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伊藤忠エネクス 会社案内

本社・支店・主なグループ会社

発電所サイト

ターミナルタンク

アスファルト基地

アスファルト運搬船

アドブルー供給拠点

産業用ガス充填所

本社
〒100-6028　東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング27階～29階
TEL：03-4233-8000

支店・営業課
北海道支店
〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西3-3
札幌MNビル7F
TEL：011-231-6040

東北支店　北東北営業課
〒039-1164　青森県八戸市下長4-2-7 
TEL：0178-21-2505

東北支店　南東北営業一課・二課
〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1
アゼリアヒルズ7F
TEL：022-357-0152

首都圏支店　首都圏営業一課・二課・三課
〒100-6027　東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング27階
TEL：03-4233-8063

首都圏支店　首都圏営業三課(静岡駐在)
〒422-8067　静岡県静岡市駿河区南町14-25
S Patio 7F 
TEL：054-287-1313

北関東支店
〒370-0831　群馬県高崎市あら町206　
高崎あら町センタービル9階
TEL：027-395-4206

信越支店
〒370-0831　群馬県高崎市あら町206　
高崎あら町センタービル9階
TEL：027-395-4206

中部支店　中部営業一課・二課
〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-5-11
名古屋伊藤忠ビル6F
TEL：052-203-2717

北陸支店
〒920-0031　石川県金沢市広岡1-1-18
伊藤忠金沢ビル7F 
TEL：076-224-5494

関西支店　関西営業一課・二課
〒532-0004　大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3
SORA新大阪21ビル16F 
TEL： 06-6396-0753 

中国支店　西中国営業課
〒730-0015　広島県広島市中区橋本町10-10
広島インテス7F
TEL：082-502-2633

中国支店　東中国営業課
〒700-0907　岡山県岡山市北区下石井1-1-1
アーバンオフィスビル3F 
TEL： 086-212-0501 

四国支店
〒760-0028 　香川県高松市鍛冶屋町3番地
香川三友ビル4F 
TEL：087-822-2753 

九州支店　北部九州販売支店
北部九州営業一課・二課・三課
〒812-8528　福岡県福岡市博多区綱場町4-1
福岡RDビル3F
TEL：092-283-6241

九州支店　南九州販売支店　
〒892-0844　鹿児島県鹿児島市山之口町2-30
鹿児島第一・海上ビルディング７F 
TEL：099-226-1335

沖縄支店
〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地2-14-1
ジブラルタ生命沖縄那覇ビル4階
TEL：098-861-8444

油槽所・基地
留萌アスファルト基地
〒077-0004　北海道留萌市元町3-22
TEL：0164-42-4216

釧路アスファルト基地
〒085-0023　北海道釧路市海運1-1-4
TEL：0154-22-3108

苫小牧アスファルト基地
〒059-1373　北海道苫小牧市真砂町20
TEL：0144-56-1133

袖ヶ浦アスファルト基地
〒299-0267　千葉県袖ケ浦市中袖15-3
TEL：0438-38-3941

大阪アスファルト基地
〒554-0032　大阪府大阪市此花区梅町2-5
TEL：06-6466-5875

姫路アスファルト基地
〒672-8064　兵庫県姫路市飾磨区細江字浜万才1306
TEL：079-233-0777

三原アスファルト基地（三原事務所）
〒729-0329　広島県三原市糸崎南2-2
TEL：0848-62-7201

福岡アスファルト基地
〒810-0076　福岡県福岡市中央区荒津2-3-26
TEL：092-741-5730

佐世保アスファルト基地
〒857-1172　長崎県佐世保市東浜町521-4
TEL：0956-33-3544

加治木アスファルト基地
〒899-5221　鹿児島県姶良市加治木町港町131
TEL：0995-63-9415

種子島アスファルト基地
〒891-3112　鹿児島県西之表市栄町22
TEL：0997-23-1887

奄美大島アスファルト基地
〒894-0101　鹿児島県大島郡龍郷町屋入

江田島ターミナル（油槽所）
〒737-2132　広島県江田島市江田島町江南3-1-1
TEL：0823-42-3131

長崎ターミナル（油槽所）
〒850-0961　長崎県長崎市小ヶ倉町1-1022
TEL：095-878-0337

〒100-6028　東京都千代田区霞が関3-2-5　TEL 03-4233-8000（代表） 　https://www.itcenex.com/
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グループ会社の連絡先については弊社ホームページをご覧ください。 2019年5月発行



会社概要

社会とくらしの変化に対応し、半世紀を超えて成長を続けるエネクスグループ

伊藤忠燃料（株）を設立

大分九石販売（株）
（現、（株）九州エナジー）の
株式取得

宇島酸水素（株）
（現、伊藤忠工業ガス（株））の株式取得、
工業ガス事業に参入

東京、大阪証券取引所の
市場第二部に上場

東京、大阪証券取引所の
市場第一部に上場

九州忠燃（株）
（現、エネクス石油販売西日本（株））を設立

（株）東海、
西武石油商事（株）の
株式取得

社名を
「伊藤忠エネクス（株）」へ変更

2017

2019
2018

2016
2015

2014
2013

2012
2011

2010
2008

2001
1997

1995

1978
1979

1970
1965

1961

2007
2005

大分県中津市の
都市ガス事業を承継、
都市ガス事業に参入

新しいコーポレートマーク
「エネクスマーク」を制定

小倉興産（株）から
事業を譲受け営業開始

タキガワエネクス（株）
（現、伊藤忠エネクスホームライフ西日本（株））は
瀧川産業（株）から事業を
譲受け営業開始
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伊藤忠エネクスホーム
ライフ九州（株）は（株）
イデックスガスと合併
し、社名を（株）エコア
に変更

港南（株）から石油販売事業の承継、
並びにコーナンフリート（株）の
株式を追加取得

電力小売事業スタート

東京都市サービス（株）の
株式を取得、
地域熱供給事業に参入

1月 創立50周年
工場向けの電熱供給事業へ参入

電力・ユーティリティ
事業本部を新設
胎内ウインドファーム（株）の
株式を取得

大阪カーライフグループ（株）の
株式を取得、
カーディーラー事業に参入

王子・伊藤忠エネクス
電力販売（株）設立
日商LPガス（株）の株式を取得

フィリピンでのLPガス
販売事業へ出資・参画

電力小売市場が
全面自由化 エネクス・

インフラファンド
東証上場仙台パワーステーション

（火力発電所）営業運転開始

（株）エネアークの設立

当社株主に帰属する
当期純利益
100億円突破

経営理念

社会とくらしのパートナー
～エネルギーと共に・車と共に・家庭と共に～

社員の行動規範

有徳
信義・誠実、創意・工夫、公明・清廉

2016年に始まった働き方改革「ENEX EARLY BIRD」で、
長時間勤務の防止、健康増進、仕事の質の向上を推進し
ており、その成果が社外からも高く評価されています。

社会の活力向上や次世代育成への貢献を目指してス
ポーツ協賛にも取り組んでいます。
左：モータ－スポーツで活躍する「TEAM IMPUL」
右：注目の新スポーツ「アルティメット」

東京証券取引所と日本経済新聞社が共同で算出を行って
いる「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成され
る中小型株価指数「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄に
2018年度選定されました。

会社名
伊藤忠エネクス株式会社
英文社名　ITOCHU ENEX CO.,LTD.

本社所在地
〒100-6028 東京都千代田区霞が関3-2-5

代表者
代表取締役社長　岡田 賢二

設立
1961年（昭和36年）1月28日

資本金
198億7,767万円

従業員数 
単体 641名（出向者186名含む）
連結 5,619名

上場証券取引所
東京（銘柄名：エネクス）
証券コード：8133

発行済株式総数 
116,881千株

大株主
伊藤忠商事株式会社　53.97% 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　4.71% 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　4.02% 
エネクスファンド　2.69%　他
※ 自己株式を控除して計算しております。

子会社 49社

持分法適用会社 21社

（2019年3月31日現在）



生活・産業エネルギー部門

部門概要 （2019年4月1日現在） 事業展開

事業領域

社会インフラとしてのエネルギーから、人を育み、
くらしと心を豊かにするエネルギーまで

3部門が連携し、ニーズに応える多様な事業を展開

ホームライフ部門

電力・ユーティリティ部門

ホームライフ部門
LPガスから電気や多彩なスマートエネルギーまで、
快適で豊かで安心なライフスタイルをご提案します。

事業領域 家庭用・業務用のエネルギー、人々の豊かで快適なくらしのご提案

主な取扱製品・
サービス

LPガス、家庭用スマートエネルギー機器、都市ガス、電気、産業用ガス、
快適生活のご提案

主な供給先 全国の家庭150万世帯、法人需要家、販売店2,700店

事業形態 小売販売及び卸売販売

海外展開 インドネシア、フィリピン

生活・産業エネルギー部門
地域の人々の快適なくらしと産業のために、
様々なエネルギーとサービスでより良い社会を実現します。

事業領域 石油製品からクルマ、電力、産業まで、地域の生活と産業の担い手

主な取扱製品・
サービス

ガソリン、灯油、軽油、重油、LPガス、電気、自動車、レンタカー、生活・
車関連商品サービス、AdBlue、アスファルト、船舶用燃料、石油製品輸
出入、ターミナルタンク賃貸、石炭灰リサイクル、スロップ回収・リサイ
クル

主な供給先 系列CS約1,760店、法人3,500事業所、国内道路会社、海運、官公庁

事業形態 小売販売及び卸売販売

海外展開 グアム、パラオ

電力・ユーティリティ部門
省エネルギーと快適性、経済性を追求し、
電力関連事業・熱供給事業を推進します。

事業領域 省エネと快適性、経済性を追求した発電、需給調整から電力販売、地域
熱供給

主な取扱製品・
サービス 電力、蒸気、熱供給、 総合エネルギーサービス

主な供給先 法人需要家、一般家庭、電力会社、オフィスビル・商業ビル

事業形態 発電、需給、販売の垂直統合モデル

ガス
販売事業

生活関連
サービス

電力事業

熱供給
関連事業

車
関連事業

石油製品
販売事業

海外事業

環境
対応事業



社 会 イ ン フ ラ と し て の エ ネ ル ギ ー か ら 、人 を 育 み 、くら し と 心 を 豊 か に す る エ ネ ル ギ ー ま で

ガス販売事業

生活関連サービス

石油製品販売事業

車関連事業

電力事業

環境対応事業

熱供給関連事業

海外事業

家庭向けＬＰガス販売事業 HL

家庭や街で厨房用・給湯用・工業用燃料として
幅広く利用されるLPガスを全国各地のお客様
に販売しています。 

家庭向け都市ガス販売事業 HL

大分県中津市では域内に敷設した導管を通し、
市内のお客様に都市ガスを販売しています。ま
た当社グループの（株）エネアーク関東におい
ても、（株）CDエナジーダイレクトとの業務提
携を通して都市ガスを販売しています。

オートガス事業 HL

低公害LPガス自動車の普及事業を推進するた
めのインフラとしてオートガススタンドを展開 
しています。

液化天然ガス（LNG）販売事業 L I

全国各地の工場などのお客様に環境対応に優
れた液化天然ガスを販売し、石油製品からの燃
料転換ソリューションを提供しています。

産業用ガス販売事業 HL

工業や医療など、あらゆる産業分野で幅広く使
用される産業用ガス（酸素、窒素、アルゴン、滅
菌ガス等）を販売しています。またガス容器の
耐圧検査サ ービスや溶接に使われる資材など
も提供しています。

ガス容器耐圧検査サービス

自動車用エネルギー販売事業 L I

全国の約１,760ヵ所の系列CS※に各種エネル
ギー（ガソリン、灯油、軽油、自動車用潤滑油等）
をお届けしています。
※カーライフ・ステーションの略で、当社がご提案する複合

サービス給油所。

法人向けエネルギー販売事業 L I

日本国内の産業を支える法人企業のお客様に
産業用エネルギー（ガソリン、灯油、軽油、重油）
を販売しています。 

石油製品トレード事業 L I

伊藤忠グループの国内における石油製品トレー
ド機能の中核として、石油製品輸出入と国内販
売事業（国内需給調整取引）を展開しています。 

アスファルト販売事業 L I

全国に広がる販売ネットワークと独自の供給網
を活かし、産業用資材のアスファルトを需要家
に供給しています。

凍結防止剤販売事業 L I

冬季の積雪時に高速道路、一般道路、モノレー
ルなどで使用される凍結防止剤を販売し、道路
交通インフラの良好なトラフィック機能維持に
貢献しています。

船舶用燃料販売事業 L I

日本と世界のあらゆる主要港において船舶燃
料油、船舶用潤滑油のトレーディング・販売事業
を展開しています。自社保有・専用の配給船を
配備し、供給体制も強化しており、内航船向け船
舶燃料の取扱量は国内最大です。 

タンク賃貸借事業 L I

石油製品、化学製品の貯蔵が可能なタンクを全
国に２施設保有し、石油貯蔵施設等のロジスティ
クス機能、化学製品貯蔵施設の賃貸借サービス
など、効率的な運用を通じてお客様のニーズに
対応しています。

発電事業 PU

当社グループのエネクス電力（株）が経済性と環
境維持の両立を目指した発電事業への取り組み
を強化しています。傘下の事業会社がバランス
のとれた多彩な発電設備を保有しています。

電力小売事業 HL  L I  PU

当社及び当社グループの（株）エネクスライ
フサービス※１、王子・伊藤忠エネクス電力販
売 （株）(OJEX）※２が全国に販売網を展開し、
様々なお客様へ電力を販売しています。
※1 当社100%子会社である電力販売会社。
※2 王子ホールディングス（株）の子会社である王子グリー

ンリソース（株）と合弁で設立した電力販売会社。

■法人向け L I  PU
産業用エネルギーを販売するお客様に、合わせて
電力供給もご提案することで、省エネとコスト削減
を実現するなど、様々な法人企業のお客様へ最適
なエネルギーをご提供しています。

■家庭向け

～ LPガスとのコラボレーション～ HL  PU
「eコトでんき！」※のブランドで、LPガスを販売するグ
ループ会社を通して全国のお客様（ご家庭・商店）に
電気を販売しています。また、LPガスと電気でTポイ
ントが貯まるお得な料金プランもご提案しています。

～クルマとのコラボレーション～ L I  PU
日産車＋日産大阪e-でんき
当社グループの日産大阪販売（株）と（株）エネクスラ
イフサービスが協力してメニュー開発をしたサービス
です。カーディーラーならではの充実したプランをご
提案しています。

電力需給管理サービス事業 PU

当社は複数の小売電気事業者間で形成したグ
ループ（バランシンググループ）の代表者として、 
グループ全体の電力需要バランスを調整するこ
とで、それぞれのメンバーが最も得意とする分 
野に集中できる分業体制と効率化、経済性、リス
ク低減、スケールメリットを追求しています。

新たなビジネスモデルへの挑戦 PU

地域の生活者視点に立ち、電気を起点によりお
客様のニーズに沿った新たな商品・サービス、
異業種とのアライアンスによる付加価値の提供
に取り組んでいます。

地域熱供給サービス事業 PU

当社グループの東京都市サービス（株）（TTS）
が、区域内の複数の建物に冷暖房用の冷水や温
水をお届けする熱供給事業を展開し、街づくり
と一体となった効率的なエネルギー利用をご提
案します。ビルの空調や給湯の新設・更新時に
初期投資を抑えて省CO₂、省エネルギーに資す
る熱源受託サービス等もご提供しています。

地域熱供給サービスの導入事例
銀座６丁目中央通りの大規模複合施設「GINZA SIX」

（ 延べ床面積147,900 ㎡）の快適空間を、TTSのプ
ラントから供給する冷暖房用の熱エネルギーが支え
ています。

エネルギーサービスプロバイダ※（ESP）事業 PU

TTSでは熱・水・電力の供給サービスを中心に、
トータルなエネルギーマネジメントを行うこと
で、省エネ、コスト削減、環境性、安心を実現し、
お客さまと社会に貢献しています。
※エネルギ ー 設備の設計から建設、管理までを提供する

サービス。

工場向け蒸気販売事業 PU

当社で保有する火力発電所のエネルギーを有
効活用し、発電時に発生する高温の蒸気を近隣
地域の工場などに供給しています。

生活関連機器販売事業 HL

当社グループでは家庭にエネルギーをお届け
するだけでなく、お客様にLPガスを通じて“快適
で”“豊かで”“安心な”ライフスタイルをご提
案しています。その第一歩として、日々の生活
に不可欠である様々な機器（燃焼、厨房、冷暖房
などに関わる機器や住宅設備など）の販売を通
して、ご家庭や地域にお住まいの様々な方々の
快適なくらしをお手伝いしています。

高機能なガラストップコンロ

スマートエネルギー機器販売事業 HL

低炭素、経済性、付加価値へのニーズを満たし、
持続可能な社会に貢献するスマートエネルギー
機器を提案し、お客様のニーズに最適化したシ
ステムを実現します。

■太陽光発電システム
自然エネルギーである太陽光を使い、発電の段階で
CO2を排出しない太陽光発電システムを販売してい
ます。ご家庭で発電し、余った電気は電力会社により
買い取られるため、経済的にも嬉しいシステムです。

■家庭用燃料電池「エネファーム」
LPガスや都市ガスから取り出した水素を空気中の酸
素と化学反応をさせて発電し、その際に発生した熱
を給湯や暖房に活用するシステムです。

■ダブル発電システム
太陽光発電とエネファームを賢く組み合わせたシス
テムです。エネファームによる電力を優先利用し、足
りない分を太陽光発電で補ったり、余った太陽光発電
電力を売ったりでき、家計にも環境にもさらに優しい
くらしを実現します。

■家庭用リチウムイオン蓄電システム「エネパワボL」
蓄電池容量9.8キロワット時の大容量を実現し、災害
時の停電でも蓄電池に貯めた電気で電化製品を使
用可能です。料金が安い夜間の電気を貯めて昼間に
使うことで、電気代の削減が期待できます。

料理教室、食育・火育事業 HL

「 台所の炎 」を供給する事業者の使命として、
ファミリーや子どもたちに向けて、調理すること
の楽しさや重要性を伝える料理教室、日本の食
文化を伝える食育活動、火の基本的な知識や火
のありがたさ、怖さなどを伝える活動を展開し
ています。

リフォーム事業 HL

キッチンやお風呂から浴室暖房乾燥機や床暖房
などまで、ニーズに合ったリフォームのご提案に
よりご家庭のあらゆるところで「ガスのある快
適で、豊かなくらし」を実現します。

自動車ディーラー事業 L I

グループ会社の日産大阪販売（株）は日産自動
車系列ディーラーの中で全国最大規模、大阪府
下唯一のディーラーです。同社が大阪府下一円
及び兵庫県阪神地区で持つNo.1の販売ネット
ワークを通して、新車販売、中古車販売から車
検、鈑金、整備、メンテナンス事業まで展開して
います。

カーライフサポート事業 L I

全国の系列CSに充実した商材、情報、販売ノウ
ハウ（自動車・自動車用品、車検・整備・鈑金、
洗車機用商材、レンタカーシステム）を提供し、
CS事業の成長をサポートします。

■車の総合サービス「カースタ」
「カースタ（カーライフスタジアム）」は、お客様への
ご提供価値を明確にした車関連事業の統一ブランド
です。「もっと、いいお出かけを。」をコンセプトに事
業展開するレンタカーサービスをはじめ、楽しく快適
なカーライフをサポートします。

ＣＳ経営コンサルティング支援事業 L I

当社が長年にわたるCS経営の実績とノウハウ
を通じて磨き上げてきたコンサルティングサー
ビスです（ENEX ACTプログラム）。1店1店の
実態に即してCS事業の強化と収益改善を図り、
販売店様のCS経営をサポートします。

■ENEX ACTプログラム
総来店台数、CP指数、CL収益人件費カバー率の3つ
を統一経営指数として設定。各CSの現状を正確に把
握し、達成すべき目標を明確にすることで、販売店様
のCS経営を強力にサポートします。

再生可能エネルギー事業 PU

当社はエネクス・インフラ投資法人※の活用
など、金融手法を用いて太陽光発電を中心と
した再生可能エネルギ ー 発電設備等に対し
て投資運用を行い、再生可能エネルギーの普
及、拡大を通じ地球環境への貢献と持続可能
な社会の実現を目指していきます。

バイオマス発電共同事業 PU

王子グリーンリソース（株）と共同で、再生可能
エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）を利用
したバイオマス発電所の建設を推進していま
す。使用燃料は木質チップ他、運転開始は2022
年9月を予定しています。

バイオジェット燃料実証試験 L I

（株）ユーグレナを中心に５社１自治体が推進す
る日本初のミドリムシ（ユーグレナ）を利用した
国産バイオジェット・ディーゼル燃料の実証計画
に参加しています。

石炭灰リサイクル事業 L I

火力発電所で発生する使用済み燃料のフライ
アッシュ（石炭灰）を回収、処理し、道路資材とし
て再活用する事業を展開しています。

スロップ・スラッジ回収販売事業 L I

産業廃棄物として処理されていたスロップ（船
舶の燃料タンク洗浄後の排水）やスラッジ（船舶
燃料未燃焼分）を回収し、有用な石油資源を取り
出して再活用しています。

PCB廃棄処理仲介事業 L I

電力会社の変圧器などで使用されPCB（ポリ塩
化ビフェニール）の適正な廃棄処理を支援して
います。

インドネシアの工業ガス販売事業 HL

PT.ITC ENEX INDONESIA（略称PT.ENEX） が
ジャカルタ近郊のカラワン工業団地に進出の日
系企業様向けに各種産業用ガスを安定的に販
売、供給しています。

フィリピンのLPガス販売事業 HL

伊藤忠商事（株）と共同出資して設立した（株） ク
リージアエナジーホールディングスがフィリピ
ンでのLPガス販売事業に参入しています。

ネブラスカバイオディーゼルプラント 

2013年よりFlint Hills Resources Renewable 
LLCが運営する次世代バイオディーゼル製造事
業に参画しています。2018年度より本事業に
対する持分を増加しました。

カードサービス事業
CSを利用されるお客様のニ ー ズ
にお応えする多彩なカードシステ
ムをご提供しています。

■楽天ポイントカード （個人向け）
対象商品を購入すると「楽天ポイント」
が貯まり、お支払いにもご利用いただ
けるカードです。

■カーエネクスitsumoカード（個人向け）
いつでもガソリンと軽油を利用店舗に
てお得にご購入いただけるクレジット
カードです。

■パートナーズカード（法人向け）
法人企業・個人事業主のお客様を対象と
しており、掛売顧客を固定化することで
債権リスクからお客様をお守りします。 

■燃料給油カード（法人向け）
当社グループのエネクスフリート（株）が
ご提供している、燃料やカー用品をお得
に購入できるカードです。

高品位尿素水アドブルー販売事業 L I

環境問題 に 対 する取り組 み の 一環として、
ディーゼル車の排気ガスを分解して無害化する

「AdBlue」を全国で販売しています。

■船用尿素水
2016年1月に 発効した 国際海事機関 のNOx排出
規制を受け、舶用SCRシステム向けの還元剤である
AUS40※に基づいた尿素水を販売しています。
※尿素水のISO品質基準。

パラオプロジェクト L I

IP&E Palau,Inc.の株式25%を取得し、太平洋地
域での石油製品輸入卸売・直売事業に参入。事
業は安定的に推移し、パラオの年間観光客の増
加と共にさらなる成長が期待できます。

米国グアム・サイパンプロジェクト L I

伊藤忠商事（ 株 ）の100%子会社であるItochu 
Petroleum Co. Pte.Ltd.が事業参加するIP&E 
Holdings,LLC.に当社社員が常駐しています。AdBlue（アドブルー）

ディーゼル車の排気ガスに噴霧することでアンモニアによる還元作用を利用し、NOxを無害な窒素と水に分解する「SCRシ
ステム※」に使われる世界標準の高品位尿素水です。※Selective Catalytic Reduction、選択触媒還元。

太平洋エリア

地域熱供給事業のイメージ
（晴海アイランド地区）

■地域熱供給サービス導入地区
関東エリア18地区：
晴海アイランド／箱崎／幕張新都心
ハイテク・ビジネス／芝浦４丁目／
銀座２・３丁目／銀座5・6丁目／
京橋1・2丁目等

※当社が50.1%出資するエネクス・アセットマネジメント（株）
が資産の運用を受託。2019年2月に東京証券取引所イン
フラファンド市場上場。

L I

事業を提供する部門

ホームライフ部門

生活・産業エネルギー部門  

電力・ユーティリティ部門 

HL

PU

※関東地区・中部地区・関西地区のエネアークグループにつ
いては「エネアークでんき」のサービス名を使用しています。
九州地区の（株）エコアについては「エコアのeでんき」
のサービス名を使用しています。

太陽光発電所

防府エネルギーサービス（株） 上越エネルギーサービス（株）

JEN胎内ウインドファーム（株）



社 会 イ ン フ ラ と し て の エ ネ ル ギ ー か ら 、人 を 育 み 、くら し と 心 を 豊 か に す る エ ネ ル ギ ー ま で

ガス販売事業

生活関連サービス

石油製品販売事業

車関連事業

電力事業

環境対応事業

熱供給関連事業

海外事業

家庭向けＬＰガス販売事業 HL

家庭や街で厨房用・給湯用・工業用燃料として
幅広く利用されるLPガスを全国各地のお客様
に販売しています。 

家庭向け都市ガス販売事業 HL

大分県中津市では域内に敷設した導管を通し、
市内のお客様に都市ガスを販売しています。ま
た当社グループの（株）エネアーク関東におい
ても、（株）CDエナジーダイレクトとの業務提
携を通して都市ガスを販売しています。

オートガス事業 HL

低公害LPガス自動車の普及事業を推進するた
めのインフラとしてオートガススタンドを展開 
しています。

液化天然ガス（LNG）販売事業 L I

全国各地の工場などのお客様に環境対応に優
れた液化天然ガスを販売し、石油製品からの燃
料転換ソリューションを提供しています。

産業用ガス販売事業 HL

工業や医療など、あらゆる産業分野で幅広く使
用される産業用ガス（酸素、窒素、アルゴン、滅
菌ガス等）を販売しています。またガス容器の
耐圧検査サ ービスや溶接に使われる資材など
も提供しています。

ガス容器耐圧検査サービス

自動車用エネルギー販売事業 L I

全国の約１,760ヵ所の系列CS※に各種エネル
ギー（ガソリン、灯油、軽油、自動車用潤滑油等）
をお届けしています。
※カーライフ・ステーションの略で、当社がご提案する複合

サービス給油所。

法人向けエネルギー販売事業 L I

日本国内の産業を支える法人企業のお客様に
産業用エネルギー（ガソリン、灯油、軽油、重油）
を販売しています。 

石油製品トレード事業 L I

伊藤忠グループの国内における石油製品トレー
ド機能の中核として、石油製品輸出入と国内販
売事業（国内需給調整取引）を展開しています。 

アスファルト販売事業 L I

全国に広がる販売ネットワークと独自の供給網
を活かし、産業用資材のアスファルトを需要家
に供給しています。

凍結防止剤販売事業 L I

冬季の積雪時に高速道路、一般道路、モノレー
ルなどで使用される凍結防止剤を販売し、道路
交通インフラの良好なトラフィック機能維持に
貢献しています。

船舶用燃料販売事業 L I

日本と世界のあらゆる主要港において船舶燃
料油、船舶用潤滑油のトレーディング・販売事業
を展開しています。自社保有・専用の配給船を
配備し、供給体制も強化しており、内航船向け船
舶燃料の取扱量は国内最大です。 

タンク賃貸借事業 L I

石油製品、化学製品の貯蔵が可能なタンクを全
国に２施設保有し、石油貯蔵施設等のロジスティ
クス機能、化学製品貯蔵施設の賃貸借サービス
など、効率的な運用を通じてお客様のニーズに
対応しています。

発電事業 PU

当社グループのエネクス電力（株）が経済性と環
境維持の両立を目指した発電事業への取り組み
を強化しています。傘下の事業会社がバランス
のとれた多彩な発電設備を保有しています。

電力小売事業 HL  L I  PU

当社及び当社グループの（株）エネクスライ
フサービス※１、王子・伊藤忠エネクス電力販
売 （株）(OJEX）※２が全国に販売網を展開し、
様々なお客様へ電力を販売しています。
※1 当社100%子会社である電力販売会社。
※2 王子ホールディングス（株）の子会社である王子グリー

ンリソース（株）と合弁で設立した電力販売会社。

■法人向け L I  PU
産業用エネルギーを販売するお客様に、合わせて
電力供給もご提案することで、省エネとコスト削減
を実現するなど、様々な法人企業のお客様へ最適
なエネルギーをご提供しています。

■家庭向け

～ LPガスとのコラボレーション～ HL  PU
「eコトでんき！」※のブランドで、LPガスを販売するグ
ループ会社を通して全国のお客様（ご家庭・商店）に
電気を販売しています。また、LPガスと電気でTポイ
ントが貯まるお得な料金プランもご提案しています。

～クルマとのコラボレーション～ L I  PU
日産車＋日産大阪e-でんき
当社グループの日産大阪販売（株）と（株）エネクスラ
イフサービスが協力してメニュー開発をしたサービス
です。カーディーラーならではの充実したプランをご
提案しています。

電力需給管理サービス事業 PU

当社は複数の小売電気事業者間で形成したグ
ループ（バランシンググループ）の代表者として、 
グループ全体の電力需要バランスを調整するこ
とで、それぞれのメンバーが最も得意とする分 
野に集中できる分業体制と効率化、経済性、リス
ク低減、スケールメリットを追求しています。

新たなビジネスモデルへの挑戦 PU

地域の生活者視点に立ち、電気を起点によりお
客様のニーズに沿った新たな商品・サービス、
異業種とのアライアンスによる付加価値の提供
に取り組んでいます。

地域熱供給サービス事業 PU

当社グループの東京都市サービス（株）（TTS）
が、区域内の複数の建物に冷暖房用の冷水や温
水をお届けする熱供給事業を展開し、街づくり
と一体となった効率的なエネルギー利用をご提
案します。ビルの空調や給湯の新設・更新時に
初期投資を抑えて省CO₂、省エネルギーに資す
る熱源受託サービス等もご提供しています。

地域熱供給サービスの導入事例
銀座６丁目中央通りの大規模複合施設「GINZA SIX」

（ 延べ床面積147,900 ㎡）の快適空間を、TTSのプ
ラントから供給する冷暖房用の熱エネルギーが支え
ています。

エネルギーサービスプロバイダ※（ESP）事業 PU

TTSでは熱・水・電力の供給サービスを中心に、
トータルなエネルギーマネジメントを行うこと
で、省エネ、コスト削減、環境性、安心を実現し、
お客さまと社会に貢献しています。
※エネルギ ー 設備の設計から建設、管理までを提供する

サービス。

工場向け蒸気販売事業 PU

当社で保有する火力発電所のエネルギーを有
効活用し、発電時に発生する高温の蒸気を近隣
地域の工場などに供給しています。

生活関連機器販売事業 HL

当社グループでは家庭にエネルギーをお届け
するだけでなく、お客様にLPガスを通じて“快適
で”“豊かで”“安心な”ライフスタイルをご提
案しています。その第一歩として、日々の生活
に不可欠である様々な機器（燃焼、厨房、冷暖房
などに関わる機器や住宅設備など）の販売を通
して、ご家庭や地域にお住まいの様々な方々の
快適なくらしをお手伝いしています。

高機能なガラストップコンロ

スマートエネルギー機器販売事業 HL

低炭素、経済性、付加価値へのニーズを満たし、
持続可能な社会に貢献するスマートエネルギー
機器を提案し、お客様のニーズに最適化したシ
ステムを実現します。

■太陽光発電システム
自然エネルギーである太陽光を使い、発電の段階で
CO2を排出しない太陽光発電システムを販売してい
ます。ご家庭で発電し、余った電気は電力会社により
買い取られるため、経済的にも嬉しいシステムです。

■家庭用燃料電池「エネファーム」
LPガスや都市ガスから取り出した水素を空気中の酸
素と化学反応をさせて発電し、その際に発生した熱
を給湯や暖房に活用するシステムです。

■ダブル発電システム
太陽光発電とエネファームを賢く組み合わせたシス
テムです。エネファームによる電力を優先利用し、足
りない分を太陽光発電で補ったり、余った太陽光発電
電力を売ったりでき、家計にも環境にもさらに優しい
くらしを実現します。

■家庭用リチウムイオン蓄電システム「エネパワボL」
蓄電池容量9.8キロワット時の大容量を実現し、災害
時の停電でも蓄電池に貯めた電気で電化製品を使
用可能です。料金が安い夜間の電気を貯めて昼間に
使うことで、電気代の削減が期待できます。

料理教室、食育・火育事業 HL

「 台所の炎 」を供給する事業者の使命として、
ファミリーや子どもたちに向けて、調理すること
の楽しさや重要性を伝える料理教室、日本の食
文化を伝える食育活動、火の基本的な知識や火
のありがたさ、怖さなどを伝える活動を展開し
ています。

リフォーム事業 HL

キッチンやお風呂から浴室暖房乾燥機や床暖房
などまで、ニーズに合ったリフォームのご提案に
よりご家庭のあらゆるところで「ガスのある快
適で、豊かなくらし」を実現します。

自動車ディーラー事業 L I

グループ会社の日産大阪販売（株）は日産自動
車系列ディーラーの中で全国最大規模、大阪府
下唯一のディーラーです。同社が大阪府下一円
及び兵庫県阪神地区で持つNo.1の販売ネット
ワークを通して、新車販売、中古車販売から車
検、鈑金、整備、メンテナンス事業まで展開して
います。

カーライフサポート事業 L I

全国の系列CSに充実した商材、情報、販売ノウ
ハウ（自動車・自動車用品、車検・整備・鈑金、
洗車機用商材、レンタカーシステム）を提供し、
CS事業の成長をサポートします。

■車の総合サービス「カースタ」
「カースタ（カーライフスタジアム）」は、お客様への
ご提供価値を明確にした車関連事業の統一ブランド
です。「もっと、いいお出かけを。」をコンセプトに事
業展開するレンタカーサービスをはじめ、楽しく快適
なカーライフをサポートします。

ＣＳ経営コンサルティング支援事業 L I

当社が長年にわたるCS経営の実績とノウハウ
を通じて磨き上げてきたコンサルティングサー
ビスです（ENEX ACTプログラム）。1店1店の
実態に即してCS事業の強化と収益改善を図り、
販売店様のCS経営をサポートします。

■ENEX ACTプログラム
総来店台数、CP指数、CL収益人件費カバー率の3つ
を統一経営指数として設定。各CSの現状を正確に把
握し、達成すべき目標を明確にすることで、販売店様
のCS経営を強力にサポートします。

再生可能エネルギー事業 PU

当社はエネクス・インフラ投資法人※の活用
など、金融手法を用いて太陽光発電を中心と
した再生可能エネルギ ー 発電設備等に対し
て投資運用を行い、再生可能エネルギーの普
及、拡大を通じ地球環境への貢献と持続可能
な社会の実現を目指していきます。

バイオマス発電共同事業 PU

王子グリーンリソース（株）と共同で、再生可能
エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）を利用
したバイオマス発電所の建設を推進していま
す。使用燃料は木質チップ他、運転開始は2022
年9月を予定しています。

バイオジェット燃料実証試験 L I

（株）ユーグレナを中心に５社１自治体が推進す
る日本初のミドリムシ（ユーグレナ）を利用した
国産バイオジェット・ディーゼル燃料の実証計画
に参加しています。

石炭灰リサイクル事業 L I

火力発電所で発生する使用済み燃料のフライ
アッシュ（石炭灰）を回収、処理し、道路資材とし
て再活用する事業を展開しています。

スロップ・スラッジ回収販売事業 L I

産業廃棄物として処理されていたスロップ（船
舶の燃料タンク洗浄後の排水）やスラッジ（船舶
燃料未燃焼分）を回収し、有用な石油資源を取り
出して再活用しています。

PCB廃棄処理仲介事業 L I

電力会社の変圧器などで使用されPCB（ポリ塩
化ビフェニール）の適正な廃棄処理を支援して
います。

インドネシアの工業ガス販売事業 HL

PT.ITC ENEX INDONESIA（略称PT.ENEX） が
ジャカルタ近郊のカラワン工業団地に進出の日
系企業様向けに各種産業用ガスを安定的に販
売、供給しています。

フィリピンのLPガス販売事業 HL

伊藤忠商事（株）と共同出資して設立した（株） ク
リージアエナジーホールディングスがフィリピ
ンでのLPガス販売事業に参入しています。

ネブラスカバイオディーゼルプラント 

2013年よりFlint Hills Resources Renewable 
LLCが運営する次世代バイオディーゼル製造事
業に参画しています。2018年度より本事業に
対する持分を増加しました。

カードサービス事業
CSを利用されるお客様のニ ー ズ
にお応えする多彩なカードシステ
ムをご提供しています。

■楽天ポイントカード （個人向け）
対象商品を購入すると「楽天ポイント」
が貯まり、お支払いにもご利用いただ
けるカードです。

■カーエネクスitsumoカード（個人向け）
いつでもガソリンと軽油を利用店舗に
てお得にご購入いただけるクレジット
カードです。

■パートナーズカード（法人向け）
法人企業・個人事業主のお客様を対象と
しており、掛売顧客を固定化することで
債権リスクからお客様をお守りします。 

■燃料給油カード（法人向け）
当社グループのエネクスフリート（株）が
ご提供している、燃料やカー用品をお得
に購入できるカードです。

高品位尿素水アドブルー販売事業 L I

環境問題 に 対 する取り組 み の 一環として、
ディーゼル車の排気ガスを分解して無害化する

「AdBlue」を全国で販売しています。

■船用尿素水
2016年1月に 発効した 国際海事機関 のNOx排出
規制を受け、舶用SCRシステム向けの還元剤である
AUS40※に基づいた尿素水を販売しています。
※尿素水のISO品質基準。

パラオプロジェクト L I

IP&E Palau,Inc.の株式25%を取得し、太平洋地
域での石油製品輸入卸売・直売事業に参入。事
業は安定的に推移し、パラオの年間観光客の増
加と共にさらなる成長が期待できます。

米国グアム・サイパンプロジェクト L I

伊藤忠商事（ 株 ）の100%子会社であるItochu 
Petroleum Co. Pte.Ltd.が事業参加するIP&E 
Holdings,LLC.に当社社員が常駐しています。AdBlue（アドブルー）

ディーゼル車の排気ガスに噴霧することでアンモニアによる還元作用を利用し、NOxを無害な窒素と水に分解する「SCRシ
ステム※」に使われる世界標準の高品位尿素水です。※Selective Catalytic Reduction、選択触媒還元。

太平洋エリア

地域熱供給事業のイメージ
（晴海アイランド地区）

■地域熱供給サービス導入地区
関東エリア18地区：
晴海アイランド／箱崎／幕張新都心
ハイテク・ビジネス／芝浦４丁目／
銀座２・３丁目／銀座5・6丁目／
京橋1・2丁目等

※当社が50.1%出資するエネクス・アセットマネジメント（株）
が資産の運用を受託。2019年2月に東京証券取引所イン
フラファンド市場上場。

L I

事業を提供する部門

ホームライフ部門

生活・産業エネルギー部門  

電力・ユーティリティ部門 

HL

PU

※関東地区・中部地区・関西地区のエネアークグループにつ
いては「エネアークでんき」のサービス名を使用しています。
九州地区の（株）エコアについては「エコアのeでんき」
のサービス名を使用しています。

太陽光発電所

防府エネルギーサービス（株） 上越エネルギーサービス（株）

JEN胎内ウインドファーム（株）



社会とくらしのパートナー
～エネルギーと共に・車と共に・家庭と共に～

数字で見るエネクスグループの“現在”

1,200本
1日当たりのガス容器耐圧検査本数

48ヵ所
LPガス自動車（バス、タクシー）に

LPガスを供給するオートガススタンド

約2,700店
全国に展開する
LPガス販売店

約1,760CS
全国展開する系列CS数

自社ブランド（約400ヵ所）含む

約2,100店舗
エネクスオート（株）が事務局の

「日本洗車連盟」（法人向け）加盟店

約3,500事業所
産業用エネルギー・資材をお届けしている

法人需要家様の事業所

約400店舗
利便性の高い

「イツモレンタカー」取扱い店舗数

20%
アスファルトの
国内販売シェア

13万枚
個人向け給油カード

「カーエネクスitsumoカード」の
有効会員カード

3隻
自社保有する

アスファルト運搬船

約4,600千MWh
電力・ユーティリティ部門が販売した

総販売電力量（2018年度卸売・小売の合計）

118,600件
2018年度末の

家庭・商店向け電気の契約件数

12ヵ所 43,800t
アスファルト販売拠点数と

総貯蔵量

150万世帯
LPガス・都市ガスを

お届けしているご家庭

183MW
グループが保有する

発電施設の能力

117店
日産大阪販売（株）が持つ地域

NO.1の店舗ネットワーク

20ヵ所
高品位尿素水AdBlueの
販売ネットワーク拠点

18ヵ所
業界最多となる関東エリアの

熱供給地区

28%
高品位尿素水AdBlueの

国内販売シェア

9位／503社
2018年度の販売電力量は

新規事業者の中で9位（暫定）

5ヵ所 1,500万t
グループが保有する

産業用ガスの充填所と年間充填能力

2ヵ所 15万t
グループが保有する

タンクターミナル数と総貯蔵量

BUSINESS 
PLATFORM FACILITY BUSINESS 

PERFORMANCE


