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自分の可能性、最大限に発揮しよう！社長メッセージ

岐阜日石が大切にしている価値観

あなたのこれからがもっと楽しくなる会社です 設立から70年以上を迎える老舗企業です。
　こんにちは！岐阜日石代表の和田です。
皆さんは、どんな会社で働きたいですか？どんな仕事をしたいですか？
これからの皆さんの人生は無限の可能性に満ちています。
これからの人生の時間の大半は、実は仕事で過ごすことになります。
家で家族と過ごすよりも、会社で仕事の仲間と過ごす
時間のほうが実ははるかに多くなります。
ですから、当社はとにかく

　　　 　　　　　 

そんな職場創りをしています。
　仕事はもちろん一生懸命に。そして、仲間といつも楽しく過ごせる、当社はそんな会社です。
いろいろなことにもどんどんチャレンジできますし、そんなときには一緒に考え、
助けてくれる先輩がたくさんいますから、皆さんの好奇心を思い切り満たせることは間違いないでしょう。

　仕事を通じてわくわくしたい、仲間とともに楽しく仕事をしたい、
お互いに心遣いをし尊敬できる、雰囲気のいい、居心地のいい職場で働きたい、

　そんな思いをお持ちの方は、是非当社の門をたたいていただければと思います。

代表取締役　和田 隆

会社の特徴

「仕事が楽しい」
「素敵な仲間に囲まれている」
「自分の中に隠された能力を最大限引き出し活躍できる」
「何事も公正公平である」

〇当社の存続のために、常に目的を考え、スピードを優先する
〇従業員にとって魅力的な会社、誇らしい会社創りを常に追求する
〇信用・信頼される企業であり続けるために、当社の従業員として高い人格を追求する
〇地域の生活を支える責任ある仕事をさせていただけることが誇りである
〇時代の変化を先んじてとらえ、適応し続ける企業である

全ての従業員が誇りを持って働くことができる会社創りをしています。

今後も永続する会社であるために、
常に変革をしていきます。

1949年に設立し、一貫してライフラインに直結する石油製品、

あるいは自動車販売やその関連商品など、クルマに関わる一切

の事業を営み、地域のインフラを支えてきました。また、災害

時など有事の際は、病院・警察・自衛隊・電力会社・報道機関

・危機管理対応をする官公庁などに対して緊急対応として最優

先にエネルギーを供給するなど、責任のある重要な仕事を担っ

ています。現在は、サービスステーションブランド“ENEOS”

の岐阜県下最大特約店として、岐阜県内の多くのお客様の生活

を支えています。

時代の流れとともに、働く人々の仕事に対する考え方ややり

がい、喜び、幸せなどの形は変わっていくでしょう。私たち

は、その価値観や労働観、あるいは健康に対する考え方の変

化を受け入れ、働く人々が仕事を通してやりがいを感じ幸せ

な人生を歩んでいくための環境を作る役割があると考えてお

り、そのための会社創りをしています。

設立から70年以上、私たちは石油製品を取り扱いつつ、

クルマに関わる事業を営むことで地域の生活インフラを

支えてきました。しかし今後は、エネルギーの変化に伴

い、エネルギーの代替や移動手段の進化が進んでいくか

もしれません。我々は常に時代の変化を先んじてとらえ

、地域の生活を支えるだけではなく、より豊かな生活を

営んでいただけるよう、常に時代に合った商品・サービス

を提供し続けます。









先輩社員の声

岳野 壮馬さん
お客様からのありがとうと笑顔が一番の喜び

　　　　　　　　　　　入社前に企業見学をさせていただき、お客様と笑顔でやりとりしている

　　　　　　　　　　　スタッフの方を見て、「私もお客様の笑顔を観たい、私自身の力でお客様に

　　　　　　　　　　　喜んでいただきたい」と思い入社致しました。

私がこの仕事をしていて一番良かったなと思うことは、お客様の笑顔が見られることです。ある時、

私が洗車した自動車をお客様に見ていただき、初めて「ありがとう」と言われたときの喜びは今でも

忘れることができないくらい嬉しかったです。

今の私ができる仕事の範囲はまだまだ狭いですが、多くの知識・技術力・提案力を身につけて、お客様に

さらに喜んでいただき、「ありがとう」をいっぱい言っていただけるように頑張りたいです。

　　　　　　　　　　　当社で働く一社員として自分自身の接客力・整備力の向上を図るとともに、

　　　　　　　　　　　SSを支えるスタッフとして仲間と共にSS全体を盛り上げていきたいと思って

　　　　　　　　　　　います。自分が思い描くお店にしていくためには、まだまだ学ばなければいけ

ないことは沢山ありますが、失敗を恐れず何事にも取り組んでいきたいです。皆さんも働き始めると、

初めて経験することや不安に思うことは沢山あると思いますが何事も全力で挑戦していくことで、お店

作りのためにはもちろん、自分の成長のためにもなるので、どんなことがあってもくじけず、笑顔で

仕事に励みましょう！

小野 麻由さん
失敗を恐れず何事にも取り組んでいきたい

　　　　　　　　　　　現在任せていただいている花園町店では、所長としてお店全体とスタッフが

　　　　　　　　　　　より成長・発展していけるようにマネジメントをしています。仕事の中で特に

　　　　　　　　　　　意識していることは、部下とのコミュニケーションをこまめに取り、些細な

ことでも相談してもらえるような関係性を築くこと、若手スタッフがどんどん成長していけるように

育成をしていくことです。今の目標は花園町店を地域ナンバー1のお店にし、お客様の、スタッフの、

そしてスタッフの家族の笑顔でお店をいっぱいにすること、そういった活動をすることで岐阜日石内

の他の店舗に良い影響を与えられるようになることです。そのために、自分自身をもっと成長できる

ように向上心を持って日々の業務にあたりたいです。

丸茂 真也さん
スタッフの成長がお店の成長に繋がる

服部 和浩さん
いずれは所長が目標

　　　　　　　　　　　今は係長という立ち位置でお仕事をさせていただいていますが、いずれは

　　　　　　　　　　　所長となってお店を任せていただけるようにマネジメント業務やスタッフ

　　　　　　　　　　　教育などを勉強させていただいております。所長としての業務はまだまだ

分からないことやできないことも多いですが、一つ一つ教えていただいたり、自分で率先して行動し、

必要な力を身につけていきたいです。実際に仕事を始めてみると、わからないことやできないこと

が山ほどあると思いますが、情熱と責任感を持って仕事をすれば必ず自信がついて、沢山のお客様

から喜んでいただけると思いますし、それが自分のモチベーションとなり仕事が楽しくなっていく

と思います。

　　　　　　　　　　　お客様の要望を第一に考え、それを叶えるお手伝いをするために、自分から

　　　　　　　　　　　一緒に働く仲間と協力し率先して行動すること、スタッフ全員が一人ひとり

　　　　　　　　　　　高い意識を持って行動できるような雰囲気を作ることを意識して日々活動して

います。今後、お客様に「またこのSSに来たいな！」と思っていただけるようなお店作りをするために、

お客様、上司、同僚、後輩から頼られ、信頼されるように意識して、日々の業務に取り組んでいきます。

わからないことや悩みがあったらしっかりアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。一緒に

楽しく仕事をしましょう！

斉藤 僚真さん
常にお客様を第一に考え信頼される自分でありたい

高橋 まゆかさん
「仕事は楽しく！」が私のモットー

　　　　　　　　　　　　お客様満足度が高いのはもちろん、スタッフ満足度も高い職場にすることが私の目標

　　　　　　　　　　　　です。そのために、研修会に参加し、スタッフ間でロープレをして刺激し合ったり、

　　　　　　　　　　　　語り合ったり、競争したりと色々なことに挑戦し続け、いつも前向きに活動すること

を心掛けています。この会社の一番の魅力は、様々な方面からお客様をサポートすることができ、かつ自分も

成長できることだと思います。知識や技術が未熟なのは最初だけ！逃げずにくらいついていけば、自分の可能性

は必ず広がるし、それを通して得られるものは沢山あります。私は、沢山の商品がある中で、コーティングに

魅せられ、それ以来コーティングを自分の武器として働いています。皆さんも、是非「自分らしさ」を発見して、

新しい自分に出会ってください。そして、沢山の仲間と切磋琢磨しながら、ともに成長し続けましょう！！



活躍できる人になれます！
安心の研修・資格取得

サポート制度！

岐阜日石の研修制度は、自社での研修はもちろん、特約店・代理店契約をしている

外部研修機関の様々な研修も受講することができます。

社会人としての心構えや基本的なルール・マナーを身につける、

一人前として活躍するための専門的な技術や知識を習得する、

人を育てるマネジメント領域で活躍できる人材になるための研修など、

継続的に成長が期待できる制度をご用意しています。

あなたの着実なスキルアップをサポートし、成長ができる環境を提供致します。

入社時は何もかもが初体験で不安だと思います。

でも大丈夫、一人ひとりが安心して社会人生活を

スタートできるように、社会人としての基礎知識や

サービスステーションでの仕事についての基礎を

しっかりと教えます！

岐阜日石に就職していただきますと

特典
その１

新入社員研修

接客が初めてでも、クルマについてわからないことが

あっても大丈夫。配属先の先輩社員が、接客のやり方や

取り扱い商品の知識など、わからないこと・不安なことは

なんでも丁寧に教えます。 

「危険物取扱者の講習やサービスステーション管理者、整備士、経営知識などの

専門的なスキルを身につける研修が盛りだくさん！

未経験でもしっかりと活躍できるようになる環境が整っています！！！」

OJT 研修（職場内訓練）

こんな特典
も!

旅行、レストラン、ジム、カラオケ、

映画など、レジャーの割引が充実。

もちろん牛丼やピザなど普段の

外食にも使えます！

ガソリンもお得に入れられる！

社員割引があるので通常よりも

もちろんお安く入れられます。

入社時に有給休暇が11日

もらえちゃう！このほかにも

リフレッシュ休暇もあるので

とても休みが充実しています。

ボーナスがなんと年3回も

もらえちゃう！年2回の会社が

多いところ、岐阜日石は年3回も

あります！

車検整備や点検などはもちろん

社員価格で！安心・安全な

カーライフをお得に過ごす

ことができます！

特典
その2

特典
その3

憧れのクルマもお安く買うことが

できちゃう！自動車の購入サポート

制度があるので欲しかったクルマが

お安くゲットできます。もちろん

ご家族のクルマもお安くゲットできます。

特典
その4

特典
その5

特典
その6

特典
その7

特典
その8

特典
その9

特典
その10

特典
その11

特典
その12

　

充実した研修制度があるので

未経験でも安心！自社の研修

だけでなく、特約店・代理店契約を

している外部の研修も受講する

ことができます。

健康に働ける制度が充実！

年1回の健康診断と

インフルエンザ予防接種の

全額補助あり！

毎年社員旅行を実施しています！

最近では、北海道や沖縄に

行きました！

県外への転勤は一切ナシ！

岐阜市を中心に、地域密着で

運営をしているので、県外への

転勤は一切ありません。

社内表彰制度が充実！

頑張れば頑張った分だけ評価

される会社です。

もちろんご褒美も充実！

職場のスタッフ同士の仲が良く

コミュニケーションがとりやすい！

明るく元気な先輩社員が沢山いる

のでわからないこと・不安なことは

いつでも相談できちゃいます！



キャリアパス募集要項

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP6

仕
事
内
容

役
職

平
均
月
給

上司先輩と共に
実務をこなしつつ、
自動車と石油業界に
関する知識を身に
つけていきます！

一人前としてできる
ことが増えて
お給料もアップ！
後輩の育成も
どんどんチャレンジ
していきます！

SSスタッフの実務は
もちろん、プレイング
マネージャーとして
店舗のマネジメント
業務にも携わって
いきます！

店舗の責任者として、
メンバー全員の
育成指導をしつつ、
目標達成に向けて
全員を引っ張って
いきます！

複数拠点のSSの
統轄責任者として、
各店舗の
マネジメントは
もちろん、快適な
職場創りや
顧客満足度向上を
推進していきます！

SS部門のトップ
として部門全体の
マネジメントをしつつ、
将来の経営陣候補
としてSS事業を含む
会社全体への企画
提案等を進めて
いきます！

一般職 主　任 係　長 所　長 課　長 部　長

岐阜日石はやりがいを持って長い間働ける環境を用意しています。

STEP5

23.6万円 27.1万円 30万円 42万円 50万円 70万円

営業・販売係

サービスステーションにて、お客様の安心・安全な

カーライフをサポート！石油製品の提供はもちろん、

自動車販売や車検、カー用品、保険の提案など

お客様のカーライフがより豊かになるように、

ニーズに合わせてより良い

商品・サービスを提案するお仕事です！

仕事内容

月　　給

昇　　給

勤 務 地

勤務時間

休　　日

福利厚生

待　　遇

燃料の給油アテンド、各種カードの説明、カー用品の受注販売、

洗車・自動車の点検、オイル・タイヤ・バッテリーなどの交換作業、

車検・保険の受注販売、コーティングの受注販売

175,000円～

年1回（1月）

岐阜市、各務原市、岐南町、瑞穂市、可児市など岐阜市を中心とした各店舗

8:30～17:00(休憩時間1時間を含む）※変形労働制あり 

年間100日＋リフレッシュ休暇3日＋有給休暇11日⇒年間合計114日

※公休は月平均8日間のシフト制になります。

※有給休暇は入社時に11日分付与します。

※リフレッシュ休暇は、連続3日間の休暇になります。

社会保険完備、育児・介護制度あり（育児休業8名取得の実績あり！）

社員旅行、確定拠出年金制度、レジャー・レストラン等割引制度、

健康診断、インフルエンザ予防接種補助、退職金制度、

資格取得サポート制度、通勤手当、家族手当、資格手当など、

皆さんの生活を支える制度が充実しています！

サービスステーションのお仕事は「年齢を重ねてからはキツイんじゃない」

「作業だけで将来が心配」といった不安に感じる方もいらっしゃると思います。

しかし、岐阜日石ではそんな心配は不要！

最初はもちろんお店でのお仕事からスタートしますが、その後は人材育成やマネジメント、

企画推進など幅広いキャリアを描いていける環境をご用意しています。

いくつになっても安心して働くことができる環境で、皆さんの可能性を最大限発揮していきましょう！



事業案内事業案内

直営部 保険課

岐阜市、可児市、各務原市、羽島郡岐南町、瑞穂市にフルサービス店が9店舗、セル

フサービス店が13店舗の計22店舗のガソリンスタンドを運営しています。各店、地域

密着型の運営を心がけ、各地域のお客さまの安全、安心なカーライフをサポートさせてい

ただくことを目指し、日々7,000名近くのお客様にご来店をいただいています。 お客様

に提供しているサービスはガソリン、軽油、灯油、エンジンオイル、各種タイヤから各種

整備商品、車検、コーティングなど。お客さまのニーズに合わせてより良い商品、サービ

をすることでより良いカーライフを

実現するお手伝いをしています。 

卸直売部
岐阜市を中心に大垣市、関市、山県市、瑞穂市、郡上市、下呂市、
不破郡関ケ原町、中津川市、愛知県小牧市ほか広範囲にわたり販
売店さま26店のガソリンスタンドへの卸売業を展開しておりま
す。販売店さまとともに各地域社会への燃料の安定供給に努め
ています。

お客さまの企業、個人（ライフプラン）活動における
リスク（経済的損失）に対し、最適なプランを提案さ
せていただき、お客さまへ安心をご提供いたします。
お客さまの立場に立ち、素早い行動、ニーズへの創
意工夫のある対応を心がけ、お客様との相互の信頼
関係を尊重いたします。取扱商品は、クルマの保険、
医療の保険、けがの保険、積み立て保険、住まいの
保険、レジャー保険等各種取り揃えています。

オートリース課

個人、法人さまのリース車両の斡旋、およびリース

車両の整備メンテナンス、新車、中古車の車両販売

をたまわっております。常時3000台近いリース車

両のメンテナンスを、お客様の安心、安全な走行を

ご提供させていただくことをモットーに、出張メン

テナンスカーを稼働させ、なおかつSS拠点も活用

しながらお客様の利便性をご提供しています。

オートランド岐阜
中部陸運局指定の民間車検工場を2工場保有し、

年間に約6,500台の車検実績を有しております。

岐阜県下において実績、整備技術力ともにトップク

ラスの民間車検工場と自負しております。そのモッ

トーは、優れた車両整備を通じて、安全・安心の車

社会への貢献です。自動車検査業務責任を深く認

識し、点検整備基準を遵守し、確実な整備、検査を

心掛けています。

製造業者さまから輸送業者さまにいたる幅広いお客様への各種
石油製品の供給と、各種自動車用、工業用潤滑油から加工油まで
お客さまの要望、ニーズにお応えできるよう環境商品、低燃費商品
のご提案を心がけています。

卸売部門

直売部門
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沿　革 History

本社所在地

代表取締役

資 本 金 等

設　　　立

従 業 員 数

売　上　高

事 業 内 容

事　業　所

取 引 銀 行

仕 入 れ 先

グループ会社

〒500-8585　岐阜市東金宝町2丁目2番地
電話番号：058-262-6121(代表）
F   A   X : 058-262-4045

和田　隆

1億円

1949年4月23日

正社員：155名（男性124名・女性31名）
パート・アルバイト：94名（男性76名・女性18名）
※2020年1月1日時点

135億円（2019年度連結ベース)

石油製品販売、自動車整備、新車・中古車販売及び買取り、
個人向けリース及び法人向けリース、損害保険代理業、生命保険募集業務

岐阜県・愛知県内24社26拠点のサービスステーションに販売

直営給油所：岐阜市を中心に22拠点を運営
直売：岐阜県庁や岐阜市役所をはじめ、官公庁・会社・工場
一般需要家など約3万件に供給・配送センター

大垣共立銀行岐阜支店、三菱UFJ銀行岐阜支店

ENEOS株式会社、株式会社ブリヂストン、他

有限会社オートランド岐阜

（卸 売）

　　  1949年

　　　  1958年

　　　　  1968年

　　　　　  1978年

　　　　　　  1993年

　　　　　2000年  4月

　　　　　　2008年12月

　　　　　　　2009年  4月

　　　　　　　　2009年10月

　　　　　　　　　2010年  7月

　　　　　　　　　　2011年  7月

　　　　　　　　　　　2012年  4月

　　　　　　　　　　　　2013年  4月

　　　　　　　　　　　　　2013年  7月

　　　　　　　　　　　　　　2014年11月

　　　　　　　　　　　　　　　2015年  3月

　　　　　　　　　　　　　　　　2015年11月

　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年12月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年  3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年  5月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年  6月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年  7月

岐阜日石株式会社創立

　本社社屋竣工

　　民間車検工場設立

　　　保険代理店業務開始

　　　　自動車鈑金塗装工場設立

　　　　　カーリース及びカーメンテナンス業務開始

　　　　　　DDセルフ則武店　セルフ化オープン

　　　　　　　DDセルフ花園町店　セルフ化オープン

　　　　　　　　DDセルフ各務原店　セルフ化オープン

　　　　　　　　　DDセルフ茜部大川店　新設オープン

　　　　　　　　　　DDセルフ岐南インター店　新設オープン

　　　　　　　　　　　DDセルフ岐阜島店　セルフ化オープン

　　　　　　　　　　　　DDセルフ粟野東店　セルフ化オープン

　　　　　　　　　　　　　マイクロリペア業務開始

　　　　　　　　　　　　　　レンタカー事業開始

　　　　　　　　　　　　　　　DDセルフＲ21六条店　新設オープン

　　　　　　　　　　　　　　　　DDセルフ可児店　オープン

　　　　　　　　　　　　　　　　　DDセルフ県庁北店　セルフ化オープン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　DDセルフみずほ中央店　新設オープン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車販売事業開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EneJetDD日野店　オープン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EneJetDDみずほ店　オープン

販　売　先

■本 　 　 　 社 　 　 　 店 ：岐阜市東金宝町2-2
■D r . D r i v e 岐阜駅前店：岐阜市橋本町2-18
■日　　置　　江　　店：岐阜市茶屋新田3-15
■D r . D r i v e 六 条 店：岐阜市六条南3-4
■Dr.Drive 岐大バイパス店：岐阜市六条江東3-3
■D r . D r i v e 黒 野 店：岐阜市今川314-1
■Dr.Drive セルフ県庁北店：岐阜市江添1-5-22
■Dr.Drive セルフ岐阜則武店：岐阜市則武中2-23
■Dr.Drive セルフ岐阜島店：岐阜市北島2-1
■D r . D r i v e 敷 島 町 店 : 岐阜市敷島町 3-3
■D r . D r i v e 福 光 店：岐阜市下土居 3-1-7
■Dr .Dr i ve 中央市場南店：岐阜市茜部新所3-172
■Dr.Drive セルフ花園町店：各務原市蘇原花園町4-86
■Dr.Drive セルフ粟野東店：岐阜市粟野東5-92
■Dr.Drive セルフ各務原店：各務原市鵜沼三ツ池町3-421
■Dr.Drive セルフ茜部大川店：岐阜市茜部大川2-7-1
■Dr.Drive セルフ岐南インター店：羽島郡岐南町上印食3-184
■Dr.DriveセルフR21六条店：岐阜市六条江東2-9-3 
■Dr .Dr ive セルフ可児店：可児市下恵土4150-1
■Dr.Drive セルフみずほ中央店：瑞穂市十九条石塚310-1
■EneJet Dr.Drive 日野店：岐阜市日野南4-18-13
■EneJet Dr.Drive みずほ店：瑞穂市野田新田3993-1
■オートランド岐阜東工場：岐阜市細畑1-2
■オートランド岐阜南工場：岐阜市六条江東3-3
■オートランド岐阜鈑金塗装工場：岐阜市六条江東3-3
■オ ー ト リ ー ス 課：岐阜市細畑1-3
■保　　　　険　　　　課 ：岐阜市六条江東3-3
■配 送 セ ン タ ー：岐阜市華陽1-7

21 21

303

156

DDセルフ粟野東店

至郡上八幡

本社店

配送センター

DD岐阜駅前店

DDセルフ
各務原店

DDセルフ
花園町店

DDセルフ
茜部大川店

DD中央市場南店

DDセルフ
R21六条店

DD岐大バイパス店
オートランド岐阜南工場

オートランド岐阜東工場
オートリース課

オートランド岐阜鈑金塗装工場
保険課

DDセルフ
県庁北店

県庁

流通センター

DD六条店

DD敷島町店

DDセルフ
みずほ中央店

DDセルフ
岐阜島店

DD福光店

岐阜大学

岐阜北
警察署

DDセルフ
岐阜則武店

DD黒野店DD黒野店

至北方至北方

至犬塚至犬塚

DDセルフ岐南インター店

EneJet
DD日野店

美濃インター

関インター

EneJet
DDみずほ店

至米原

大垣駅

穂積駅

岐阜西駅
岐阜駅

至名古屋

日置江店

DDセルフ
可児店

東
海
北
陸
自
動
車
道長良

川
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