会社概要

Proﬁle

会社名

ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社

所在地

〒100-6115

代表者名

代表取締役社長

設立年月日

昭和 44 年 2 月 21 日

資本金

3 億円

売上高

約 400 憶円

従業員数

約 1,500 名

事業内容

1. 液化石油ガス・石油類及び付帯器具の販売

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー 15 階
社長執行役員

八子 敦夫

2. 冷暖房・給排水工事 液化石油ガス配管工事 厨房設備設計工事
3. LP ガス保安

自動車整備・損害保険代理業

4. 住宅リフォーム
交通アクセス

衛生機器のレンタル業務

上水・温水供給

［住所］

〒100-6115

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー 15 階

［アクセス］

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」直結

東京メトロ丸の内線・千代田線「国会議事堂前駅」直結

株主構成

Shareholders

当社は、ENEOS 株式会社と、三井物産株式会社、丸紅株式会社が出資する ENEOS グローブ株式会社の 100％出資会社です。

ENEOS 株式会社

三井物産株式会社
ＥＮＥＯＳグローブ株式会社

丸紅株式会社

企業理念 / 代表挨拶

Response / Greeting

使命

私たちはエネルギーの安定供給と有効活用を通じて、

目指す姿

地域社会に深く根ざした地域信頼度 No.1 のグッド・カンパニー

価値観

お客様・地域社会・地球の “豊かな未来” づくりに貢献します。

（GOOD COMPANY）を目指します。

・夢のある未来の創造に挑戦します。
・正義を尊ぶ心を育て実践します。

・強い種より変化する種を目指します。

・保安なくして販売なしの姿勢を堅持します。

・四良し（社会・お客様・社員・株主）に努めます。

ごあいさつ
LP ガスは、その環境性・可搬性・災害対応力の高さから、国内では約半数のご家庭（約 2,500 万世帯）で
使用されています。日本政府が定めるエネルギー基本計画においても、平時の国民生活を支えるとともに

緊急時にも活躍できる分散型エネルギーと位置づけられ、「災害対応に優れたエネルギーの最後の砦」として
高く評価されました。

このような中、当社は、国内最大のエネルギー企業である ENEOS 株式会社と、日本有数の総合商社である

三井物産株式会社、丸紅株式会社が出資する ENEOS グローブ株式会社グループの一員として、国内におけ

る LP ガスの小売部門を担っています。海外からの輸入・調達を担当する ENEOS グローブ株式会社とともに、
LP ガスをお客様のもとにワンストップでお届けする、持続可能なサプライチェーンを構築しています。また、
当社は 1969 年の創業以来 50 年以上にわたるエネルギーの安定供給と、国内約 100 ヶ所の営業拠点を活か

した地域密着型の保安サービスの提供を継続して参りました。その豊富な実績とグループ力、強固な物流
ネットワーク、安定した事業基盤のもと、お客様へ安心と信頼をお届けいたします。

代表取締役社長

八子 敦夫

役員一覧

Oﬃcer

代表取締役社長 社長執行役員

八子

取締役 常務執行役員

小笠原
佐藤

哲雄

取締役（非常勤）

宇野

達夫

新美
谷

敦夫

富男

貴幸

道明

（九州支社長）

（販売企画本部長）

（ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 取締役 常務執行役員）
（ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 取締役 常務執行役員）
（ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 取締役 執行役員）

監査役

大西

弘昭

監査役（非常勤）

山﨑

亨治

（ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 経理財務部長）

常務執行役員

石丸

勝浩

（北日本支社長）

執行役員

大淵

智司

（関東支社長）

三浦

孝司

（北日本支社 副支社長）

宮久

野呂
草柳
藤川
矢野
泉

秀一

知之
秀樹
正

正和

和美

（ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 監査役）

（西日本支社長）
（総務本部長）
（中部支社長）

（南東北支社長）
（保安本部長）

2022 年 4 月 1 日付

沿革

History

1969 年 02 月（昭和 44 年 02 月）

神奈川ブリヂストンガス株式会社を設立

1982 年 08 月（昭和 57 年 08 月）

グロリアガス神奈川販売株式会社に商号変更

2001 年 01 月（平成 13 年 01 月）

グ ロ リ ア ガ ス 神 奈 川 販 売 株 式 会 社、西 北 ヤ マ ビ グ ロ リ ア ガ ス 株 式 会 社 が 合 併 し、

2007 年 04 月（平成 19 年 04 月）

株式会社グロリアガス北海道、東北グロリアガス株式会社、関東グロリアガス株式会社、

関東グロリアガス株式会社に商号変更

グロリアガス北陸販売株式会社、九州グロリアガス株式会社が合併し、グロリアガス
株式会社へ商号変更

2008 年 04 月（平成 20 年 04 月）

東北石油ガス株式会社、木更津石油ガス株式会社、第一瓦斯株式会社、九州ベニー

2008 年 10 月（平成 20 年 10 月）

ワシダ石油瓦斯株式会社、新日石ガス九州株式会社が合併し、九州新日石ガス株式会社

2010 年 04 月（平成 22 年 04 月）

グロリアガス株式会社、ガスエナジー株式会社が合併し、グローブエナジー株式会社

2013 年 04 月（平成 25 年 04 月）

グ ロ ー ブ エ ナ ジ ー 株 式 会 社、九 州 新 日 石 株 式 会 社 が 合 併 し 、新 た に、Ｅ ＮＥＯＳ

2013 年 10 月（平成 25 年 10 月）

九州物産株式会社のＬＰガス事業を会社分割により統合

2014 年 10 月（平成 26 年 10 月）

関 東 新 日 石 ガ ス 株 式 会 社、名 神 新 日 石 ガ ス 株 式 会 社、株 式 会 社 コ ー ア ガ ス 愛 媛、

2019 年 04 月（平成 31 年 04 月）

興亜ガス開発株式会社を合併

2022 年 04 月（令和 04 年 04 月）

株式会社肥筑を合併

株式会社が合併し、ガスエナジー株式会社に商号変更

に商号変更

に商号変更

グ ロ ー ブ エ ナ ジ ー株式会社が発足

新日石ガス広島株式会社、株式会社サガプロを合併

沿革図

History Map

事業所分布図
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改正版

事業所一覧
本社

Distribution Map

Service Oﬃce

Head Oﬃce

〒100-6115 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー 15 階

本社

事業所一覧
北日本支社
青森支店

野辺地営業所
青森事業所

青森東営業所
青森西営業所

むつ支店

むつ横浜営業所
大畑営業所

弘前支店

浪岡営業所

五所川原営業所
ふかうら営業所

秋田支店

能代営業所
秋田出張所

八戸支店

五戸営業所

十和田営業所
三戸営業所
三沢営業所
久慈営業所
二戸出張所

北海道支店

道南営業所
伊達出張所

Service Oﬃce

Kita-Nihon

北日本

〒030-0131 青森県青森市問屋町二丁目 1-11

TEL:017-738-2240

〒030-0131 青森県青森市問屋町二丁目 1-11

TEL:017-738-2211

〒039-3171 青森県上北郡野辺地町字二十平 96-1

TEL:0175-64-3221

〒039-3503 青森県青森市大字野内字浦島 84-1

TEL:017-726-2079

〒039-3503 青森県青森市大字野内字浦島 84-1

TEL:017-726-2079

〒038-0042 青森県青森市大字新城字平岡 263-7

TEL:017-788-0808

〒035-0043 青森県むつ市南赤川町 10-27

TEL:0175-22-8320

〒039-4143 青森県上北郡横浜町字屋敷形 35-8

TEL:0175-78-2232

〒039-4401 青森県むつ市大畑町中島 108-12

TEL:0175-34-2147

〒036-8062 青森県弘前市大字青山二丁目 24-1

TEL:0172-34-0888

〒038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字細田 114-1

TEL:0172-62-2755

〒038-3102 青森県つがる市柏下古川亀井 29-3

TEL:0173-35-6226

〒038-2324 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字浜町 138-3

TEL:0173-74-4462

〒017-0878 秋田県大館市川口字上野 89-2

TEL:0186-49-4028

〒016-0113 秋田県能代市字下悪戸 11-2

TEL:0185-58-2524

〒011-0911 秋田県秋田市飯島字坂道端 25-3

TEL:018-846-3741

〒031-0072 青森県八戸市城下三丁目 8-25

TEL:0178-43-4621

〒039-1524 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平 1-647

TEL:0178-62-3421

〒034-0041 青森県十和田市大字相坂字小林 17-9

TEL:0176-23-5685

〒039-0142 青森県三戸郡三戸町大字久慈町 12

TEL:0179-22-2378

〒033-0036 青森県三沢市南町二丁目 31-2648

TEL:0176-53-2705

〒028-0083 岩手県久慈市大沢第 8 地割 2-3

TEL:0194-53-5265

〒028-5711 岩手県二戸市金田一字上田面 302 番地 7

TEL:0195-27-4773

〒002-0860 北海道札幌市北区屯田 10 条三丁目 7-27

TEL:011-594-8600

〒049-5615 北海道虻田郡洞爺湖町本町 3-32

TEL:0142-76-3100

〒052-0015 北海道伊達市旭町 26

TEL:0142-22-3100

事業所一覧

Service Oﬃce

Minami-Tohoku

南東北

南東北支社

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目 6-20

TEL:022-236-0108

仙台支店

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目 6-20

TEL:022-236-0110

仙南営業所

〒989-1613 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣 84

TEL:0224-54-3031

大崎出張所

〒987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字天神南 38

TEL:0229-35-3151

〒965-0052 福島県会津若松市町北町大字始字深町 80-1

TEL:0242-32-3211

〒963-0725 福島県郡山市田村町金屋漆保 19-1

TEL:024-956-0720

〒994-0011 山形県天童市北久野本三丁目 2-33

TEL:023-654-4111

尾花沢営業所

〒999-4221 山形県尾花沢市尾花沢 1580-1

TEL:0237-22-1166

南営業所

〒999-3145 山形県上山市河崎一丁目 1-36

TEL:023-672-0865

朝日出張所

〒990-1302 山形県西村山郡朝日町大字玉ノ井字前田丙 256

TEL:0237-68-2385

福島支店
郡山出張所
山形支店

事業所一覧

Service Oﬃce

Kanto

関東

関東支社

〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山一丁目 5-5

TEL:04-2955-3198

埼玉支店

〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山一丁目 5-5

TEL:04-2955-3196

東武支店

〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷 1166

TEL:0480-34-8645

神奈川支店

〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東三丁目 8-39

TEL:0467-78-8221

〒224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目 3-48

TEL:045-509-1040

〒271-0092 千葉県松戸市松戸 2163

TEL:047-312-2023

〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 668

TEL:043-259-2014

〒292-0838 千葉県木更津市潮浜二丁目 6-7

TEL:0438-36-0321

館山営業所

〒294-0813 千葉県南房総市谷向 193-10

TEL:0470-36-3711

外房出張所

〒299-4315 千葉県長生郡一宮町新地甲 1796

TEL:0475-42-6966

〒400-1508 山梨県甲府市下曽根町 2643-1

TEL:055-269-6000

富士吉田営業所

〒403-0007 山梨県富士吉田市中曽根 2-1-25

TEL:0555-20-1010

静岡出張所

〒412-0043 静岡県御殿場市新橋 1798-5

TEL:0550-78-6522

〒370-0002 群馬県高崎市日高町 133

TEL:027-361-3201

横浜営業所
京葉支店
稲毛営業所
千葉支店

山梨支店

群馬支店

事業所一覧

Service Oﬃce

Chubu

中部

中部支社

〒910-0005 福井県福井市大手 2-7-15 明治安田生命福井ビル 5F

TEL:0776-21-6800

福井支店

〒910-0070 福井県福井市高木西一丁目 303

TEL:0776-21-7761

丹南営業所

〒916-0133 福井県丹生郡越前町気比庄 14-4

TEL:0778-34-5035

大野営業所

〒912-0021 福井県大野市中野町四丁目 101

TEL:0779-66-2497

〒914-0821 福井県敦賀市櫛川 85 号茶円花 1-3

TEL:0770-25-5710

〒917-0045 福井県小浜市加斗 31-14

TEL:0770-52-0866

〒924-0852 石川県白山市四ツ屋町 1061-1

TEL:076-277-2630

加賀営業所

〒922-0241 石川県加賀市加茂町ソ 62-1

TEL:0761-77-0129

金沢営業所

〒920-0849 石川県金沢市堀川新町 8-18

TEL:076-223-3625

〒929-1411 石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヨ 25

TEL:0767-29-2662

七尾営業所

〒929-2121 石川県七尾市田鶴浜町に部 24

TEL:0767-68-3510

高岡営業所

〒939-0287 富山県射水市赤井 108-3

TEL:0766-52-6490

〒501-6093 岐阜県羽島郡笠松町緑町 68

TEL:058-387-4377

福井嶺南支店
小浜営業所
石川支店

能越支店

岐阜支店

事業所一覧

Service Oﬃce

Nishi-Nihon

西日本

西日本支社

〒651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 862-1

TEL:078-974-1028

神戸支店

〒651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 862-1

TEL:078-974-0066

播磨支店

〒679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永 736-1

TEL:0791-64-6621

松阪支店

〒515-0013 三重県松阪市幸生町 1182-1

TEL:0598-51-2162

広島支店

〒732-0803 広島県広島市南区南蟹屋一丁目 1-25

TEL:082-281-0181

〒739-2504 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国 88-1

TEL:0823-82-6211

松山支店

〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町 2576

TEL:089-972-1339

今治支店

〒794-0861 愛媛県今治市五十嵐字甲 109-1

TEL:0898-22-2821

〒799-1354 愛媛県西条市北条 1200-2

TEL:0898-52-7575

〒740-0001 山口県岩国市装束町五丁目 3-30

TEL:0827-22-7131

〒742-0021 山口県柳井市柳井 4913 番地

TEL:0820-22-1004

東広島事業所

東予営業所
岩国支店
柳井営業所

事業所一覧
九州支社

北九州支店

北九州東営業所
北九州西営業所
行橋営業所
関門営業所
筑豊営業所

福岡支店

福岡東営業所
福岡西営業所
伊都出張所

久留米支店

柳川営業所

大牟田支店

瀬高営業所

佐賀支店
武雄支店

嬉野営業所

大分支店

大分東営業所
三重営業所
日出営業所

熊本支店

八代営業所

長崎支店

島原営業所
島原事業所

Service Oﬃce

Kyushu

九州

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目 26-29 九勧博多ビル７F

TEL:092-436-5920

〒804-0081 福岡県北九州市戸畑区千防一丁目 13-21

TEL:093-881-0101

〒800-0201 福岡県北九州市小倉南区上吉田六丁目 5-7

TEL:093-471-7917

〒809-0004 福岡県中間市下大隈 1098-1

TEL:093-245-0643

〒824-0003 福岡県行橋市大橋一丁目 4-32

TEL:0930-25-4231

〒751-0876 山口県下関市秋根北町 10-25

TEL:083-263-6100

〒825-0001 福岡県田川市伊加利 1805-34

TEL:0947-42-0201

〒816-0904 福岡県大野城市大池二丁目 1-19

TEL:092-504-6111

〒811-3305 福岡県福津市宮司四丁目 28-18

TEL:0940-52-1812

〒811-1103 福岡県福岡市早良区四箇二丁目 16-21

TEL:092-812-6129

〒819-1305 福岡県糸島市志摩馬場 68-2

TEL:092-327-5771

〒839-0814 福岡県久留米市山川追分一丁目 1-41

TEL:0942-44-0807

〒832-0814 福岡県柳川市三橋町垂見 207-6

TEL:0944-74-2997

〒836-0016 福岡県大牟田市北磯町 2-160

TEL:0944-52-5551

〒835-0024 福岡県みやま市瀬高町下庄 2002-13

TEL:0944-63-2651

〒840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外 797-2

TEL:0952-24-0331

〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 1825

TEL:0954-23-4161

〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙 38-2

TEL:0954-42-0816

〒870-0846 大分県大分市花園二丁目 11 番 16 号

TEL:097-544-9888

〒870-0321 大分県大分市王ノ瀬二丁目 135-1

TEL:097-524-2217

〒879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺 1164-57

TEL:0974-22-3922

〒879-1505 大分県速見郡日出町川崎 3296-1

TEL:0977-28-1677

〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水 5592-4

TEL:096-232-2200

〒866-0035 熊本県八代市大島町 5068

TEL:0965-37-1772

〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町 5-90

TEL:0957-25-2345

〒855-0067 長崎県島原市上新丁一丁目 4982-1

TEL:0957-62-5521

〒855-0802 長崎県島原市弁天町二丁目 7353-3

TEL:0957-64-2221

