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2018年 5月 22日 

 

LPガスの配送・充てん事業の合弁会社発足に関するお知らせ 

 

株式会社ミツウロコグループホールディングス 

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 

橋本産業株式会社 

 

株式会社ミツウロコグループホールディングス（本社：東京都中央区、社長：田島晃平 以下「ミ

ツウロコグループホールディングス」という。）、ミライフ株式会社（本社：東京都墨田区、社長：椎名

忠聡 以下「ミライフ」という。）、三ッ輪産業株式会社（本社：東京都目黒区、社長：尾日向竹信 以

下「三ッ輪産業」という。）、三愛石油株式会社（本社：東京都品川区、社長：塚原由紀夫 以下「三

愛石油」という。）及び橋本産業株式会社（本社：東京都台東区、社長：橋本庸輔 以下「橋本産業」

という。）は、本日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県の１都 6 県（以

下「関東エリア」という。）における LP ガスの配送・充てん事業の合弁会社発足に関する基本合意

を締結いたしました。 

 

LP ガス業界を取り巻く環境は、人口減少による需要減、物流コストの上昇等、多くの課題に直面

しています。 

これまでも一部の地域において共同配送の取り組みを実施してまいりましたが、今後の更なる環

境変化に対応していくために、枠組みを大きく超えた提携関係を構築していくことが急務であると

判断いたしました。 

このたび発足する合弁会社は、各社の関東エリアの事業所及び充てん所を統合し、経営資源の

共同化により、一層の物流体制の効率化及びコストの抑制を目指すとともに、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。 

 

合弁会社には、ミツウロコグループホールディングスの 100％子会社である株式会社ロジトライホ

ールディングス（仮称 2018 年 9 月設立予定。）、ミライフ、三ッ輪産業、三愛石油、橋本産業が発

行済株式総数の 20％ずつ均等に出資します。 

 

これにより、従業員約 600名、配送軒数 約 100万軒、配送数量 年間約 25万 tの関東エリアを

カバーする広域の LPガス配送・充てん事業の物流会社となります。 

 

今後、LP ガス配送におけるあらゆる面での質の向上を追求し、参加事業者を継続的に募り、事

業規模拡大を目指してまいります。 
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■ 今後の日程 

（１）基本合意書締結日 2018年 5月 22日（本日） 

（２）最終合意書締結日 2018年 8月上旬 

（３）統合会社発足日 

（効力発生日） 

2018年 10月 1日（予定） 

上記の日程は予定であり、合弁会社の発足におきまして、関係当局の許認可・届出等の手続の進

行上の必要性その他の事由により発足の推進が遅延する事由または、推進が困難となる事由が

生じた場合には、参画会社で協議・合意の上、変更される場合があります。 

 

■ 合弁会社の概要 

（１） 商号 未定 

（２） 本社 未定 

（３） 代表者 未定 

（４） 事業内容 LPガスの配送及び充てん事業 

（５） 資本金 20百万円（予定） 

（６） 従業員 約 600名 

（７）株主構成 株式会社ロジトライホールディングス（仮称） 20％、ミライフ株式会社 20％、三ッ

輪産業株式会社 20％、三愛石油株式会社 20％、橋本産業株式会社 20％ 

 

■ 当事会社の概要 

（１） 商号 ロジトライ株式会社 

（２） 本社 東京都中央区京橋三丁目１番１号 

（３） 代表者 代表取締役社長 竹内 正之 

（４） 事業内容 一般貨物運送事業、LPガス充填所の運営その他 

（５） 資本金 20百万円 

（６） 株主 株式会社ミツウロコグループホールディングス 100％ 

 

（１） 商号 株式会社エナジック関東 

（２） 本社 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東 4-3-11 

（３） 代表者 代表取締役社長 小林 広昌 

（４） 事業内容 LPガスの配送事業 

（５） 資本金 10百万円 

（６） 株主 ミライフ株式会社 100％ 

 

（１） 商号 株式会社神奈川エナジック 

（２） 本社 神奈川県横浜市神奈川区守屋町２−６ 

（３） 代表者 代表取締役社長 鈴木 博美 

（４） 事業内容 LPガスの配送事業 
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（５） 資本金 15百万円 

（６） 株主     株式会社ミツウロコ 33.3％、ミライフ株式会社 33.3％、三ッ輪産業株式会社 

 33.3％ 

 

（１） 商号 株式会社三愛ガスサプライ関東 

（２） 本社 埼玉県本庄市下野堂 614 

（３） 代表者 代表取締役社長 皆川 昭世 

（４） 事業内容 LPガスの製造、配送業務及び保安業務 

（５） 資本金 20百万円 

（６） 株主 三愛石油株式会社 100％ 

 

（１） 商号 三ッ輪運輸株式会社 

（２） 本社 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 2-6 

（３） 代表者 代表取締役社長 穂積 秀明 

（４） 事業内容 一般貨物自動車運送事業、LPガス充てん業その他 

（５） 資本金 10百万円 

（６） 株主 三ッ輪産業株式会社 100％ 

 

（１） 商号 マルハ運輸株式会社 

（２） 本社 東京都台東区上野 1丁目 15番 5号 

（３） 代表者 代表取締役社長 橋本 庸輔 

（４） 事業内容 LPガス、石油類の運送事業 

（５） 資本金 100百万円 

（６） 株主 橋本ホールディングス株式会社 100％ 
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参考 参画会社の概要 

■ 株式会社ミツウロコグループホールディングス 

（１） 本社 東京都中央区京橋三丁目１番１号 

（２） 代表者 代表取締役社長 田島 晃平 

（３） 事業内容 持株会社 

 

■ ミライフ株式会社 

（１） 本社 東京都墨田区太平四丁目１番３号 

（２） 代表者 代表取締役社長 椎名 忠聡 

（３） 事業内容 LPガス、石油類の販売その他 

 

■ 三ッ輪産業株式会社 

（１） 本社 東京都目黒区中目黒三丁目３番２号 

（２） 代表者 代表取締役社長 尾日向 竹信 

（３） 事業内容 LPガスの販売、石油類の販売その他 

 

■ 三愛石油株式会社 

（１） 本社 東京都品川区東大井五丁目２２番５号 

（２） 代表者 代表取締役社長 塚原 由紀夫 

（３） 事業内容 一般石油製品、LPガス及び化学製品等の販売、航空燃料の保管・給油 

 

■ 橋本産業株式会社 

（１） 本社 東京都台東区上野一丁目１５番５号 

（２） 代表者 代表取締役社長 橋本 庸輔 

（３） 事業内容 LPガスの販売、石油類の販売その他 

 

本件に関する報道関係の方向けお問合せについて 

■ お問合せ先 

株式会社ミツウロコグループホールディングス  コーポレートオペレーションセンター 

コミュニケーションチーム TEL：０３-３２７５-６３００ 

ミライフ株式会社    営業本部 営業統括部 TEL：０３-５６３７-８６６１ 

三ッ輪産業株式会社 管理本部  TEL：０３-６４５１-０３７９ 

三愛石油株式会社  人事総務部 広報課 TEL：０３-５４７９-３１１３ 

      〃        ガス事業部  TEL：０３-５４７９-３２５５ 

橋本産業株式会社  本社営業本部 TEL：０３-５６８８-６３１０ 

■ お問合せ時間 

平日 ９：３０～１７：００ 


