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1 8 8 6 年の創業以来、ミツウロコグループは

石炭から煉炭、豆炭、石油製品、ＬＰガス、自然エネルギーと、

時代に応えるエネルギーの供給と生活周辺サービスを

提供することで、少しでもお客様の

くらしに役立てるよう努めてまいりました。

これからもミツウロコグループは、

次世代を担う子どもたちのため、地球のため、

資源と環境をしっかりと見つめ、

皆様の豊かなくらしづくりに貢献してまいります。

代表取締役社長 グループCEO

株式会社ミツウロコグループホールディングス

“豊かなくらしのにないて”として

感 動を、次々と。

LPガス・石油
新エネルギー機器等の販売
物流サービス

株式会社ミツウロコヴェッセル
株式会社ミツウロコエナジーフォース
株式会社ロジトライホールディングス

エネルギー事業

オフィスビル・マンション等の賃貸
複合商業施設の経営

株式会社ミツウロコ

PM/健康・スポーツ事業

株式会社ミツウロコリース
株式会社ミツウロコクリエイティブソリューションズ
株式会社三鱗

清涼飲料水製造・販売
飲食店や施設内売店・カフェテリアの運営
バーガーレストラン
ハンドメイドベーカリー・カフェの運営
ボランタリーチェーンストアの経営等

株式会社ミツウロコヴォイジャーズ
カールスジュニアジャパン株式会社

フード＆プロビジョンズ事業

風力発電・バイオマス発電
メガソーラー発電
電力会社への電力卸売販売
一般需要家への電力小売販売

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

電力事業

一般事務用機器等のリース
料金収納代行・システム開発
各種保険の取り扱い等

その他事業

私たちは、いつの時代も暮らしのエネルギーとなる商品、

未来を拓くチカラとなるサービスを、

より多くの人へ街へ、届け続けます。



おうちの人やおともだち 、まちの人たちのあかるい笑 顔。

どの 笑 顔も見ているだけで 、男の 子は 、すてきな気 持ちになります。

となりの家のおにいさんが 、おもしろい話をしはじめました 。

「まちはずれの森には、人を笑 顔にする、ふしぎなクマが いるんだよ 」

男の 子 の顔が、ぱっと輝きます。

「そのクマさんは 、どうやって、みんなを笑 顔にするの？」

「うーん、そうだな。きっと 、魔 法じゃないかなあ 」

「わあっ！ぼく 、魔 法をみてみたいなあ」

その夜 、こっそりおうちをぬけだした男の 子は 、

太 陽がのぼるころ、森 へとたどりつきました 。

株式会社ミツウロコ

株式会社ミツウロコヴェッセル

株式会社ミツウロコエナジーフォース

株式会社ロジトライホールディングス

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

株式会社ミツウロコヴォイジャーズ

カールスジュニアジャパン株式会社

株式会社ミツウロコリース

株式会社ミツウロコクリエイティブソリューションズ

株式会社三鱗
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あるところに 、

       み ん な の 笑 顔 が だ いすきな男 の 子 が いました 。
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賃貸マンションを中心に賃貸事業を展開。また、多数保有する

オフィスビルや商業施設などにおける快適空間を提供することで、

地域社会の発展に貢献しています。

くらしをつなぐ、未来へつながる。
住宅、オフィスビル、商業施設などの開発・賃貸を行うだけでなく、
事業を通じて地域との調和を目指し、
人々の暮らしの幅を広げる提案を行っています。

株式会社ミツウロコ

不動産賃貸

横浜最大級の複合商業施設「ハマボール イアス」は、温浴施設

「スパ イアス」と合わせ、まったく新しい「大人のリラックス・ビル」

として皆様に親しまれています。

複合商業施設経営

樹々にかこまれた森 の奥で 、男の 子はびっくり 。

そこには、にぎやかなまちがひろがり、

行き交うどうぶ つたちは、だれもがさいこうの 笑 顔です。

やが て 、一頭のクマが歩いてくるのがみえました。

（ きっと 、あのクマさんに違いない… ）

男の 子は叫びます 。「 ぼくに魔 法をみせてください！」

クマはちょっと驚きましたが 、すぐにやさしく答えます。

「 魔 法をみせる？ 　…私に魔 法はつかえませんが 、

私でなにかお 役に立てるなら、ぜ ひ、ごいっしょしましょう 」

幅広い世代の男女を取り込むECサイト「ソレモ」。デザイン家電、

インテリア雑貨、日用品など、ワンランク上の生活関連商品を

お届けするWebセレクトショップです。

http ://solemo.jp

生活周辺サービス

ハマボール

「水と光」をテーマに、海をイメージしたレセプション、天井
に星をちりばめたボウラーズベンチなど、落ち着いた大人
の空間でのボウリングをお楽しみいただけます。

天然温泉や多彩なトリートメント＆ビューティーゾーン、
数々の岩盤浴が魅力のバーデゾーンなど、個性豊かな癒
しの空間で極上の時間をお過ごしいただけます。スパ イアス

株式会社トライフォース
2019年1月1日、株式会社ミツウロコの印刷
事業を承継しました。印刷を通して、付加価値
のあるサービスをプロデュースしていきます。
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くらしが輝くエネルギーをこれからも。
これからも、時代のニーズに応え、暮らしに寄り添い、
笑顔を広げるエネルギーをより多くの皆様へ。
全国の代理店様を通じて、エネルギーと豊かな暮らしをお届けしています。

株式会社ミツウロコヴェッセル

●ニューマッチレンタン
　

●スーパーマメタン
　

LPガス

業界のリーディングカンパニーとして、災害時の復旧が早く、

地球温暖化ガスの排出も少ないというパワフルでクリーンな

LPガスを全国約80万世帯に供給しています。

液化天然ガス

環境負荷が小さく、燃焼時に硫黄酸化物の排出も少ない液化

天然ガス（LNG）。供給先を選ばないサテライト方式へのニー

ズも見据えた事業を推進しています。

石油製品

生活を支える重要なエネルギーである石油製品。暖房・給湯用

の灯油をご自宅までお届けするほか、自動車用の燃料を提供

しています。

住宅設備機器

ガス器具などの住宅設備機器の販売・施工や水周りのリフォー

ムにも対応。省エネ機器設置のコンサルティングなど、幅広い範

囲で暮らしをサポートしています。

煉・豆炭／石炭／木炭

固形燃料のパイオニアとして80年以上の実績を誇るミツウロコ

グループでは、これからもレジャー用、災害用、道路工事用の固形

燃料の供給を続けてまいります。

クマは男の 子をまちのまんなかにつれてゆき、

「 私は、配 達のしごとがありますから。

あなたは 、 のんびりしていてくださいね」といいました。

手 押し車につまれた“ なにか ”を

クマは 、汗をかきかき 、まちじゅうの家に届けています 。

届けられると 、みんなは、にっこり。

「いつもありがとう！これで 部屋があたためられるよ」

「きょうもお 料理がんばるわ 」

「クマさんは… 魔 法 のもとを届けているのかなあ」

男の 子がつぶやくと 、そばにいたウサギが いいました。

「あの中には、くらしのエネルギーが入っているのよ」

ご自宅のリフォームなどを通じて、安心、安全な暮らしを実現

するために、さまざまなライフスタイルを提案しています。

エコイス
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時代とニーズの変化に応える機動力。
絶え間なく変化する世界情勢と企業のニーズ。
これに応えるのが石油製品や売電などの事業を担う
ミツウロコエナジーフォースです。

株式会社ミツウロコエナジーフォース

●家庭用燃料電池
　「エネファーム」
　

●家庭用定置型
　リチウムイオン蓄電池
　「POWER iE 6
（パワーイエ・シックス）」
　

LPガスの物流、製造、保安にトータル対応。
東北・中部・関西地方のLPガス物流機能を統合し
系列外の配送業務も積極的に手掛けるなど、
高い競争力を持つ物流事業の展開を目指します。

株式会社ロジトライホールディングス

MITSUUROKO VESSEL

くらしに安心とゆとりを広げる、次世代エネルギー。
ミツウロコヴェッセルでは太陽光発電システムやリチウムイオン電池、
家庭用燃料電池など、今の暮らしと次世代の地球に配慮した
新エネルギー機器の普及を推進しています。

株式会社ミツウロコヴェッセル

太陽光発電システム

ミツウロコヴェッセルでは、単に太陽光発電システムの販売・

設置にとどまらず、発電事業や災害対応型給油所普及事業へ

の対応、屋上緑化との併設促進など、さまざまな形で太陽光発

電システムの普及に取り組んでいます。

リチウムイオン電池

グリーン電力の有効利用と環境保護を理念とするエリー

パワー株式会社への出資により、高機能で安全なリチウム

イオン電池の開発と普及を支援しています。

家庭用燃料電池

約80万世帯にLPガスを供給する「強み」を活かし、省エネ

機器をお客様の生活スタイルに合った“エネルギーのベスト

ミックス”としてご提案。低炭素社会の実現に貢献してい

ます。

ミツウロコあんしんバリュー

家庭用LPガス需要家であるお客様にガス器具を安心して

お使いいただけるサービスを提供しています。

ミツウロコでんき

ミツウロコでんきは、太陽光発電やバイオマス発電などのFIT電気※を多く調達しています。FIT電気の電源構成割合を高めることで、

地球温暖化など地球環境問題への改善に取り組んでいます。

物流

国土交通省の認可を受け、LPガスのシリンダーと

バルクローリーによる配送、またガソリン、灯油、エネ

ルギー関連商品などの配送を受託してお客様に供

給しています。

製造 保安

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律」に基づく保安機関事業者として

「容器交換時等供給設備点検」の認定を受け、

これらの業務を実施しています。

液化石油ガスの製造事業許可を受け、シリンダー

への充填、バルクローリーへの払い出し、また、LP

ガスによるオートガススタンド、天然ガスによるCNG

スタンドなどの事業運営を受託しています。

売電

太陽光発電による再生可能エネルギーの発電事業

者でもあり、次世代エネルギーの供給元として多くの

期待が寄せられています。

石油製品

カークル レンタカー

自動車の所有から利用へと市場環境が変化する中、

クルマ買取カークルのレンタカー版としてカークル

レンタカーを立ち上げました。 今後も市場規模の

拡大が予想されている分野であり、積極的な店舗展

開を行っています。商社間取引やデリバディブ取引を手掛けるとと

もに、子会社であるミツウロコ石油のサービスス

テーションを通じてガソリンや灯油、軽油を提供し

ています。

※FIT電気とは、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギーのうち、国の固定価格買取制度の適用を受けた電気のことです。

ジャパンエナジック株式会社
株式会社ロジトライホールディングスとミライフ株式会社、三ッ輪産業株式会社、三愛石油株式会社、橋本ホールディングス株式会社
は、各社20%の出資によりLPガスの配送・充填事業の合弁会社である「ジャパンエナジック株式会社」を2018年10月1日に発足しました。
LPガス業界を取り巻く環境は、人手不足による配送職社員の雇用確保への懸念や配送費のコストアップ問題が長期化しており変革期を
迎えています。
ジャパンエナジックは従来の枠組みを大きく超えた提携関係で、各社の関東エリアの配送事業所と充填所を統合し、経営資源の共同化を図る
ことで一層の物流体制効率化とコストの抑制を目指し、LPガス配送におけるあらゆる面での質の向上を追求します。
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風力発電

風力は枯渇の心配がない無尽蔵の純国産エネルギーです。

ミツウロコグリーンエネルギーでは、環境への適合を図る

施策として風力発電事業を推進しています。

風と太陽を友達にしよう。森と手をつなごう。
“省エネ”から“創エネ”へシフトする時代。
多様な再生可能エネルギーの発電事業者として、
小売電気事業者として、「地球環境改善（CO2排出削減）」・
「エネルギー自給率の向上」・「地域との共生」を目指しています。

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

国内7カ所に展開する
グリーンエネルギー発電所

天塩風力発電所

神栖風力発電所

久美原風力発電所

的山大島風力発電所

ミツウロコ岩国発電所

富津ソーラー発電所

水郷潮来ソーラー発電所

バイオマス発電

株式会社ミツウロコ岩国発電所は、「カーボン

ニュートラル」の考え方を具現化した、環境負荷

の低い発電方式として、大きな期待と注目を集め

ています。

メガソーラー（大規模太陽光発電所）

事業参画する発電出力約14,500kWの茨城県

「水郷潮来ソーラー」、発電出力約40,000kWの

千葉県「富津ソーラー」は、共に次代のエネルギー

源として大きな期待が寄せられています。

電力卸売業・電力小売事業

電力会社への電力卸売販売や、特別高圧及び高

圧需要家、ならびに2016年4月からの電力小売

自由化により販売可能になった一般家庭への電

力小売販売を行っています。自社サイトでの発電

分や長期契約で調達した電力を、自社オペレー

ションにより多数の需要家の皆様に安定供給し

ています。

男の 子は 、どうぶ つたちといっしょに

緑の丘にのぼって、クマを待 つことにしました。

丘の上には、大きな大きな風 車が 立っています。

「なんのための風 車なの？」ウサギにたずねました。

「風 の力で、みんなのために 、

くらしのエネルギーを生み出す装置よ」

男の 子が感 心していると 、クマが 羽のうしろから

ひょっこり姿をあらわしました。

「もうすぐ点 検 がおわるので 、待っててくださーい」

「 はーい 。クマさん 、みんなのためにがんばって！」

男の 子 の応 援にクマは、手をふってこたえます。
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企業・病院・公共施設などの建物内で売店や食堂を運営しています。

また、フランチャイズ事業としてタリーズコーヒー、しゃぶしゃぶ温野菜などの店舗も運営しています。

おいしい、で未来をワクワクさせよう。
ミツウロコグループのフード＆プロビジョンズ事業を統括する会社として誕生しました。
飲料事業・ショップ＆レストラン事業・ベーカリーやカフェの運営を通じて、
皆様に豊かな暮らしを提供しています。

株式会社ミツウロコヴォイジャーズ

麻布十番モンタボー
職人が心を込めて手作りのおいしい
焼き立てパンをお客様にお届けする
ベーカリーです。

元町珈琲
日本の珈琲文化発祥の地「港・元町」を
イメージし、こだわりの珈琲を提供
するお店です。

Motomachi 
COFFEE & BREAD
ベーカリーとカフェ、喫茶のニーズを
満たしたお店です。

●PUWATER（ピューウォーター）

　

●四季の恵み自然湧水

　

●ＭＧ神戸柳瀬店

　

●MG下徳丸店

　

クマがもどってくると、男の 子とどうぶ つたちのお腹 が

いっせいに、ぐうーっと鳴りました。

「そろそろお昼ですね。みなさん、

私のレストランへどうぞ。私が 腕をふるいますよ」

クマのことば で、みんなが 歓 声をあげました。

「クマさんは 、とても料理が上手なの 」

ウサギがうっとりといいました。

「たのしみだなあ」男の 子もにこにこです。

居心 地のいいレストランで、たのしくたべて、

みんなでわらって、お腹もこころもいっぱ いです。

日々の生活に欠かせない水を

お客様に安心してお飲みいただける

良質なミネラルウォーターとしてお届けしています。

ショップ＆レストラン事業を中心とする

「食」に関するサービスを展開しています。

「麻布十番モンタボー」「元町珈琲」

「Motomachi COFFEE & BREAD」の

直営及びFC展開を行っています。

株式会社ミツウロコプロビジョンズ

株式会社スイートスタイル

株式会社ミツウロコグローサリー

株式会社ミツウロコビバレッジ

ボランタリーチェーン事業、喫茶店事業など

特色あるサービスや地域に根ざした

事業開発に取り組んでいます。



16MITSUUROKO LEASE

MITSUUROKO LEASE

15 CARL
,
S JUNIOR JAPAN

事務用機器

複写機、ファクシミリ、複合機、

CAD・CAMシステム、

オフィス設備 他

情報通信機器

パソコン、サーバー、電子交換機、

通信機器、放送設備 他

産業用機械設備

印刷製本機器、金属加工機械、

射出成型機、NC工作機械、

産業用ロボット他

輸送用機器

乗用車、トラック、バス等、

フォークリフト、コンテナ 他

商業用設備

冷凍・冷蔵ショーケース、

店舗内設備、洗車機、包装機器、

厨房機器、ホテル・旅館設備 他

教育用機器

電子顕微鏡、各種分析機器、

教育用機器 他

環境・エネルギー設備

省エネ機器、空調機器、

コージェネレーション機器、

大気・水質検査機器 他

ゴルフ場設備機器、

立体駐車場設備、レジャー機器、

各種ソフトウエア他

ニーズに応える実績が、ビジネスを加速する。
多額の資金調達が不要なうえ、ビジネスにさまざまなメリットを提供するリース。
多彩なリースアイテムが、それぞれのビジネスの合理化を強力にサポートします。

株式会社ミツウロコリース

CARL,S JUNIOR JAPAN

EAT LIKE  YOU  MEAN IT.
～本気で食事を楽しもうか～
世界にプレミアムバーガーを提供するカールスジュニアを迎え、
カールスジュニアジャパンとして国内で新しい店舗展開を行っています。

カールスジュニアジャパン株式会社

カールスジュニア

1941年の創業以来、質にこだわったハンバー

ガーを提供し続けているカールスジュニア。お手頃

な価格で提供されるハンバーガーは、カリフォルニ

アバーガーの代表ブランドとして知られています。

おいしさの秘訣

アンガスビーフ100％のパティ、オリジナルのバ

ター香るバンズ、店内で調理するチキンテンダー

など、カールスジュニアジャパンでは、高品質でボ

リュームあるバーガーをお楽しみいただけます。

PORTOBELLO MUSHROOM ANGUS BURGER ORIGINAL ANGUS BURGER CRISSCUT FRIES

一般事務用機器はもちろん、情報通信機器、産業用機械設備、輸送用機器など、幅広いアイテムでビジネスニーズにお応えします。
幅広いアイテムでさまざまなニーズに対応

その他

カールスジュニア秋葉原レストラン
住所：東京都千代田区外神田4-4-3

カールスジュニアららぽーと湘南平塚レストラン
住所：神奈川県平塚市天沼10-1

カールスジュニア自由が丘レストラン
住所：東京都目黒区自由が丘2-10-4

カールスジュニア横須賀レストラン
住所：神奈川県横須賀市大滝町1-14-4

カールスジュニアダイバーシティ東京プラザレストラン
住所：東京都江東区青海1-1-10

カールスジュニア藤沢オーパレストラン
住所：神奈川県藤沢市南藤沢22-3



18MITSUUROKO CREATIVE SOLUTIONS

MITSUUROKO CREATIVE SOLUTIONS

17 The Forest of MITSUUROKO

さまざまなフィールドの
トータル・ソリューション提供者を目指して。
「業務のエキスパート集団」として、最適なシステムの
開発・販売から業務の受託まで、ビジネスの今と未来を見据えた
トータル・ソリューションを提供します。

株式会社ミツウロコクリエイティブソリューションズ

システム開発・販売

LPガス販売システム「コスモス

シリーズ」など、LPガス業務に

関する各種システムの開発・販

売・サポートを総合的に提供し

ています。

料金収納代行サービス

月々の集金業務をお客様に代わって行う「口座振替サー

ビス」や、コンビニを窓口に集金を行う「コンビニ収納

サービス」、さらに「カード決済サービス」などにより、業

務にかかるコストや時間を節約。お客様の負担を大きく

軽減します。

シェアードサービス

給与計算業務や経理・決算業務、

情報システム業務や受発注業

務等、グループ各社の業務を受

託し、先端技術を利用して効率

化を行いグループコスト削減に

貢献します。

業務効率化ソリューションの提供

システムの開発・販売とシェアードサービス、ならびに先端技術を用いた業務効率化ソリューションの提供を行っています。

「午 後はさんぽをしましょう 」 クマが男の 子にいいました。

まちのいろいろなお店や 会 社では、

どうぶ つたちがうれしそうにクマに話しかけます。

「あのあたらしいサービス 、便 利で 大 評 判だよ」

「クレジットカード決済できるのは 助かるよ」

男の 子が、目をまるくしてたずねます。

「 コンピュータのしごともしているの？」

クマはうなずいて 、男の 子をある場 所に案内します。

「 ここが、その研 究 所です。

くらしを豊かにするものやしくみをつくれば、

まちに笑 顔がふえますからね 」 LPガス検針業務の無人化を実現する「Smart OWL検

針」、毎日のLPガスメーター指針から最適な配送計画を

策定する「Smart OWL配送」、季節情報や請求情報等

エネルギーのお客様とのペーパーレスコミュニケーション

ツール「エネチェック」など、主にLPガス事業における

業務効率化を実現するためのソリューションを提供して

います。

いきいきと働くことができる環境づくりを目指して

埼玉県が推進する「多様な働き方実践企業」の認定制度において、「ゴール
ド」を2017年12月に認定されました。認定制度は、従業員の仕事と子育て
等の両立を支援するために、短時間勤務やフレックスタイムなど、多様な
働き方を実践し、男女が共にいきいきと働ける職場環境づくりに取り組む
企業を埼玉県が認定する制度です。

配送業務効率化ソリューションの概要（特許取得）LPガス事業者が行う検針業務、ならびにLPガ
ス容器配送業務において、LPガスメーターに
NEC※1が開発した「LPWA対応IoT無線化ユニ
ット」を設置し、KCCS※2が提供する「sigfox」
の通信サービスにより、LPガスメーターの指針
データを遠隔で取得します。さらに、取得したデ
ータをNECのIoT基盤「NEC the WISE IoT 
Platform」※3上に収集・蓄積し、NECの最先端
AI技術群「NECthe WISE」※4を活用して、LP
ガス容器の最適な配送日と効率的な配送ルート
を分析・策定します。これにより、指針からLP
ガス配送車両への積載容器本数を指示するま
での全プロセスの自動化を実現します。

「LPWA対応IoT無線化ユニット」と
「sigfox」の活用によりLPガス業務（検針・配送）の効率化を強力にサポート

※1日本電機株式会社　※2 京セラコミュニケーションシステム株式会社　※3 NECのIoTシステムを実現する機能群。最先端AI技術「NEC the WISE」を活用するための高効率なデータ収集基盤と、実
証から本番まで、素早いシステム構築・移行が可能なビルディングブロック構造を持ち、セキュアで堅牢性の高いシステム構築が可能。※4「NEC the WISE」（エヌイーシーザワイズ）は、NECの最先端AI
技術群の名称。“The WISE”には「賢者たち」という意味があり、複雑化・高度化する社会課題に対し、人とAIが協調しながら高度な叡智で解決していくという想いを込めています。　　　　

契約者

遠隔自動検針

検針データ提供

AIによる最適ルート配送 AIによる最適配送計画

LPガス
販売事業者

LPガス
配送事業者

ガス残量
リアルタイム
把握

配送効率化

12345

LOW

LOW

FULL FULL FULL

EMPTY

LPガス会社
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SANRIN

19 SANRIN

安心と満足を提供する多彩な取扱商品

自動車保険から火災保険、また、海外・国内旅行保険や医療保険
など、お客様のライフスタイルやご要望にお応えするさまざまなタ
イプの保険商品を取り揃えています。それぞれのニーズに合わせ
てお選びいただける商品は、多くのお客様からご好評をいただい
ています。

もしもの時をフルサポート。
お客様に安心と満足をご提供することを使命に、
多様化するリスクに備えて、企業、個人の
お客様にオーダーメイドの安心をご提供します。

株式会社三鱗

「みんなを笑 顔にするのは、魔 法なんかじゃないんだ…」

男の 子はクマと過ごして 、なにかたいせ つなことが、

わかったような気がしました。

「クマさん 。ぼくのまちのみんなも笑 顔にしてくれる？」

「もちろんです。このクマに、おまかせください！ 」

やさしい声に胸があたたかくなると、

男の 子はなぜか 、お父さんやお母さんが待 つおうちに

いますぐ帰りたくなりました。

そのようすをみつめていたクマが、

ちょっぴりいたずらな顔でいいました。

「目をつぶって、１から３まで 数えていただけますか 」

「えっ？　うん 、いいけど。…１、２のさ…」

気がつくと 、そこはおうちのベッドの中。

「おはよう！ そろそろ、起きましょうね」

お母さんのいつもの声が 聞こえています　　。

損害保険ジャパン日本興亜 三井住友海上火災

東京海上日動火災 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

三井住友海上あいおい生命 東京海上日動あんしん生命

取扱保険会社
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初代社長・田島達策

三鱗運輸（株）渋川支店
（大正13年頃）

栃木工場の煉・豆炭販売
（昭和13年頃）

横浜煉炭（株）貯油槽落成式会場で
（昭和32年9月）

ミツウロコ無臭上つけコンロ
（昭和31年頃）

伊勢崎LPガスプラント設置
（昭和35年10月）

三輪車での煉・豆炭の配達風景
（昭和22年頃）

三鱗無煙炭（株）本社
（東京都千代田区神田花房町4）

熊谷工場全景
（昭和29年11月）

エネルギーとくらしを見つめ続けた
ミツウロコの歩み。

手打ち式煉炭の製造風景
（大正13年）

三鱗合資会社取引店の看板
（明治28年頃）

登録されたミツウロコのブランドマーク
（昭和3年11月23日）

ミツウロコ煉炭の飛行機宣伝記念
（昭和6年11月17日）

1926年（大正15年）の会社創立以来、80年以上にわたり人々の快適な暮らしと共に歩みを進めて来たミツウロコ。
煉炭、豆炭の製造・販売から始まった事業は今、石油・LPガスの取り扱いからエネルギー事業まで、大きく拡大しています。
私たちはこれからも、お客様のより快適な暮らしを求め、事業を力強く進めていきます。

群馬電力（株）金井発電所行き導水管を載せる
トラックがないので牛車で運ぶ
（大正13年頃）

　※［　　］内の数字は月を表わす。

初代社長田島達策、高崎線新町駅前に　（カネイチ）運送店開業（創業）［10］

田島達策、不振の三鱗運送店東京支店の経営を引き受け、
三鱗社と改め東京に進出

三鱗合資会社と改称［8］

三鱗石炭（株）【現・三鱗事業（株）】設立［9］

三鱗石炭（株）と三井物産（株）との合弁にて
三鱗煉炭原料（株）設立［当社創立 ］［5］

社名を三鱗無煙炭（株）と改称［3］

集中排除法の適用を受け三井物産（株）及び
姉妹諸会社との系列を解消［2］

石油製品の取り扱い開始［3］
ＬＰガスの取り扱い開始［10］

熱田工場での豆炭製造開始［4］

ＬＰガスプラント設置・府中［5］名古屋［6］伊勢崎［10］

東京煉炭、横浜煉炭、栃木三鱗、永沼燃料、湘南燃料を合併、
社名を「株式会社ミツウロコ」とする［6］
名古屋オートガススタンド開設［8］
東京・扇橋工場内に豆炭工場設置［12］

東証第二部に株式を公開上場［8］

1886（明19）

1892（明25）

1895（明28） 

1919（大8）

1926（大15）

1933（昭8）

1948（昭23）

1953（昭28）

1955（昭30）

1960（昭35）

1961（昭36）

1962（昭37）

本社事務所移転（東京都中央区日本橋室町4-1）［7］
ＩＢＭ・ＰＣＤＰ447会計機導入［8］

ミツウロコ運輸（株）【現・神奈川ミツウロコ（株）】設立［4］
ＳＳ部門を分離してミツウロコ石油（株）設立［4］
全国ミツウロコ会結成［6］

（株）あおばガスセンター【現・ロジトライ東北（株）】設立［6］
ミツウロコ協進会発足［9］
四日市電算機センター
【現・（株）ミツウロコクリエイティブソリューションズ】設立［9］

（株）ハマボール【現・（株）ハマエステート】設立［6］

東証第一部に指定替え［8］
新潟サンリン（株）設立［11］

日本健康開発（株）設立［7］
（株）三鱗設立［7］
東海流通（株）【現・ロジトライ中部（株）】設立［9］
関東流通（株）【現・茨城ミツウロコ（株）】設立［11］
保安の周知スタート［11］
都下・国分寺にミツウロコショップ1号店オープン［12］

埼玉流通（株）【現・埼玉ミツウロコ（株）】設立［2］
LPガス供給センターシステム「ＭＡＣＳ」スタート［5］　
福島流通（株）【現・福島ミツウロコ（株）】設立［10］
千葉流通（株）【現・京葉ミツウロコ（株）】設立［12］

1966（昭41）

1967（昭42）

1969（昭44）

1970（昭45）

1972（昭47）

1973（昭48）

1974（昭49）

栃木流通（株）【現・栃木ミツウロコ（株）】設立［2］

全国ミツウロコ会LPガス災害共済制度「やすらぎ」創設［1］ 
（株）サンアンドキュー【現・（株）ミツウロコリース】設立［7］

本社移転（東京都中央区日本橋本町3-5）［9］

東北・中部事業部設置［4］
山梨液化ガス（株）【現・山梨ミツウロコガス（株）】設立［10］

高前流通（株）【現・群馬ミツウロコ（株）】設立［10］

販売支援システムCOSMOS（2機種）発売［9］

（株）アイコン【現・（株）ミツウロコクリエイティブソリューションズ】設立［10］

（株）ミツウロコエンジニアリング設立［3］
販売支援システムCOSMOS-Ⅱ発売［8］

本社住居表示変更（東京都中央区日本橋本町3-3-3）［1］
業態開発ショップアメニティープラザの展開［7］

Salad浦和オープン［8］
青森ホームガス（株）【現・青森ミツウロコ（株）】設立［8］
東北ミツウロコ石油（株）設立［10］

VIP大島マンション（賃貸）完成［1］
バーコードシステムによるコンピュータ連動の
自動充填システム「BCー100」導入［3］

地域小売会社をミツウロコガスに商号変更［4］
地域流通会社をミツウロコ流通に商号変更［4］

1975（昭50）

1977（昭52）

1978（昭53）

1980（昭55）

1982（昭57）

1983（昭58）

1985（昭60）

1986（昭61）

1987（昭62）

1988（昭63）

1991（平3）

1993（平5）

各地のミツウロコ流通とミツウロコガスを合併し、地域サービス会社設立［4］
東北ヨーケン（株）設立［5］
ミツウロコ千葉ターミナル5,000kℓ灯油タンク完成［7］

民生用バルク供給システム稼働開始［4］
ミツウロコ青森ターミナル2,000kℓ灯油タンク完成［6］
群馬東営業所、ミツウロコ技術研修センター（群馬県伊勢崎市）完成［10］    
ゼネラル石油・エッソ石油から小売部門を譲り受け、大阪・奈良へ進出［10］
ミツウロコ名古屋ターミナル4,000kℓ灯油タンク完成［11］

神奈川・平塚にエコ・ステーションオープン［2］
バルク充填作業者養成施設として
ミツウロコ技術研修センター（群馬県伊勢崎市）認定［2］

関西事業部新拠点オープン［3］
エムアンドディーグリーンエネルギー（株）【現・ミツウロコグリーンエネルギー（株）】設立［3］
インターネットショップ「萬屋サラダ」オープン［5］

バルク充填作業者養成施設として
ミツウロコ大阪技術研修センター（大阪府堺市）認定［2］
武蔵地区で物流共同会社・武蔵エナジックセンター（株）設立［4］
エムアンドディーグリーンエネルギー【現・ミツウロコグリーンエネルギー（株）】・
天塩風力発電所完成［10］
MGT-LPガス高圧供給システム「Eco-MAPS」完成［11］

東京都千代田区神田花房町4に地下1階、
地上6階建ての新社屋完成
（昭和33年1月22日）

六社合併により（株）ミツウロコがスタート
（昭和36年6月19日）

1997（平9）

1998（平10）

1999（平11）

2000（平12）

2001（平13）

掛軸に貼られた煉炭定価表
（昭和2年9月）
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HAMABOWL EASオープン
（平成21年3月）風力発電事業に参入

（平成12年3月）

グループ初のバイオマス発電所
「岩国ウッドパワー【現・（株）ミツウロコ岩国発電所】」取得
（平成23年1月）

関東と東北の物流機能をそれぞれ統合。
ロジトライ関東（株）ロジトライ東北（株）誕生
（平成22年4月1日）

2002（平14）

2003（平15）

2004（平16）

2005（平17）

2006（平18）

2007（平19）

神奈川県で物流共同会社・（株）神奈川エナジック設立［3］
茨城県で物流共同会社・（株）茨城エナジック設立［3］
エムアンドディーグリーンエネルギー【現・ミツウロコグリーンエネルギー（株）】・
飯岡風力発電所完成［6］
府中市に府中エコ・ステーションオープン［11］

サンビレッジNARA、サンビレッジ足利、ハイネス本宮、賃貸3物件が完成［2］
“富士の宝物バナジウム63天然水”の販売を開始［8］
名古屋市に中川運河エコ・ステーションオープン［11］

千葉市に千葉北エコ・ステーションオープン［3］
アーバンフォート横浜（賃貸）完成［3］
（株）米沢産業がミツウロコグループへ・北陸へ進出［8］

熊谷市に熊谷エコ・ステーションオープン［3］

本社移転（東京都千代田区外神田4-14-1）［2］
さいたま市に大宮エコ・ステーションオープン［3］
横浜市に横浜エコ・ステーションオープン［3］
アーバンフォート住吉完成［3］
「エルスクエアプロジェクト」に参加［8］

エムアンドディーグリーンエネルギー【現・ミツウロコグリーンエネルギー（株）】・
久美原風力発電所完成［2］
細谷風力発電所完成［2］
的山大島風力発電所完成［3］
神栖風力発電所完成［12］

2009（平21）

2010（平22）

2011（平23）

2012（平24）

2013（平25）

2014（平26）

HAMABOWL EAS グランドオープン［3］

富士清水山中湖工場完成［3］
物流部門を集約し、ロジトライ関東（株）【現・ロジトライ（株）】、
ロジトライ東北（株）誕生［4］
エムアンドディーグリーンエネルギー【現・ミツウロコグリーンエネルギー（株）】が
特定規模電気事業者として電力小売業へ［5］
都市型小売店舗「エコイス」1号店オープン［11］

グループ初のバイオマス発電所
「岩国ウッドパワー【現・（株）ミツウロコ岩国発電所】」を取得［1］
会社分割により純枠持株会社制へ移行［10］
新しいコンセプトショップ「エコイス・アイ」誕生［10］

ハマボールリニューアルオープン［12］

本社移転（東京都中央区京橋3-1-1）［10］

水郷潮来ソーラー発電所運転開始［2］
富津ソーラー発電所運転開始［7］
中古車買取店併設型サービスステーション営業開始［10］
カールスジュニアジャパン（株）設立［12］

　※［　　］内の数字は月を表わす。

富津ソーラー発電所運転開始
（平成26年7月）

徳島市に神原ミツウロコ（株）を設立し、四国進出［8］
児童見守りサービス「ツイタもん」の提供開始［8］
自動車買取事業「カークル」併設型サービスステーション営業開始［11］
（株）日本格付研究所（JCR）より、新規格付（A-）を取得［12］

2015（平27）

2015（平27）

2016（平28）

2017（平29）

（株）ギガプライズとのコラボレーションによる
新サービス「ミツウロコnet」の提供開始［2］
東京秋葉原にカールスジュニア1号店
（カールスジュニア秋葉原レストラン）オープン［3］
電力小売全面自由化に伴い
家庭用電力「ミツウロコでんき」の提供開始［4］
（株）ミツウロコビバレッジ【現・（株）ミツウロコプロビジョンズ】による
（株）ココストアリテールの子会社化［4］
（株）ミツウロコビバレッジ【現・（株）ミツウロコプロビジョンズ】の
飲料水事業を勝水（株）【現・（株）ミツウロコビバレッジ】に承継［4］

（株）ミツウロコビバレッジの飲料水事業を勝水（株）に承継
（平成28年4月）

自動車買取事業「カークル」併設型サービスステーション営業開始
（平成27年11月）

東京秋葉原にカールスジュニア1号店（カールスジュニア秋葉原レストラン）オープン
（平成28年4月）

麻布十番モンタボー本店リニューアルオープン
（平成30年8月）

ミツウロコグループホールディングスがスイートスタイルの全株式を取得［4］
カールスジュニア自由が丘店レストランオープン［4］
会社分割により、（株）ミツウロコのエネルギー小売事業部門を
（株）ミツウロコヴェッセル、（株）ミツウロコヴェッセル東北、
（株）ミツウロコヴェッセル中部、
（株）ミツウロコヴェッセル関西へ承継［10］
ＭＧ第1号店 桑名木曽三川公園店オープン[10]
（株）ミツウロコヴィジャーズ発足[10]
山梨地域においては、（株）ミツウロコの小売事業部門及び卸売
事業部門を、（株）山梨ミツウロコに承継[10]
商業施設・住居一体の複合施設ラベイユ麻布十番竣工[11]

2018（平30）

2019（平31）

台湾現地法人との覚書締結[4]
LPガスの配送業務効率化に向けた国内初の大規模実証を名古屋で開始[5]
（株）サンユウの全株式を取得[5]
国内キャンピングカーレンタル業界最大手の
（株）レヴォレーターへの出資[7]
麻布十番モンタボー本店リニューアルオープン[8]
合弁会社ジャパンエナジック（株）発足[10]会社分割により、
（株）ミツウロコのエネルギー卸売事業部門を
（株）ミツウロコヴェッセル、（株）ミツウロコヴェッセル東北、
（株）ミツウロコヴェッセル中部、
（株）ミツウロコヴェッセル関西へ承継[10]
吸収合併により（株）トライフォースが消滅し、
事業内容は（株）ミツウロコが吸収[10]
物流関連事業に係る株式保有会社として
（株）ロジトライホールディングス設立[10]
（株）ミツウロコが（株）トライフォースの合併により、
PM/健康・スポーツ事業を承継[10]

（株）ハマボールのボウリング場オープン
（昭和45年12月5日）

創立50周年記念式典開催・東京郵便貯金ホール
（昭和50年5月10日）

第1回全国ミツウロコ会総会で議長を務める田島震社長
（昭和43年7月18日）

ミツウロコ千葉ターミナルに完成した5,000kℓタンク
（平成9年7月10日）

（株）ミツウロコビバレッジ【現・（株）ミツウロコプロビジョンズ】が
勝水（株）【現・（株）ミツウロコビバレッジ】の全株式を取得［1］
（株）ミツウロココーポレーション
【現・（株）ミツウロコエナジーフォース】設立［4］
物流部門を集約し、ロジトライグループ設立［4］
（株）ミツウロコビバレッジ【現・（株）ミツウロコプロビジョンズ】による
施設内売店・食堂事業開始［4］

会社分割により（株）ミツウロコから新（株）トライフォースに印刷事業を承継[1]
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地球のために、未来のために。
小さなことでも、私たちができることを全力で

清掃活動、ペットボトルのキャップ分別回収活動

私たちミツウロコグループは、本業で社会に貢献していくことが私たちの果たすべき役割だと考えていますが、

事業を営む上で地域・社会の皆様をはじめ、多くのステークホルダーに支えられてまいりました。

地域社会における企業市民として、たとえ小さなことでも私たちができること、するべきことは全力で取り組んでまいります。

ミツウロコの森 なるさわ

ミツウロコの小径

クリステル・ヴィ・アンサンブル財団への募金活動

見守りサービスの拡大

スポーツを通じた社会貢献

的山大島CSR研修を実施

従前より行っている「ミツウロコの森 なるさわ」

の清掃活動に加え、2016年度よりミツウロコ

ビバレッジ岐阜養老工場の採水地である岐阜

県海津市南濃町の環境美化活動の一環として、

「ミツウロコの小径」の清掃活動を実施しました。

「ミツウロコの小径」は、ネーミングライツにより

月見の森遊歩道の命名権を取得したものです。

また、2017年5月及び8月に株式会社ミツウロコ

クリエイティブソリューションズにおいて、同社

の本社所在地周辺のごみゼロ運動に参加し、清

掃活動を実施しました。加えて、同社ではペット

ボトルのキャップを分別回収する運動に取り

組んでおり、事業者を通じて発展途上国への

ワクチン代として役立てられています。

株式会社ミツウロコヴェッセルでは、課題を持つお客様や地域

社会貢献のために、さまざまなサービスソリューションを提供し

ています。2019 年 4 月には AI・IoT を活用した子どもの安心見守

りサービス「ミツ・メル」の提供を開始します。

本サービスは、小学校を中心とした児童の登下校の見守りシス

テムになり、見守りアプリで児童の登下校情報を保護者の方へ

お知らせする機能や、学校の行事や緊急連絡網機能などを提供

するサービスです。登校時は無事に登校したことを確認でき、帰

宅の時間を予測できることで地域社会の安心・安全に役立て

られます。

時代の変化やライフスタイルが多様化していく中で、お子様や

お年寄り、地域全体の安心感・安全性を高めるべく、新しいIoT

技術を活用し、今後もサービスの発展を目指します。

2012年に発足したミツウロコ女子バスケット

ボール部は、毎年優秀な成績を収めています。

ミツウロコグループ全体の企業価値を高め、

バスケットボールを通じた地域コミュニティと

の交流と活性化に貢献することを理念に掲

げ、今後も企業スポーツを通じた社会貢献

活動に邁進していきます。

ミツウロコ新入社員研修の一環として、当社グループの

風力発電所がある長崎県平戸市の的山大島において、

港の草刈りや公民館の窓拭き清掃を実施しました。本研

修は、島に民泊し、地域の方々との交流やボランティア

活動を通じてCSRを学ぶものであり、今年で10周年を

迎えることができました。

アニマル・ウェルフェアに則った犬猫の殺処分ゼロ・犬猫

の虐待防止・生物多様性保全活動を展開している「クリ

ステル・ヴィ・アンサンブル財団」の活動に共感し、募金

活動の支援をしています。株式会社ミツウロコプロビジョ

ンズが運営する、病院や公園施設内の売店等のショップ、

企業様のカフェテリア、レストラン、ミツウロコグローサリー

店舗ならびに、カールスジュニアジャパン株式会社が

運営するバーガーレストランなどの約100店舗に募金

箱を設置しています。

あづち

学校等の施設 施設のPC

保護者の携帯見守り
サーバー

見守りタグの特徴
通信データの暗号化
振動発電・電池不要

●通過情報を
　リアルタイム把握
●情報の紐付け

時間：◯◯◯◯
場所：◯◯◯◯ 通信情報の

管理

専用アプリへ
通過情報を
通知 メール

見守りタグ
アプリ

こみち

こみち

こみち




