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排水の浄化、削減
　場内排水を油水分離槽に集め、油分・汚泥を除去し、浄化し

ています。

　また、洗車の多いJOMOステーションでは、大量に水を使用

するため、リサイクル

装置を設置し、水資

源を有効に活用して

います。
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ガソリン等の漏洩防止

排水の浄化

蒸気の排出防止②
廃棄物の適正な管理

洗車水リサイクル型洗車機 洗車水リサイクル装置 太陽光発電パネル設置サービスステーション

太陽光発電パネルの設置
　現在16カ所のJOMOステーションに

太陽光発電パネルを設置し、クリーン

エネルギーである太陽光発電を導入

しています。

JOMOステーションにある地球環境と人にやさしい工夫。

JOMOステーションの環境配慮
　交換したタイヤ、オイル、バッテリーなど廃棄物のリサイクル

をはじめ、排水の浄化、洗車や場内清掃に使用する水の量の削

減、ガソリン、軽油、灯油の漏洩防止、蒸気の排出防止などに取

り組んでいます。また、一部のJOMOステーションではクリーン

エネルギー（太陽光発電など）を導入しています。

蒸気の排出防止
① お客様のお車への給油時に発生する蒸気（ベーパー）を回収す

るために、ベーパーリターン式給油ホースの導入を進めています。

また、夏場は、ガソリン蒸気圧を低減し（65kPa以下）、蒸気の発

生を抑えています。

② タンクローリーからJOMOステーションのタンクにガソリンな

どを受け入れる時、蒸気が排出されます。この蒸気をタンク

ローリーに戻すため、装置の設置を進めています。

蒸気の排出防止①
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環境への考え方と取組み
　ジャパンエナジーは、基本理念・行動指針に基づき、環境保全

方針を策定し、環境保全、環境負荷の低減、地球環境問題など

に取り組んでいます。

地球温暖化防止への取組み
　地球温暖化の防止には、世界全体で取り組まなければなり

ません。ジャパンエナジーは、社会の一員として、温室効果ガス

の一つである二酸化炭素の削減に向けて、省エネルギーを中

心とした対策に取り組んでいます。

製油所における省エネルギー
　製品をつくる過程で発生する熱や蒸

気を有効に活用しています。

輸送部門における省エネルギー
　タンクローリーや内航タンカーの大型

化を図ることによって輸送効率を高め、

輸送のための燃料使用量を削減してい

ます。
風力発電設備

2
油田からJOMOステーションまで、あらゆる場面で環境に配慮しています。

環境最優先の事業活動が当社の使命

環境負荷 対　策 対　策環境負荷 対　策

輸送販売
●サービスステーションでの受入、給油 ●油槽所・サービスステーションへの輸送

●浮き屋根式
　タンク
●省エネルギー
●脱硫、脱硝

●減量化、
　再資源化

●排水処理

●燃料消費量
　削減

大気汚染

●蒸気の回収
大気汚染

●適正管理

●排水浄化
水質汚染

廃棄物

●掘削除去、
　埋戻し

●廃棄物処理
●再資源化

廃棄物

●汚染調査
土壌汚染

●ゼロフレアー

●排水処理
●油濁防止

環境負荷 対　策環境負荷 環境負荷 対　策

大気汚染

水質汚染

探鉱・開発・生産備蓄・精製
●油田の探鉱・開発・生産●製油所での備蓄・    精製

輸送
●タンカーによる石油輸送

●ダブルハル
　（二重殻構造）

油流出

●イナートガス
　システム

炭化水素蒸散

大気汚染

水質汚染

廃棄物

土壌汚染

大気汚染防止への取組み
　製品をつくる過程で発生する

硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじ

んなどを大気中に排出しないた

めの装置を設置し、環境対策を

実施しています。

水質汚染防止への取組み
　製品をつくる過程で使用し、油分などを含む排水を適切に

処理しています。

リサイクル・廃棄物抑制
　製品をつくる過程で発生する廃棄物の減量化を図っています。

また、廃油を再精製したり、汚泥・ダストをセメント材として利

用するなど、リサイクルにも取り組んでいます。

土壌汚染対策
　計画的に汚染の有無に関する調査を実施しており、汚染を

発見した場合には適正に対応しています。

排水処理設備
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燃料油の環境配慮
　JOMOステーションでご利用いた

だいているガソリン・軽油はすべて

硫黄分10ppm以下のサルファーフ

リー燃料です。

　地球温暖化の原因となる二酸化

炭素の削減や排気ガス中の有害物

質の低減が図られています。

　さらに、「GP-1プラス」は、レギュ

ラーガソリンに比較し、高オクタン

価による燃費向上、清浄剤添加に

よるエンジン内部の清浄性向上な

ど環境改善に効果があります。

JOMOステーション店頭のポスター 石油化学製品の環境配慮
　塩素系洗浄剤代替用工業用洗浄剤やアロマフリーのナフ

テン系溶剤等環境対応型製品を提供しています。

　また、二酸化炭素の削減と省エネルギーに貢献するTSパラ

フィン（潜熱蓄熱冷剤用ノルマルパラフィン）を実用化して

います。

　さらに、ナフタレンフリーの高沸点芳香族系溶剤も製品化

しています。

LPG改質型定置用燃料電池システム

プラスチックごみを石油にもどすリサイクル
　油化されたプラスチックごみを、石油精製設備の活用により

石油製品として再生しています。

LPガスの環境配慮
　LPガスは二酸化炭素の排出量が少ないクリーンなエネル

ギーです。

　LPガス仕様の燃料電池な

どのコージェネやLPガス自動

車の普及に努めています。

3
これからも地球環境に配慮した製品・技術をお届けします。

環境に配慮した「JOMO ドリーマーシリーズ」

潤滑油の環境配慮
　自動車や産業機械の省エネルギーに

寄与し、長寿命で生分解性に優れた環

境配慮製品を提供しています。

　「人にやさしく」、「環境にやさしく」、

「資源にやさしく」をモットーに製品を

開発しています。

廃プラスチックのリサイクル

JOMO_D.indd   5-6 05.12.27   10:26:03 AM



7 8

Value Styleステーション
　“smile life with JOMO”をキャッチフレーズに「笑顔・楽しさ・

やさしさ・豊かさ・ナチュラル」をモチーフとした、スタイリッシュ

なお店づくりをしています。

　お客様にくつろぎのひとときと安心のサービスをお届け

します。

Value Style ステーション

「行って見たくなる」、「入りたくなる」、「また来たくなる」お店づくり。

JOMOステーションのバリアフリー化
　すべてのお客様に安心し

てご利用いただけるよう、ユ

ニバーサルデザインを取り入

れたサービスステーションの店

舗開発に取り組んでいます。

　増え続けるセルフサービス

ステーションのバリアフリー

化のため、給油の補助も視野

に入れています。

Value Style ステーション
 セールスルーム

Value Style ステーション
キッズコーナー（ぬりえ）

セールスルームは、JOMOマークを構成する4色（レッド、ブルー、イエロー、グリーン）
の中から店舗ごとに1色選び、その色を基調とする洗練されたインテリアやデザイン
で統一しています。

他業種とのコラボレーション
　洗車やオイル交換などお

車のお手入れの間に、美容室

やコインランドリーなどをご

利用いただける便利なJOMO

ステーションがあります。

　これからもさまざまな業

種とのコラボレーションを進

め、さらに便利なお店づくり

に取り組みます。

コインランドリー併設店舗

美容室併設店舗

静電気事故の防止
　セルフサービスステーションをご利用いただくお客様の安全

のために、静電気除去シートを計量機・注文機に設置し、お客

様に触れていただくことにより静電気事故を防止していま

す。これが消防庁に認められ、他社でも採用されるようにな

りました。

静電気除去シート設置計量機・注文機

（注）「バリュー」、「バリュースタイル」、　　　　　　　　　、「smile life」、「smile life with JOMO 」は、株式会社
　　ジャパンエナジーの登録商標のため、無断使用は禁じられています。

お客様のライフスタイルをより豊かで価値あるものにしたい

Value Style のロゴには 2羽の小鳥と止まり木の枝葉が描かれています

鳥の名前は『ハピネスバーズ（Happiness birds）』2羽の鳥はいつも一緒 

幸せのシンボルであり いつもお客様のスマイルライフを祈っています

葉は 自然（ナチュラル）志向 環境に配慮するという姿勢

これらには お客様に安心して立ち寄っていただける存在になりたい

というValue Styleの願いが込められています

R

スロープを設置した店舗

スペースを広げ、
手すりを設置し
たトイレ
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　「童話の花束」を社会福祉に役立てるために、「JOMO童話基

金」を設立しています。JOMOブランド製品を扱う特約店によ

る「童話の花束」の売上金をもとに基金を運営し、社会福祉法人 

全国社会福祉協議会(全社協)に毎年寄付を行っています。

　全社協では、この寄付を全国の児

童養護施設や母子生活支援施設の

児童を対象とする「JOMO奨学助成

金」として活用しています。

あたたかく、活力ある社会が私たちの願いです。

●JOMO童話賞

　「心のふれあい」をテーマとする創作童話コンテストです。

たくさんの応募の中から選ばれた18作品にさし絵をつけ、

「童話の花束」として毎年皆様にお届けしています。

作品の募集や「童話の花束」のプレゼントなど、詳しくは「童話の花束」のホームページを
ご覧下さい。過去の作品もご覧になれます。
URL http://www.j-energy.co.jp/hanataba/

●JOMO童話基金とJOMO奨学助成金

視覚障害者向けのホームページ「声の花束」に社員ボランティアの朗読で「童話の花束」の
作品を紹介しています。
「声の花束」のホームページ（日本フィランソロピー協会主催）
URL http://www.koetaba.net/index.html

第35回 JOMO童話賞授賞式 第35回 童話の花束

スポーツを愛する人を応援します

　全国のバスケットボールファンの期待に応えるとともに、地

域スポーツの振興を支援するため、各地域に出向いてクリニッ

クを開催しています。子どもから大人までバスケットボール

の基本テクニックを楽しく身につけられるコースとチーム強化

コースを用意しています。

各地で行われたJOMOバスケットボールクリニックの様子や申込み方法などをホーム
ページでご覧になれます。
URL http://www.j-energy.co.jp/jomo_clinic/

長岡市で開催された新潟県中越地震復興支援クリニック

●障害者スポーツ支援

　障害者スポーツを支援するために、ホームページでクリック

募金を行っています。クリック数に応じた金額を障害者スポー

ツ団体に寄付しています。クリックしていただいたお客様に

は金銭的な負担がかからない仕組みです。クリック募金のほ

かにも、障害者スポーツ大会への協賛などを行っています。

クリック募金の贈呈 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界
大会・長野のオフィシャルカーに給油する

JOMOステーションのクルー

クリック募金のホームページはこちら
URL http://www.j-energy.co.jp/cp/society/click_tp.php

心のふれあいを届けて35年

●JOMOバスケットボールクリニック
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　長野県諏訪郡原村と「森
も り

林

の里親契約」を結び、地域の

森林整備の支援をするほか、

社員ボランティアが現地を訪れ、

植林や枝打ち、下草刈などの

森林作業に参加しています。

社員一人ひとりのエナジーを社会の活力に。

災害支援募金とマッチングギフト
　2004年10月に発生した新潟県中越地震に際しては、被災地

に社員を派遣し、食糧や水、カセットコンロなどの支援物資を

届けたほか、社員募金を実施し、マッチングギフトを加えて新

潟県赤十字社に寄付しました。

　ジャパンエナジーでは、そのほかにも、途上国における災害

時に、社員募金を行うとともに、マッチングギフトを加えた寄

付を実施しています。

【マッチングギフト】 役員・社員による寄付の活性化を図るとともに、企業として社会貢
献を果たすことを目的として、役員・社員からの募金額に対して会社が一定額を上乗
せして寄付すること。

森林保全活動

アカマツ林保全ボランティア

地域貢献の取組み
　地域の一員として、清掃活動や地域防災活動への参加・協力

をしています。

　また、地元の学校などからの要望にお応えし、工場見学会や

理科教室を行っています。

社員のボランティア活動支援
　ジャパンエナジーは、社員のボランティア活動を積極的に支

援しています。

　各種ボランティアイベントを

企画・実施し、社員が参加しや

すい環境づくりに取り組んで

います。

　他社やNGOと協働してチャ

リティ古本市を開催するなど、

活動の輪を広げています。

チャリティ子ども英会話 栃木盲導犬センター清掃ボランティア

チャリティ古本市

研究開発センターの理科教室530（ゴミゼロ）運動功労者表彰式（埼玉県戸田市）

●原村・JOMO あゆみの森

●アカマツ林保全の取組み

　新潟県の事業所において

は、構内のアカマツ林保全を長

年続けています。近年、社員

ボランティアも加わり、近隣の

公園の環境整備も含めた活動

に広がっています。

「原村・JOMO あゆみの森」 植林ボランティア
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　ジャパンエナジーは、国連グローバル・

コンパクトに参加しています。

　「基本理念」の実践を通じ、国連グロー

バル・コンパクトの提唱する10原則（人

権・労働・環境・腐敗防止の4分野）の達

成に取り組んでいます。

環境に配慮した事業活動とさまざまな社会貢献活動を通じて社会的責任を果た していきます。

環境と安全の確保がわたしたちの活動の第一歩です
　環境保全と安全の確保を事業運営の基盤として、石油製品

や石油化学製品を中心とするエネルギー・原料の安定的かつ効

率的な供給により、社会の発展と国民生活の向上に貢献して

いきたいと考えています。

石油は、低廉かつ安定的なエネルギー源として、日本経済の発展に大きく寄与してきまし
た。さらに今後も、わが国の一次エネルギーの太宗を占めるものと予測されています。

コンプライアンスの具体的基準
　コンプライアンスの徹底を図るため、役員社員等が遵守すべ

き具体的基準として、独占禁止法の遵守、環境保護、消費者保

護、個人情報の保護など22項目を掲げています。さらに、そ

の他関連法令もすべて対象としたコンプライアンス基本規則

を制定しています。

　内部通報対応のため「基本理念なんでも相談室」を社内に設

置し、運営しています。

　なお、コンプライアンス基本規則では、内部通報者の保護を

明確に規定しています。

基本理念「エナジーの創造」の実践がCSR活動です
　ジャパンエナジーは、基本理念「エナジーの創造」の3つのキー

ワードである「人間のエナジー」「地球のエナジー」「社会のエナ

ジー」を軸に、CSR活動を実践してきました。これからも全

員参加のもと、環境と社会に配慮した活動を続けていきます。

【CSR（Corporate Social Responsibility）】 企業の社会的責任のこと。
従来、企業を評価する上で経済性に重点が置かれてきましたが、環境・社会的側面に
も十分に配慮し、バランスの取れた経営を行うことが企業の社会的責任とする考え方。

個人情報保護
　JOMOステーションで取り扱う各種個

人情報を正しく理解し、個人情報保護法

を遵守するためのガイドライン「個人情

報保護法対応ガイド」を作成しています。

　また、ジャパンエナジーとしての個人

情報保護方針を「プライバシー・ポリシー」

として、ホームページに公開しています。

コンプライアンスの取組み
　ジャパンエナジーは、コンプライアンスがあらゆる事業活動

の大前提であり、役員社員等が企業市民、社会市民として遵守

すべき必要最低限の義務であると考え、コンプライアンスの推

進・徹底を図っています。

国連グローバル・コンパクトへの参加

個人情報保護法対応ガイド

【コンプライアンス】
企業が法令遵守はもとより、社会規範・企業倫理に則って誠実に行動すること。

【国連グローバル・コンパクト】
国連のアナン事務総長が提唱した企業の社会的責任に関する世界的な運動です。

「プライバシー・ポリシー」のホームページはこちら
URL http://www.j-energy.co.jp/guide/privacy/policy.php
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社会・環境活動のさらに詳しい情報を上記ホームページでご確認いただけます。

〒105-8407  東京都港区虎ノ門2-10-1
電話 03-5573-6089（CSR推進部）
FAX 03-5573-6773
 0120-150-106（JOMOお客様センター）
URL http://www.j-energy.co.jp/

発　行 2005年12月
発行者 株式会社ジャパンエナジー   CSR推進部 

環境保全方針
1. 事業活動の全てにわたって、環境に配慮し汚染の防止に努める。
2.  資源の有効活用をはかるため、使用エネルギーの効率的活用、リサイクルの推進
に努める。
3. 関係法令の遵守とともに社会の信用を得る環境レベルの確保に努める。
4.  環境にやさしい製品及び技術等の研究開発に努め、地球環境の環境改善に貢
献する。

「社会・環境報告書2005」
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