
特集 2 飛躍的な成長で社会に貢献

グループ事業と国際事業の
飛躍的な成長をめざす

グループ事業や国際事業の新たなフィールドに挑戦

エネルギー事業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうしたなか当社グループは飛躍的な成長を
めざし、グループ事業と国際事業においても、グループの新たな成長の可能性を追求し、事業領域と
事業エリアの拡大を図っていきます。

グループ事業では、情報通信、生活アメニティ（不動産・暮
らし関連）、グループサポートの事業分野において事業を展
開しています。お客さまや社会のさまざまなニーズを踏ま
えた商品・サービスを開発・提供し、また、電気やガスをは
じめとする総合エネルギー事業とも連携することで、お客さ
まのくらしとビジネスをお支えします。

くらしとビジネスを支える商品・サービスのご提供

グループサポート事業

生活アメニティ事業
（不動産・暮らし関連）

情報通信事業
事
業
分
野

グループ事業

2015年6月、当社は新たに国際事業本部を設立し、これま
でに培った技術力やノウハウを活かしながら、海外発電事
業や海外コンサルティング事業などへの参画を積極的に進
めています。
これらの事業では、高効率設備の活用やメンテナンスの
実施によって事業価値を高め、また、相手国の電力インフ
ラ整備や地球環境負荷低減にも貢献しています。

国際事業本部を設立し、海外の発電インフラ整備に貢献
国際事業

フィリピン共和国サンロケ水力発電所全景
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グループ事業の挑戦

FTTHサービス「eo光」や携帯電話サービス「mineo」をは
じめ、お客さまにとって魅力あるサービスをご提供してい
ます。また、2016年4月には電気事業に参入し、「eo電気」
のご提供を開始しました。今後も、他社や異業種とのコラ
ボレーションなどによる新たなサービス・価値のご提案を
通じ、お客さまのニーズにお応えしていきます。

お客さまのニーズに応える
新たなサービス・価値の創出

2016年4月に、関電不動産グループとMID都市開発グルー
プが統合し、新たに関電不動産開発グループが発足しまし
た。今後は首都圏での事業拡大とともに、分譲・賃貸・
フィービジネス（不動産仲介や運用管理）をバランスよく組
み合わせて展開し、あらゆる不動産ニーズにお応えする
「総合不動産グループ」をめざします。

あらゆる不動産ニーズに応える
「総合不動産グループ」への成長

情報通信事業01

高齢化の進展や女性の活躍推進など、社会の動向やニー
ズを踏まえ、ホームセキュリティや家事代行、介護、健康
管理支援といった、お客さまの暮らしに密着した事業を展
開しています。今後も、安心、快適、便利な暮らしを支える
高品質なサービスを、お客さまのライフステージに応じ、
幅広くご提供していきます。

お客さまの安心、快適、便利な
暮らしを支えるサービスのご提供

暮らし関連事業03

不動産事業02

グループ各社の事業基盤を支え
ながら、外販市場へ積極展開

グループサポート事業04

電気事業を通じて培ってきた技術やノウハウを活かして良
質低廉な商品・サービスのご提供により、グループ各社の
事業基盤を確実に支えながら、グループ外のお客さまへも
販売を拡大していきます。
　例えば、㈱かんでんエンジニアリングは、微量のPCBが
混入した変圧器の無害化処理技術を開発。2014年10月か
ら、搬出が困難な大型のPCB汚染変圧器の現地洗浄を開
始し、現在は当社グループ内だけでなく、全国で事業展開
をおこなっています。

［㈱ケイ・オプティコム］サービスブランド

［㈱かんでんジョイライフ］
介護付有料老人ホーム
ユトリーム箕面桜ヶ丘

［㈱かんでんエンジニアリング］
PCB汚染変圧器向けの移動式洗浄処理装置「スピカ」

［関電不動産開発㈱］
新マンションブランド『シエリア※』
※シエリア：CIEL［フランス語］天空・頂点  ＋  IA［ラテン語］～の土地・場所

（頂点を極めた「理想の住まい」をイメージした造語）

〈タワーマンション〉 〈戸建分譲住宅〉

特
集
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国際事業本部の挑戦

海外発電事業05

海外コンサルティング事業06

飛躍的な成長で社会に貢献特集 2

当社の黒部川第四発電所をはじめとする水力発電の豊富な経験
や技術力を活かし、プロジェクトリーダーとして、黒部ダムと同等
規模で、約10倍の貯水容量を誇る水力発電プロジェクトをラオス
で展開しています。ダム建設に伴い、住民の方に移転していただ
く必要がありますが、移転後も住民の方々が固有の文化を保持し
ながら、より豊かな生活を営むことができるよう、移転先の村づく
りを進めています。建設現場の労働環境に配慮し、また、流域の
自然環境の保全にも十分に努めながら建設を進めています。

ラオスで「第2のくろよん」を建設

当社はこれまで培ってきた電力技術を活用し、グループ会社の㈱
ニュージェックと共に、国際貢献や国際事業推進、人材育成などの
観点から、海外コンサルティングに取り組んでいます。例えば、ラ
オスの電力技術基準の整備やミャンマー国の水力開発技術支援な
ど、アジアを中心に多くの国で実績をあげてきました。近年では国
際協力機構（JICA）の委託によるミャンマー国の電力開発計画の策
定支援や配電会社への「長期専門家」の派遣、水力発電設備の改
修準備調査のほか、フィリピン共和国のサンロケパワーから受託し
た水力発電所の運転保守技術支援などに取り組んでいます。

電気事業で培った技術を活用して世界で活躍

参画する海外の発電事業
7ヵ国9プロジェクト※
※運転開始済み：6プロジェクト（122万kW）187 万kW

コンサルタント
受注件数 75件

ミャンマー国の水力
発電所で設備測定方
法を指導

JICAの委託を受け
て当社グループの
従業員を「長期専
門家」として派遣

経験
同等
オス
ただ
持し
づく
域の

（出資割合分）

火力、水力、送変電分野を中心に、現在まで合計75件を受注

ダム建設現場

移転される村の方々との交流 ラオスで建設中のナムニアップ1水力発電所（イメージ）

530m322m
標高

148m

主発電所

当社はこれまで培ってきた電力技術を活用し、グループ会社の㈱
ニュージェックと共に、国際貢献や国際事業推進、人材育成などの
観点から、海外コンサルティングに取り組んでいます。例えば、ラ
オスの電力技術基準の整備やミャンマー国の水力開発技術支援な
ど、アジアを中心に多くの国で実績をあげてきました。近年では国
際協力機構（JICA）の委託によるミャンマー国の電力開発計画の策
定支援や配電会社への「長期専門家」の派遣、水力発電設備の改
修準備調査のほか、フィリピン共和国のサンロケパワーから受託し
た水力発電所の運転保守技術支援などに取り組んでいます。

ミャンマー国の水力
発電所で設備測定方
法を指導

JICAの委託を受け
て当社グループの
従業員を「長期専
門家」として派遣

火力、水力、送変電分野を中心に、現在まで合計7577 件を受注

火力関連
水力関連
再生可能関連

送変電関連
燃料関連
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̶飛躍的な成長に向けた従業員一人ひとりの挑戦̶

㈱ケイ・オプティコム
コンシューマ事業
戦略グループ
コンシューマ事業企画
チームリーダー

湯井 能明

楽しい！ チャレンジで
新規事業を生み出します！情報通信事業

01

新規事業の企画を担当しています。
従来、価値観がガチガチに固まって
いた私ですが、オープンイノベーショ
ンとしてベンチャー企業から協業提
案を募ったり、ドローンを活用した新
サービスを検討したりと、楽しいと思
える取組みへのチャレンジで、次第
にアタマが柔らかくなってきたように
感じます。柔軟な発想が新しい事業
の創出につながると信じて、楽しい
チャレンジを続けていきます！

関電不動産開発㈱
住宅事業本部開発第二部
第三推進グループ
チーフリーダー

大谷 武史

分譲マンションの用地取得から引渡
まで、商品企画・各種申請・工程や収
支管理など、事業全般を統括してい
ます。現在、グループの総力を結集し
た一大プロジェクト「シエリアタワー
千里中央」を担当していますが、この
プロジェクトを成功させ、千里中央エ
リアの再活性化に貢献するとともに、
この4月に発足した関電不動産開発㈱
の成長にも大いに寄与したいと考え
ています。

「シエリアタワー千里中央」で
グループ総力を結集不動産事業

02

㈱かんでんジョイライフ
ナービス淀川
施設長

菅野 昭恵

通所・訪問介護サービスを提供する
「ナービス淀川」で、施設長として
日々、事業所を切り盛りしています。
介護と一口に言っても、必要とする
支援の内容はさまざま。過去の経歴
やご家族との関係なども考え、その
方らしく生活していただける介護を
心がけるとともに、温かみのある事
業所をめざし、日々仕事を楽しんで
サービスの提供に励んでいます。

お客さまとの関係を構築し、
一人ひとりの個性に合った
サービスを提供

暮らし関連事業

03

㈱かんでんエンジニアリング
エンジニアリング事業本部
事業統轄部
リーダー

森  有馬

関西電力で培った技術を活かし、PCB
処理でお困りのお客さまに、「現地洗
浄処理」「課電自然循環洗浄処理」「焼
却処理」のなかから、ベストな処理を
ご提供させていただいています。PCB
処理を少しでも安く、お客さまにご提
供できるよう施工部門と連携し、コス
ト低減に挑んでいます。そして処理期
限の2027年3月までに、PCB汚染機器
の処理が完了することを使命感に取
組んでいきます。

PCB処理なら
“かんでんエンジニアリング”に
お任せください

グループサポート
事業

04

ナムニアップ１
パワーカンパニー (NNP1PC)
調達部門  調達担当

パーノーリット  
ヴァンナコーン

購買とサービス契約を担当していま
す。限られた時間と予算のなかで、
相手との交渉や社内との調整に明け
暮れる日々です。10ヵ国以上の従業
員とは、4ヵ国語を駆使してコミュニ
ケーションを図っています。チャレン
ジングな仕事に、大きなやりがいを
感じています。日本で学び、働いた
11年間の経験を活かし、ラオスと日
本の架け橋になりながら、ナムニ
アップ水力の成功に貢献します。

ラオスのナムニアップ水力の
成功に調達業務で貢献します！海外発電事業

05

電力流通事業本部
工務計画グループ　
マネジャー

上岡 誠治

当社グループの㈱ニュージェックと
ともに送変電設備の計画・設計・施工
監理技術を活用してコンサルティン
グをおこなっています。最近では、経
済発展が著しいミャンマー国で電力
開発計画の策定支援に取り組みまし
た。新興国での仕事は大変なことも
多いのですが、今後も取組みを通じ
て、相手国の発展や当社グループの
国際事業に貢献するとともに、海外
で活躍する仲間を増やしていきます。

技術コンサルティングで
新興国の電力開発を支援海外コンサルティング

事業

06

(所属は寄稿時のもの）

大谷

㈱かんでん
ナービス淀
施設長

菅野

暮らし
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