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富津火力発電所 川越火力発電所

※1　発電所名。〈〉は設置者（事業会社）名
※2　知多・四日市地区は、他社との共同基地を含む

❶ 上越 238万kW／◆
❷ 広野 440万kW／◆◆◆
❸ 常陸那珂 200万kW／◆

❹
常陸那珂共同

〈常陸那珂ジェネレーション〉 
（2020年度に運転開始予定）

65万kW／◆

❺ 鹿島 566万kW／◆◆◆
❻ 千葉 438万kW／◆
❼ 五井〈五井ユナイテッドジェネレーション〉 リプレースを計画中
❽ 姉崎 360万kW／◆◆

❾ 姉崎〈JERAパワー姉崎〉
（2023年度に運転開始予定）

194.1万kW／◆

� 袖ケ浦 360万kW／◆
� 富津 516万kW／◆

� 横須賀〈JERAパワー横須賀〉
（2023年度に運転開始予定） 

130万kW／◆

� 南横浜 115万kW／◆

◆ LNG　◆ 石炭　◆ 重油　◆ 原油　◆ LPG　◆ 都市ガス　■ LNG基地※2　■ 石炭基地

火力発電所一覧※1（各火力発電所の合計出力／燃種）

� 横浜 354.1万kW／◆◆◆
� 東扇島 200万kW／◆
� 川崎 342万kW／◆
� 大井 105万kW／◆
� 品川 114万kW／◆
� 渥美 140万kW／◆◆
� 碧南 410万kW／◆

� 武豊〈JERAパワー武豊〉
（2021年度に運転開始予定） 

107万kW／◆

� 知多 396.6万kW／◆
� 知多第二 170.8万kW／◆
� 新名古屋 305.8万kW／◆
� 西名古屋 237.6万kW／◆
� 川越 480.2万kW／◆
� 四日市 58.5万kW／◆

会社情報

国内火力発電所 （2020年10月末時点）



日本

　

 

 
 

オランダ
●リートランデン石炭ターミナル事業

火力発電事業　　　再生可能エネルギー事業　　　燃料上流事業　　　最適化事業

英 国
●ガンフリートサンズ洋上風力発電事業
●Zenobe蓄電池事業
●JERA Global Markets
　（最適化・トレーディング）

カタール
●ラス・ラファンB・ガス火力IWPP事業
●ラス・ラファンC・ガス火力IWPP事業
●メサイード・ガス火力IPP事業
●ウム・アル・ホール・ガス火力IWPP事業

UAE
●ウム・アル・ナール・ガス火力IWPP事業

オマーン
●スール・ガス火力IPP事業

インド
●ReNew Power風力・太陽光発電事業

バングラデシュ
●サミット・パワー社 IPP事業

タイ
●EGCO発電事業　　  　　　●ラチャブリ・ガス火力IPP事業
●工業団地内SPP事業　　　　●風力IPP事業
●太陽光IPP事業　　　 　　　●ATバイオパワー・籾殻発電事業

米国
●テナスカ・ガス火力IPP事業
●キャロルカウンティ・ガス火力IPP事業
●クリケットバレー・ガス火力IPP事業
●リンデン・ガス火力IPP事業
●コンパス・ガス火力IPP事業
●フリーポートLNG事業
●JERA Global Markets
　（最適化・トレーディング）

台湾
●彰濱／豊徳／星元・ガス火力IPP事業
●フォルモサ1洋上風力発電事業
●フォルモサ2洋上風力発電事業

フィリピン
●ティームエナジー発電事業

インドネシア
●パイトン・石炭火力IPP事業
●チレボン・石炭火力IPP事業

ベトナム
●フーミー・ガス火力IPP事業

シンガポール
●JERA Global Markets
　（最適化・トレーディング）

オーストラリア
●ダーウィンLNG事業
●ゴーゴンLNG事業
●ウィートストーンLNG事業
●イクシスLNG事業　

メキシコ
●バジャドリド・ガス火力IPP事業
●ファルコン・ガス火力IPP事業

2020年10月末時点
IPP：Independent Power Producer（卸発電事業者）
IWPP：Independent Water and Power Producer（卸発電造水事業者）
SPP：Small Power Producer（小発電事業者）
※再出荷を含む（2019年度）
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海外事業と
LNG調達国

（LNG調達国は灰色塗り■）



会社概要

会 社 名 株式会社J
ジ ェ ラ
ERA（JERA Co., Inc.） 

所 在 地

［本社］
〒103-6125
東京都中央区日本橋2丁目5番1号 日本橋髙島屋三井ビルディング25階
TEL：03-3272-4631（代表）　　FAX：03-3272-4635

［東日本支社］
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル9階
TEL：03-3272-4631　　FAX：03-6363-5781

［西日本支社］
〒450-6318
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋18階
TEL：052-740-6842　　FAX：052-740-6841

設 立 日 2015年4月30日

資 本 金 50億円

出 資 比 率 東京電力フュエル&パワー株式会社…50％
中部電力株式会社…50％

事 業 内 容 ◦火力発電事業　◦再生可能エネルギー事業　◦ガス・LNG事業
◦上記各事業に関するエンジニアリング、コンサルティング　など

従 業 員 数 4,260名（2020年3月31日時点）

組織図
2020年11月1日時点
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東日本支社

内部監査部

西日本支社

会長／社長

O&M・エンジニアリング本部
◦O&M・エンジニアリング戦略部
◦デジタルパワープラント推進室
◦O&M・エンジニアリング技術部

◦O&M・エンジニアリング営業部
◦資材調達部

財務・経理本部
◦経理部
◦財務部

◦ストラクチャード・
　ファイナンス部

最適化本部
◦最適化戦略部
◦エネルギーソリューション第一営業部
◦エネルギーソリューション第二営業部
◦資源燃料トレーディング部
◦石炭・石油・バイオ燃料部

◦燃料オペレーション統括部
◦需給オペレーション統括部
◦LNGポートフォリオ戦略室
◦LNG契約第一部
◦LNG契約第二部

経営企画本部
◦企画部
◦グローバル人財戦略室
◦調査部

◦企業価値創造部
◦ICT戦略部
◦ICTマネジメント推進部

◦情報セキュリティ統括室
◦デジタルトランス
　フォーメーション室

ビジネスサポート&ソリューション本部
◦ダイバーシティ&
　インクルージョン推進室

◦労務人事部
◦グローバル人事部

◦総務部
◦法務部

事業開発本部
◦事業開発戦略部
◦事業管理部
◦国内事業運営部
◦国内事業開発部

◦海外発電・エネルギー
　インフラ開発部
◦再生可能エネルギー
　開発部

◦資源事業部
◦新規LNG販売・調達部

監査役業務室監査役

◦財務開発室



グループ会社一覧
2020年10月末時点

会社名 主な事業内容

◦株式会社常陸那珂ジェネレーション 火力発電所の運転・保守及び電力の販売

◦エルエヌジー・マリン・トランスポート株式会社 液化天然ガスの海上運送事業及びその代理業

◦JERAパワー横須賀合同会社 火力発電所の発電及びこれに付帯する事業

◦JERAパワー姉崎合同会社 火力発電所の発電及びこれに付帯する事業

◦知多エル・エヌ・ジー株式会社 液化天然ガスの受入・貯蔵・気化及び送り出しに関する業務

◦五井ユナイテッドジェネレーション合同会社 火力発電所の発電及び電力の供給並びにこれに付帯する事業

◦東電フュエル株式会社 石油製品の販売、火力発電用燃料設備の運転管理、発電所の防災業務等

◦JERAパワー武豊合同会社 火力発電所の発電及びこれに付帯する事業

◦相馬共同火力発電株式会社 火力発電所の運転・保守及び電力の販売

◦鹿島共同火力株式会社 火力発電所の運転・保守及び電力の販売

◦君津共同火力株式会社 火力発電所の運転・保守及び電力の販売

◦常磐共同火力株式会社 火力発電所の運転・保守及び電力の販売

会社名 所在地 主な事業内容

◦JERA Power International B.V. オランダ 海外発電事業等への出資・融資及び保証等

◦JERA Australia Pty Ltd オーストラリア オーストラリア・燃料上流事業への投資

◦JERA Global Markets Pte. Ltd. シンガポール 燃料トレーディング事業及びこれに付帯する事業

◦Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd オーストラリア
オーストラリア・バユ・ウンダン／ダーウィンLNG、
ガス田開発事業

◦JERA Asia Pte. Ltd. シンガポール
アジア地域における電力／ガス関連プロジェクトの
開発事業

◦JERA Power （Thailand） Co., Ltd. タイ
タイにおける発電所の運転保守及び
エンジニアリングサービス（上記事業への出資）

◦JERA Americas Inc. アメリカ合衆国
米州における発電事業・燃料事業の統括

（米国発電事業等への出資・融資及び保証等）

◦JERA Freeport Holdings Inc. アメリカ合衆国
アメリカ・フリーポートガス液化事業への出資・融資
及び保証等
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主な国内グループ会社 主な海外子会社



〒 103-6125 東京都中央区日本橋2丁目5番1号
日本橋髙島屋三井ビルディング25階
Tel： 03-3272-4631　Fax： 03-3272-4635
www.jera.co.jp

エネルギーに限界はあるのか。
選手たちの闘う姿を見ているとどこまでも頑張れるチカラが湧いてきます。

日本最大の発電会社でその活動範囲を世界へと広げている
私たちJERAも同じ気持ちです。

エネルギー技術によって世界をより良い未来へ変えていく活動は
どこまでも続いていくと信じています。

選手たちが、たった一球で試合の流れを変えてしまうように
私たちも技術力とアイデアで、世界に一石を投じていきます。

エネルギーを新しい時代へ。
そして、野球を通して文化・スポーツの振興を目指して。

JERAはセントラル・リーグの応援にエネルギーを注いでいます。

当社は、プロ野球が標榜する「野球の推進を通してスポーツの発展に寄与し、日本の繁栄と国際親善に貢献すること」
という事業目的に共感し、野球の発展のために堅実な歩みを続けるセントラル・リーグに特別協賛しています。
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