまに提供いたします。

 災害リスク対策検討にお困りのお客さまにおいて、本サービスを採用いただくことで、被災時の企業活動への影
響抑制、BCPの実効性向上によるステークホルダーからの信頼向上といった効果が期待できます。

法人の
お客さま

かんでん総合防災サービス一覧
：すでに提供済みのサービス
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ご提案イメージとサービス例

緊急時燃料配送

お客さま
関西電力

×
日本BCP

非常時

平常時
燃料専属貯蔵

燃料専属配送

平常時よりお客さまの非常用発電機用の燃料を
当社で専属貯蔵しておき、非常時に長期的な停
電発生により燃料が枯渇する前に、専属車両にて
お客さまにお届けすることで、非常用発電機の長
期稼働を実現します。

ご提案イメージ

お客さま

（停電に備えて非常用発電機の導入を検討しているお客さまに対する提案例）

対策に抜け漏れ
はないか？

誰に何を聞けば
良いか？

ﾒｰｶｰ

ｻﾌﾞｺﾝ

施設管理

 相談先がわからない、複数に及ぶ
 ニーズに合わせた総合的な提案が難しい

非常用発電機

非常用発電機

非常用発電機

 関西電力がワンストップでお客さまのニーズにお応え
 お客さまにとって想定外の事態を想定した対策や設備のメンテナンスも関

西電力が対応サービス例

お客さま

想定外の災害
でも安心！

関西電力にまと
めて相談！

エンジニアリングサポート：
最適な商材・サービス提案
や必要発電機容量の選定

非常用発電機リース：
ﾒﾝﾃﾅﾝｽや故障対応含めて
一括で関西電力が対応

緊急時燃料配送：
長期停電に備えた燃料確保

非常用発電機負荷試験：
定期的に設備の状態確認

非常用発電機リース

お客さま 関西電力

発電機リース

当社が非常用発電機のリースを行います。リース期
間中のメンテナンスや故障対応も全て当社が行うこ
とで、お客さまは初期投資や維持管理の手間なく、
常に信頼度の高い非常用電源を確保することが
できます。

メンテナンス・故障対応
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サービス 概要 提携企業

01
非常用発電機
リース・レンタル

非常用発電機のメンテナンス付リース・レンタルを提供し、初期投資・メンテナンス対応なしでの
発電機設置ニーズや台風シーズン等の一時的な発電機設置ニーズに対応します。

（リース）ー
（レンタル）株式会社アクティオ

02
非常用発電機車
リース

停電発生地点に応じてフレキシブルに移動可能な非常用発電機車のメンテナンス付リースを
提供し、初期投資・メンテナンス対応なしでの複数地点への電源バックアップを可能にします。

ー

03
業務用蓄電池
リース

業務用蓄電池のメンテナンス付リースを提供し、初期投資・メンテナンス対応なしでの蓄電池
設置を可能にします。

ー

04
非常用小型
蓄電池販売

可搬式かつ停電中も付属のソーラーパネル等から継続して充電可能な非常用小型蓄電池
（E.P.Smobileシリーズ）により、停電時の携帯やPC等の最低限の電源確保を可能にしま
す。

株式会社日本総合施設

05 MCA無線販売
一般財団法人移動無線センターの自営通信網を使用した業務用移動通信システム
（MCA無線）により、災害時の通信途絶にも強い連絡体制の構築を可能にします。

一般財団法人移動無線ｾﾝﾀｰ
ｴﾑｼｰｱｸｾｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社
株式会社城山

06 防災備品販売 炊き出しセットや非常照明などの防災備品で、有事に備えます。
岩谷産業株式会社
株式会社関電パワーテック

サービス一覧と提携企業

ハード面のサービス

※：－については、関西電力のみで提供するもの
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サービス 概要 提携企業

07 BCP策定支援
有事の際の対応体制、行動計画、事前対策の立案を行い、平時の運用を含めたBCPの策
定を支援します。

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント
株式会社

08
エンジニアリング
サポート

非常用系統の負荷測定や事業継続を念頭に置いた設備導入コンサルティング、補助金申請
サポートまで、エネルギーに関するBCPニーズに幅広く対応します。

ー

09 緊急時燃料配送
お客さまの非常用発電機用燃料を当社が専属貯蔵し、有事の際に専属配送することで、長
期停電発生時の備蓄燃料の枯渇に備えます。

日本BCP株式会社

10 燃料成分分析
非常用発電機用備蓄燃料について、成分の分析を行うことで、長期備蓄による燃料劣化を
診断します。

11 燃料洗浄・入替
非常用発電機用備蓄燃料について、ろ過（燃料洗浄）、またはタンク内の燃料を抜取り、
内部清掃後に新たな燃料への入替（燃料入替）を実施することで、劣化した長期備蓄燃
料の使用による有事の際の非常用発電機トラブルに備えます。

12
ガソリン仮設給油
所

お客さまの車両用燃料を当社が専属で保管し、有事の際にはお客さま敷地内で仮設のガソリ
ン給油所を設置することで、災害発生時の自家用車両への燃料供給制限に備えます。

13
発電機負荷試験・
メンテナンス

日常より非常用発電機模擬負荷試験、定期点検を実施することで、有事の際の非常用発
電機トラブルに備えます。

14 BCP保険
地震発生により被災した際、損失確定前に一時金をお支払いすることができる保険を提供す
ることで、復旧までの運転資金の確保を可能にします。

損害保険ジャパン株式会社
株式会社関電L&A

15 安否確認システム
有事の際に自動的に従業員に対してメール配信し、安否を速やかに確認・集約するシステム
により、速やかな復旧体制の構築を可能にします。

株式会社気象工学研究所

16 ドローン点検
被災後の施設の被害状況の点検をドローンで実施する他、購入から操作レクチャー、航空局
許可承認などの支援も行います。

株式会社メディアクト

17 空間除菌
不特定多数が滞在する現場の予防的除菌やパンデミック等によりウイルス感染が確認された
現場の緊急除菌を行います。

株式会社シューワライフサポート

ソフト面のサービス

サービス一覧と提携企業

※：－については、関西電力のみで提供するもの
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提携企業の概要（2020年7月現在）

企業名 概要

日本BCP株式会社

設立：２０１７年９月１日

代表取締役社長：木崎 光章

所在地：東京都千代田区神田東松下町48番地 ism神田2階

資本金：１億円

事業内容：災害時における石油保管および非常用車両の手配 等

損害保険ジャパン株式会社

設立：１８８７年７月

取締役社長：西澤 敬二

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-1

資本金：７００億円

事業内容：損害保険事業 等

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

設立：１９９７年１１月１９日

取締役社長：桜井 淳一

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

資本金：０．３億円

事業内容：アナリティクス事業、リスクマネジメント事業、サイバーセキュリティ事業

株式会社アクティオ

設立：１９６７年１月１０日

代表取締役社長兼COO：小沼 直人

所在地：東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング7階

資本金：５億円

事業内容：建設機械レンタル、建設用機械器具等のレンタル・リース・販売業務 等

岩谷産業株式会社

設立：１９４５年２月２日

代表取締役 社長執行役員：間島 寬

所在地：大阪府大阪市中央区本町3-6-4

資本金：２００億円

事業内容：LPガス、カセットこんろを中心としたエネルギー事業 等
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企業名 概要

株式会社日本総合施設

設立：１９８４年５月８日

代表取締役社長：里中 祐介

所在地：三重県四日市市川島町6612番地の2

資本金：０．５億円

事業内容：通信設備のコンストラクションマネージメント

一般財団法人移動無線センター

設立：２０１２年４月１日（１９８２年１１月財団法人近畿移動無線ｾﾝﾀｰ設立）

理事長：河内 正孝

所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34Ｆ

事業内容：業務用移動通信サービス（MCA無線）の提供

エムシーアクセス・サポート株式会社

設立：２００４年４月１日

代表取締役社長：村上 伸一

所在地：東京都品川区東五反田1-20-7 神野商事第2ビル4F

資本金：０．４億円

事業内容：MCA（MultiChannelAccess）無線機及びその関連製品の販売 等

株式会社城山

設立：２０１９年９月１日

代表取締役：安藤 和正

所在地：兵庫県姫路市飾東町豊国289-1

資本金：０．３億円

事業内容：業務用無線機の販売 等

株式会社メディアクト

設立：１９７５年３月

代表取締役：武藤 靖矩

所在地：大阪市西区京町堀1丁目8番33号マルキン東洋ビル3F

資本金：０．１億円

事業内容：ドローン空撮 等

提携企業の概要（2020年7月現在）
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企業名 概要

株式会社シューワライフサポート

設立：２００３年１月１日

代表取締役：矢野 秀和

所在地：大阪府堺市中区陶器北244-5

資本金：０．３億円

事業内容：物流事業、ファシリティ事業 等

株式会社気象工学研究所

設立：２００４年９月２７日

代表取締役：小久保 鉄也

所在地：大阪市西区京町堀1丁目8番5号

資本金：０．１億円

事業内容：気象及び防災全般に関する調査・研究 等

株式会社関電パワーテック

設立：１９５６年４月２日

代表取締役社長：中島 宏

所在地：大阪市中央区備後町3丁目6番2号

資本金：１億円

事業内容：防災関連資機材等の販売 等

株式会社関電L&A

設立：１９５２年９月２９日

代表取締役社長：有吉 猛

所在地：大阪市西淀川区歌島2丁目4番7号

資本金：０．３億円

事業内容：リース事業 等

関西電力株式会社

設立：１９５１年５月１日

代表者：森本 孝

所在地：大阪市北区中之島３丁目６番１６号

資本金：４,８９３億円

事業内容：電気事業、熱供給事業、電気通信事業、ガス供給事業 等

提携企業の概要（2020年7月現在）


