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【生産中】 

【開発中・計画中】 

（出所）各社プレスリリース等を基に、ガス市場整備課作成 

 国 名 プロジェクト名 
（出荷基地名） 

契約期間／年数 購入量 
(万t/年) 

買 主 (数量) 

インドネシア 

センカン   50 東京ガス（50） 

ドンギ・スノロ 
2014～2027／13年 

130 
中部電力(100) 

2014～2027／13年 九州電力(30) 

オーストラリア 

西豪州（NWS）拡張 
（ウィズネルベイ） 

2015～2022／8年 92.5 関西電力(92.5) 

ゴーゴン 
（Barrow島） 

2014～2040／25年 

421.5 

東京ガス(110) ※ 5年延長ｵﾌﾟｼｮﾝ 

大阪ガス（137.5） 2014～2040／25年 

2014～2040／25年 中部電力(144) 

2015～2029／15年 九州電力(30) 

クイーンズランド・カーティス 
(CBM) 

2015～2035/20年 120 東京ガス(120) 

ウィートストーン 
2017～2036／20年 

390 
東京電力(310) 

2017～2036／20年 九州電力(70) 

グラッドストーン 
（フィッシャーマンズランディング） 

2014～2026／12年 150 豊田通商(150) 

イクシス 
2017～2031／15年 

477 
東京電力 (105)、東京ガス (105)、関西電力
(80)、大阪ガス(80)、九州電力(30) 

2017～2031／15年 中部電力（49）、東邦ガス（28） 

オーストラリア・ 
パシフィックLNG 

2016～2035／20年 100 関西電力(100) 

マレーシア 
マレーシア・サツ（MLNGⅠ） 

（ビンツル） 
2013.10～2028.10／15年 39 西部ガス(39) 

パプアニューギニア ＰＮＧ ＬＮＧ 
2014～2033／20年 

330 
東京電力（180） 

2013～2033／20年 大阪ガス（150） 

カタール カタールガス 2016-2021／6年 20 中部電力、静岡ガス(20) 

ポートフォリオ契約 
（シェル・イースタン・トレー

ディング社） 
特定せず 2012.4～／25年間 80 大阪ガス（80） 

ポートフォリオ契約 
（BG） 

特定せず 2014～2034／20年間 42 
中部電力（全期間を通じて最大122隻（約
840）） 

合  計 2442   

国 名 
プロジェクト名 
（出荷基地名） 

契約期間／年数 
購入量 
(万t/年) 

買 主 (数量) 

ブルネイ 
ブルネイ 

（ルムット） 
(1972開始) 

1993.4～2013.3／20年 
601  

東京電力(403) 、東京ガス(124)、 
大阪ガス(74) 

ＵＡＥ 
アブダビ 
（ダス島） 

(1977開始) 
1994.4～2019.3／25年 

430  東京電力 (430) 

インドネシア 

73・81バダック延長 
（ボンタン） 

2011～2020/10年 

570  

関西電力、中部電力、九州電力、新日鉄、大
阪ガス、東邦ガス（300） 
→2016年から（計200） 

バダックⅣ 
（ボンタン） 

1994.1～2013.12／20年 
大阪ガス(126.5) 、東京ガス(92)、 
東邦ガス(11.5) 

MCGC 
（ボンタン） 

1996.2～2015.12／20年 広島ガス、日本ガス、大阪ガス（40） 

タングー 2010.1～2024.12／15年 12 東北電力(12) 

オーストラリア 

西豪州（NWS） 
（ウィズネルベイ） 

2009.4～2015.3／ 6年 

512 

大阪ガス(50) 

2009.4～2016.3／ 7年 中部電力(50) 

2009.4～2017.3／8年 関西電力(40) 

2009.4～2017.3／ 8年 東京ガス(53) 

2009.4～2017.3／ 8年 東京電力(30) 

2009.4～2017.3／8年 九州電力(70) 

2009.4～2019.3／ 10年 東邦ガス(76) 

2009.4～2021.3／12年 中国電力(143) 

西豪州（NWS）拡張 
（ウィズネルベイ） 

2004.4～2029.3／25年 

340  

東京ガス(107)、 東邦ガス(30) 

2004.4～2034.3／30年 大阪ガス(100) 

2005.4～2019.3／14年 東北電力(40)→2010年から(50) 

2005～2028／23年 静岡ガス(13) 

2006.4～2021.3／15年 九州電力(50) 

2009.4～2024.3／15年 
110 

関西電力(50)→2015年から(93) 

2009.4～2029.3／20年 中部電力(60) 

2010.4～2019.3/9年 50 東北電力(50）  

ダーウィン 
（ダーウィン） 

2006.1～2022.12／17年 300  東京電力(200)、東京ガス(100)  

プルート 
2010～2025／15年 

375 
関西電力(175-200) 

2010～2025／15年 東京ガス(150-175) ※ 5年延長ｵﾌﾟｼｮﾝ 

マレーシア 

マレーシア・サツ 
（MLNGⅠ） 
（ビンツル） 

（1983開始） 
2003.4～2018.3／15年 776.0  

東京電力 (480) 、東京ガス (260) 

1993.10～2013.10／20年 西部ガス (36) 

マレーシア・デュア 
（MLNGⅡ） 
（ビンツル） 

1995.6～2015.3／20年 

321.6  

東京ガス(80) 、大阪ガス(60)、 
関西電力(42)、東邦ガス(28) 

1996.3～2016.3／20年 東北電力(50)  

1996.6～2016.3／20年 静岡ガス (45) 

1997.6～2017.5／20年 仙台市ガス局(15) 

2005～2012FY／8年 広島ガス (1.6) 

マレーシア・ティガ 
（MLNGⅢ） 
（ビンツル） 

2003.3～2023.3／20年 

394  

石油資源開発(48) 

2004.4～2024.3／20年 
東京ガス(34)、東邦ガス(22)、大阪ガス(12) 
（※これに加え3社計で、単年度8隻（約48）、
オプション44） 

2005.4～2025.3／20年 東北電力(50) 

2007.4～2027.3／20年 東邦ガス(52) 

MLNG 
（ビンツル） 

※プロジェクト限定せず 

2009.4～2024.3／15年 大阪ガス(80) 

2010.4～2025.3／15年 四国電力(42) 

2011.1～2031.3／20年 中部電力(54) 

カタール 
カタールガス 

（ラス・ラファン） 

1997.1～2021.12／25年 

600  

中部電力(400)  

1998～2021／24年 東京ガス(35)、大阪ガス(35) 

1999.1～2021.12／23年 
東北電力(52)、東京電力(20)、 
関西電力(29)、中国電力(12) 

1997.1～2021.12／25年 東邦ガス (17) 

オマーン 

カルハット 
（カルハット） 

2000.11～2024.12／24年 

216  

大阪ガス(66) 

2006.4～2020.12／15年 東京電力、三菱商事(計80)（注１） 

2006.4～2021.1／15年 伊藤忠商事（中国電力）(70) 

オマーン拡張 
（カルハット） 

2009.1～2025.12／17年 
160 

泉北発電燃料(80) 

2006～2025／20年 三菱商事(80) 

ロシア 
サハリンⅡ 

（プリゴロドノエ） 

2008.4～2028.3／20年 

709.85 

広島ガス(21)  

2007.4～2029.3／22年 東京電力(150) 

2007.4～2031.3／24年 東京ガス(110)  

2008.4～2031.3／23年 大阪ガス(20) 

2009.4～2030.3／21年 九州電力(50) 

2009.4～2033.3／24年 東邦ガス(50) 

2010.4～2030.3／20年 東北電力(42） 

2010.4～2028.3／18年 西部ガス(0.85) 

2011.4～2026.3／15年 中部電力(50) 

合  計 6,477.5    

注１ 三菱商事引き取り分の仕向地は米国。 
注２ オプションなどで基本契約数量に幅がある場合は、最大数量を表示。 
注３ 開発中・計画中のものについては、聞き取りによる調査のため、網羅的でない可能性がある（特に電力、商社分）。 
    また、売買契約締結前のプロジェクトを含む。 


