
 

 

 

 

グリーン購入ネットワーク(GPN)とは              

http://www.gpn.jp/ 

 グリーン購入の取り組みを促進するために、1996年2月に設立された、企業・行政・民間団体などによる

緩やかなネットワーク組織です。セミナーの開催、グリーン購入の普及啓発活動、商品分野ごとの購入ガイド

ラインの策定、日本最大級の環境配慮型商品データベース『エコ商品ねっと』などの運営を行っています。 

◆会員数：1,449団体（企業1,198、行政120、民間団体131）/2017年12月 

 

電力小売り事業者の方へ 

環境配慮型の電力プランを『エコ商品ねっと』へ掲載しませんか 

 『エコ商品ねっと（http://www.gpn.jp/econet/）』は、環境に配慮した製品やサービスをさまざまな視

点から多角的に比較することができる検索サイトです。約１万５千点の商品の環境情報を掲載しています。エ

コな電力プランについても掲載を開始しています（掲載料は年間1550円、別途GPNへの入会が必要）。詳

しくはGPN事務局までお問い合わせください。 

問合せ先：グリーン購入ネットワーク(GPN)  
担当/深津・金子 
東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビル9階 
TEL.03-5642-2030 FAX：03-5642-2077  
Web：http://www.gpn.jp/ E-mail：gpn@gpn.jp 

 グリーン購入ネットワーク（GPN）では、事業所やご家庭で、環境配慮された電力
プランを選択するための『電力のグリーン契約ガイドライン』を策定しています。
また、再エネ 100%を目指す取り組みについても、GPN「エコな電力特集」ホーム
ページにわかりやすくまとめました。ぜひご覧ください。 

再生可能エネルギーを選択して、持続可能な社会を目指す 

http://www.gpn.jp/guideline/electric_power.html 

 

GPN エコな電力特集 

 
電力のグリーン契約ガイドライン

（案） 
 
1.対象範囲 
低圧、高圧・特別高圧の電力プラン。 
各種事業所、行政施設、一般家庭を対象。 

 
2.ガイドライン項目 

1)再生可能エネルギー(FIT＝固定価格買取制度に
よるものを含む)による電気の割合が高いこと 

2)再生可能エネルギーの中でも、より持続可能性
に配慮した発電方法であること 

3)CO2排出係数(調整前／調整後)が低いこと 
4)原子力発電による電気の割合が低いこと 
(情報提供項目) 
地域や市民による再生可能エネルギー発電設備
を重視している事業者であること 

 
全文取得はWebサイトへ  

 
再エネ１００宣言のはじめかた 

 
企業や行政、学校、個人の方がどのように再エ

ネ 100%に取り組んだらいいのか、それをどのよ
うにアピールできるのかを文書にまとめました。 

 
再エネを重視 企業や自治体の事例 

近日公開予定 

 

 

 
 
電力を供給している事業者について、再エネ率
や CO2 排出係数を一覧で表示して、比較ができ
るようにしています。 



No 事業者名 ④電源構成の開示 URL

1 東京電力エナジーパートナー 公開 http://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html

2 東北電力 公開 http://www.tohoku-epco.co.jp/ir/report/factbook/pdf/fact01.pdf

3 中部電力 公開 https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/datalist/juyo/dat_kousei/index.html

4 北陸電力 公開 http://www.rikuden.co.jp/denryokudata/kouseihi.html

5 関西電力 公開 http://www.kepco.co.jp/corporate/profile/data/

6 中国電力 公開 http://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html

7 四国電力 公開 http://www.yonden.co.jp/kouri/supply/pdf/supply.pdf

8 アースインフィニティ 公開 https://earth-infinity.co.jp/corporation/dengenkousei.html

9 アイ・グリッド・ソリューションズ 他社にて公開
エネチェンジ
https://enechange.jp/utilities/kankyokeiei

10 足利ガス 公開 http://www.ashikagagas.co.jp/img/agdenki/2016_dengenkousei.pdf

11 イーレックス 非公開

12 伊勢崎ガス 公開 http://www.isesakigas.co.jp/power/index3.html

13 伊藤忠エネクスホームライフ関東 公開 http://kanto.e-koto-denki.jp/about/power_supply#ps-part02

14 入間ガス 公開 http://www.irumagas.co.jp/Denki/DenkiPage_1.html

15 イワタニ関東 非公開
16 イワタニ首都圏 非公開
17 HTBエナジー 非公開
18 エコスタイル 非公開

19 エネサンス関東 他社にて公開
エネチェンジ
https://enechange.jp/utilities/enessance-kanto

20 ＭＣリテールエナジー 公開 http://www.machi-ene.jp/company/pdf/dengen.pdf

21 エルピオ 他社にて公開
エネチェンジ
https://enechange.jp/utilities/lpio

22 青梅ガス 公開 http://www.omegas.co.jp/denki

23 大阪ガス 公開 http://home.osakagas.co.jp/electricity/dengen.html

24 角栄ガス 公開 http://www.kakuei-group.com/service/denki/dengenkousei.pdf

25 九電みらいエナジー GPN掲載、公開 GPN http://www.gpn.jp/database/info_kyudenmirai.html
https://www.q-mirai.co.jp/dengen_kousei

26 桐生ガス 公開 http://www.kiryu-gas.co.jp/pdf/electricity_001.pdf

27 京葉ガス 公開 http://www.keiyogas.co.jp/home/kiki/denki/qa.html#q04_01

28 KDDI 公開 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/

29 洸陽電機 非公開
30 サーラｅエナジー 非公開
31 サイサン 非公開
32 サニックス 非公開

33 佐野ガス 公開 http://www.sanogas.co.jp/017/index.html

34 JXエネルギー 公開 http://www.noe.jx-group.co.jp/denki/about/electricity.html

35 ジェイコム 公開 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/#eco

36 ＪＸＴＧエネルギー株式会社 公開 https://mydenki.jp/constitution/

37 静岡ガス＆パワー 公開 http://www.shizuokagas.co.jp/gasandpower/pdf/dengen.pdf

38 湘南電力 公開 http://shonan-power.co.jp/power_supply.html
39 昭和シェル石油 公開 https://sss-denki.jp/kanto/supply/

40 須賀川瓦斯 公開 http://www.sukagawagas.co.jp/Templates/PDF/kousei.pdf

41 鈴与商事 公開 http://www.suzuyoshoji.co.jp/power-management/buy/kosei.html

42 スマートテック 非公開

43
生活クラブエナジー
（組合員のみ申込可）

公開 https://scenergy.co.jp/about/ratio.html

44 ソフトバンク（FITでんきプラン） 公開 http://www.softbank.jp/energy/special/fit/

45 大東ガス（青梅ガスから調達） 公開 http://daitogas.co.jp/daitodenki/pdf/dengenkousei.pdf

46 太陽ガス 公開 https://taiyo-gas.or.jp/denryoku/energymix/

47 千葉電力 非公開

48 中央セントラルガス 公開 https://www.csggas.co.jp/chuo/denki/powersupply.html

49 東急パワーサプライ GPN掲載、公開 GPN http://www.gpn.jp/database/info_tokyu.html
https://www.tokyu-ps.jp/assets2/images/faq/img_faq-20160331.jpg

50 東京ガス株式会社 公開 http://home.tokyo-gas.co.jp/power/special/source.html

51 TOSMO 非公開

52 中之条パワー 公開 http://www.nakanojo-power.jp/chisan-chisyo.html

53 ニフティ 非公開

54 日本エコシステム（じぶん電力） 公開 http://www.jibunden.com/environment/

55 日本瓦斯 他社にて公開
エネチェンジ
https://enechange.jp/utilities/nichigas

56 ネクストエナジーアンドリソース GPN掲載、公開 GPN　http://www.gpn.jp/econet/search/detail/12-90-1.html
https://ne-greena.jp/kojin/service/co2.html

57 ハルエネ 非公開

58
パルシステム電力
（組合員のみ申込可）

GPN掲載、公開 GPN http://www.gpn.jp/database/info_palsystem.html
http://www.pal.or.jp/denki/structure.html

59 日高都市ガス 公開 http://www.ht-gas.co.jp/denki/power.html

60 武州ガス GPN掲載 http://www.gpn.jp/database/info_busyu.html

61 坊っちゃん電力 非公開

62 丸紅新電力 GPN掲載、公開 GPN　http://www.gpn.jp/database/info_marubeni.html
https://denki.marubeni.co.jp/about/

63 ミツウロコグリーンエネルギー 公開 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
64 水戸電力 非公開

65 みらい電力（4月より） GPN掲載、公開 GPN　http://www.gpn.jp/database/info_mirai.html
http://miraiden.jp/

66 ミライフ 非公開

67 みんな電力 公開 http://enect.jp/service-detail/

68 Looop 公開 https://looop-denki.com/low-v/feature/

公開しているのは68社中51社　 75.0%

【参考情報】東京電力管内　電力の選択先　低圧
（2018年1月GPN調べ.。全ての事業者の情報を網羅しているわけではありません。）
・本データは、Web上に公開されているデータを収集したものです。
・本データに掲載している商品・サービスの取引に係る一切の責任をGPNが負うものではありません。契約の際は、必ず事業者へ最新情報をご確認ください。
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