
Corporate Guide



力強い成長のために。変わらぬ使命感と先見性、
変わり続ける中川グループ

ごあいさつ

　中川物産グループは、国内外での石油製品の販売を中心に、オイルターミナル
事業、陸運・海運事業を展開する企業グループです。1967年の創業以来、折しも
高度成長期、オイルショック、モータリゼーションという激動の時代において、
私たちはガソリンスタンド事業者として、お客様のすぐそばで必要とされる企業で
あり続けたいという想いのもと、地域に根ざした企業活動を通じ成長させて
いただきました。
　時代の流れと共に、私たちのライフスタイルは大きく変化いたしました。しかし、
中川物産の創業からの想いは変わりません。お客様に、そして時代に何を求め
られているかグループ全社員が常に考え、目標に向かって変化しつづける躍動感
あふれる企業となることを目指してきました。
　これまでエネルギーの安定供給を通じ地域に必要とされる企業として成長する
ため、製品備蓄のためのオイルターミナル事業、安定的かつ競争力のある製品を
確保・供給するための海外事業の展開、そしてタイムリーな配送を目的とした、
陸運・海運事業への進出とその事業領域を変化・拡大させてまいりました。また近年
では、エネルギー供給事業者として対応を求められる、環境に配慮した製品の
供給も開始いたしました。これからも、グループ社員一丸となって、お客様に
必要とされる企業への成長に挑戦し続けます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　中川秀信

沿　革

創業者中川信男（現会長）が中川商会として
石油製品販売業を開始
中川物産株式会社 設立

1967（昭和42）年

本社ビルの完成及び本社機能を半田市から名古屋市（現住所）に移転
トーメンエネルギー株式会社の株式を取得し、
トーヨーエナジー株式会社（社名変更）として営業を開始

1999（平成11）年

エヌ・ツー物産株式会社 設立2000（平成12）年

S-OIL Corporation（韓国）の株式を一部取得2001（平成13）年

大阪支店設置及び大阪櫻島油槽所の運営を開始
中川物産コリア株式会社（現、C＆S Energy Co.,Ltd.） 設立

2003（平成15）年

東邦ガス株式会社より一部タンク設備を借受け、名古屋第二油槽所の運営を開始
自社SSブランド「N-OIL」を商標登録
エヌホールディングス株式会社 設立
東京支店設置

2004（平成16）年

新規事業ベースオイルの販売業を開始
Central Stream Marine Corporation 設立
Central Stream Shipping Corporation 設立

2005（平成17）年

愛知県知立市に直営店のセルフ上重原SSを開所2006（平成18）年

シーエスマリタイム株式会社 設立
し造建を隻2」REMMUS SC「」ENARC SC「ーカンタ航外

シーエスマリタイム株式会社にて運航を開始

2007（平成19）年

愛知県半田市に直営店のセルフ半田インターSSを開所2008（平成20）年

S-OIL Corporation（韓国）と業務提携の締結
トーヨーエナジー株式会社関連3社の株式を売却

2010（平成22）年

立設 ）TTSO（ .dtL,.oC lanimreT knaT nasnO2011（平成23）年

中川運河油槽所を閉鎖
韓国蔚山（ウルサン）市温山（オンサン）地区に油槽所を開所

2012（平成24）年

重機燃料用の小口配送事業に本格参入
自社ブランド重機用燃料「NBF」の販売を開始

2016(平成28)年

三重県四日市市に直営店のセルフ四日市塩浜SSを開所
愛知県尾張旭市に直営店のセルフ尾張旭SSを開所

2017(平成29)年

新規事業アスファルトの販売業を開始2013（平成25）年

愛知県半田市に直営店の半田岩滑SSを開所1971（昭和46）年

中日物産株式会社 設立1974（昭和49）年

愛知県名古屋市に直営店の大高インターSSを開所1978（昭和53）年

愛知県常滑市に直営店の常滑長峰SSを開所
三重県志摩市に直営店の甲賀口SSを開所
中日石油販売株式会社 設立

1980（昭和55）年

丸中興産株式会社の株式を取得し、
中川運河油槽所の運営を開始

1983（昭和58）年

コスモ石油株式会社より名古屋油槽所を取得し、
丸中興産株式会社にて油槽所の運営を開始

1987（昭和62）年

中日本商事株式会社 設立
丸中運輸株式会社 設立

1990（平成2）年

愛知県半田市に販売店のセルフヤナベインターSSを開所1992（平成4）年

愛知県半田市に直営店の半田亀崎SSを開所
愛知県知多郡武豊町に直営店の武豊SSを開所
「特石法」廃止により石油製品の輸入を開始

1996（平成8）年

軽油輸入元売資格を取得
愛知県刈谷市に直営店の刈谷新田SSを開所

1997（平成9）年

愛知県海部郡飛島村に販売店の名四飛島SSを開所1998（平成10）年



〒455-0028　愛知県名古屋市港区潮見町37番地の23
TEL：052-612-1711（代）　FAX：052-612-2345（代）

〒101-0047
東京都千代田区内神田１丁目３番１号 トーハン第３ビル7階
TEL：03-5259-6881（代）　FAX：03-5259-0220（代）

TEL：03-5259-6882

自動車でお越しのお客様ヘ

公共機関にてお越しのお客様ヘ

潮見橋方面よりお越しの場合
潮見橋通過後2つ目信号を左折し、一つ目の信号左折、100Ｍほど直進し右手側

名古屋高速よりお越しの場合
船見インター下車すぐ左折、すぐＴ字路を右折し名港潮見インター方面へ
潮見橋通過後2つ目信号を左折し、一つ目の信号左折、100Ｍほど直進し右手側

伊勢湾岸道よりお越しの場合
名港潮見インター下車、2つ目信号を右折し、100Ｍほど直進し右手側

名古屋鉄道　常滑線 知多半田駅方面 柴田駅下車 タクシーにて10分

あおなみ線　金城ふ頭駅下車 タクシーにて10分(高速：名港中央IC→名港潮見IC)

〒554-0032
大阪府大阪市此花区梅町1丁目1番11号
櫻島埠頭（株）梅町化学品油槽所　事務所2階
TEL：06-6462-2881（代）　FAX：06-6462-1228（代）

営業拠点

交通アクセス

国内外グループ企業

本社地図

中川物産株式会社
石油製品卸・小売業

エヌホールディングス株式会社
　グループ持株会社

丸中運輸株式会社
石油製品の陸上輸送

丸中興産株式会社
油槽所の運営・管理

中日石油販売株式会社
サービスステーションの運営・管理

中日物産株式会社
国内石油製品卸・軽油引取税特別徴収義務者

中日本商事株式会社
国内石油製品卸

中日リース株式会社
サービスステーション店舗等建物のリース

シーエスマリタイム株式会社
外航貨物海運業

C&S Energy Co.,Ltd.【韓国・ソウル】

石油製品貿易および卸・小売

Onsan Tank Terminal Co.,Ltd.
油槽所の運営・管理

Central Stream Marine Corporation【Panama】

船舶の所有

Central Stream Shipping Corporation【Panama】

船舶の所有

エヌ・ツー物産株式会社
石油製品分析

海運事業部

東 京 支 店

大 阪 支 店

本 　 社
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エネルギーで生活、産業基盤を支える
『石油』は私たちが生活するうえでなくてはならない、大切なエネルギー源です。
当社は石油製品の輸入から備蓄、輸送、そして販売までの一貫体制を確立し、
「安定供給・高品質・低コスト」を実現することで、人々の豊かで快適な暮らしを支え続けています。

多様なニーズに応える「商品ラインナップ」 多彩な高品質商品を供給し、民間企業から官公庁、
地方公共団体にいたるまで幅広いお客様のニーズにお応えしております。

名古屋・大阪をはじめとする国内外の大規模な油槽拠点、大型タンカー2隻、20台以上に及ぶ
タンクローリーを当社グループで所有。「輸入」「備蓄」「輸送」の3大柱により安定供給を支えています。

効率化を極めた「物流体制」

Lineup
ラインナップ

油槽所

Oil
terminal

海上輸送

Marine
transport

Transport
陸上輸送

当社では石油タンカー2隻を所有し、国内外へ向け
て石油製品を海上輸送しております。国際情勢・
需給関係・為替相場・在庫状況など様々な要因により
価格が絶えず変動する石油市場において、スケジュール
管理と動向把握を徹底し、コスト削減と安定供給に
努めております。 

海外の市場動向を捉えた
スケジュールマネジメント 

油槽所から石油製品を出荷・配送するには、タンク
ローリーによる陸上輸送が主体となっています。
お客様のニーズに可能な限りお応えするために、
当社では中部エリアの配送を担うタンクローリーを
自社グループで保有するとともに、各拠点においても
専属の運送会社による輸送サービス体制を整えて
おります。

安定供給を支える
国内輸送ネットワーク

国内外より仕入れた石油製品をストックしておく
ための大規模な油槽所を所有し、国内動向を先取り
した需要予測のもと、フレキシブルな在庫コントロール
と効率的な品質管理を実現しています。各油槽所の
タンク内情報は、ネットワークによりリアルタイムに
取得することができます。また、タンク設備の安全性
についても、法令点検や定期点検・メンテナンスに
より確保しております。 

各製品の在庫状況や品質など
タンク設備におけるトータルマネジメント

Distribution
system
流通体制



セルフ上重原
インター給油所

〒472-0026　
愛知県知立市上重原町丸山61-1

セルフ尾張旭給油所

セルフ松阪立田SS

〒488-0824
愛知県尾張旭市西山町1丁目2-21

大高インター給油所 〒459-8001　
愛知県名古屋市緑区大高町西森前13-2

刈谷新田給油所 〒448-0015　
愛知県刈谷市新田町6-18-2

刈谷南給油所 〒448-0816
愛知県刈谷市半城土西町1-20-17

亀崎給油所 〒475-0023　
愛知県半田市亀崎町2-244

N-OILについて

給油所所在地

「中川物産」のサービスステーション部門、また当社グループ・特約店様において『N-OIL』というプライベートブランド（PB）
のサービスステーションを展開し、中川物産グループの安定した供給体制による、高品質な製品を低価格にてお客様に
ご提供させていただいております。また、地域に密着し長年培ってきた豊富な実績をもとに、燃料油からカー用品まで、
お客様のカーライフをトータルサポート致します。

当社では製品搬入の前後における
性状確認管理と品質検査の徹底
により品質の維持に努めています。
品質確保法および日本工業規格で
定められた基準項目を検査できる
試験機器を配備し、信頼性の高い
製品を供給できる体制を整えており
ます。

武豊給油所 〒470-2351　
愛知県知多郡武豊町字南中根16-2

セルフ四日市塩浜
給油所

〒510-0881
三重県四日市市大字六呂見字南堀切629-1

セルフヤナベ
インター給油所

〒475-0916　
愛知県半田市柊町4-202-1

〒515-0026
三重県松阪市立田町字井村407-1

常滑長峰給油所／
セルフ常滑長峰給油所

〒479-0049
愛知県常滑市字長峰四ノ切13-7

半田岩滑給油所 〒475-0961
愛知県半田市岩滑中町1-71-1

セルフ半田インター
給油所

〒475-0925　
愛知県半田市宮本町3-217-30

甲賀口給油所 〒517-0505
三重県志摩市阿児町甲賀字鹿谷3101-4

Quality
Inspection
品質保証体系

Car Life
カーライフ
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