
夢に、前向きな、毎日。
私たちは、

そのパートナーです。

Ｔｏｇｅｔｈｅｒ to tomorrow.
We are the partner of your life.

事業案内





新しい夢の実現のために、私たちはチャレンジを続けます。

地域の皆様の毎日の暮らしに必要なものを届けたい。
私たちは、地域のお客様とともに、未来に向かって夢のある生活文化を創り出す「一番身近な存在」
として、これからも「夢に、前向き」な挑戦を続けます。

社 名 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ

会社設立 昭和 34 年 2 月

代 表 者 代表取締役社長 岡 恒憲

上 場 福岡証券取引所

売 上 高 573億6,400万円

事業内容 エネルギー、ライフスタイル、フード&ビバレッジ

資 本 金 16億9,089万円

社 員 数 519名



■ 石油 部門

■ ガス 部門

■ 電力小売 部門

■ 発電 部門

Energy

明治40年より石油製品の販売を開始。今では南九州に約40店舗のＳＳ（販売店含むと約120店舗）を有し、ＥＮＥＯＳ
株式会社の特約店としてガソリン・その他各種石油製品の卸売や直売、またＳＳでは給油のほか、車検・整備・メン
テナンス、各種商品の販売等を行っています。

ＳＳの仕事とは？

身近なカーライフアドバイザーとして活躍中！
・毎日の安全走行のお手伝い（タイヤ・オイルなどのカーメンテナンス）

・洗車やコーティングなどのボディメンテナンス

・愛車のホームドクターとして、カーライフをサポート



ＳＳ店舗の業務紹介！！（セルフ武岡台SS 水渕君）

活躍している先輩社員たち！

セルフ武岡台ＳＳ
水渕 海斗

（鹿児島情報高等学校）
入社…2016年
趣味…釣り、ドライブ
特技…バスケ

自分はセルフ型の店舗にいますが、給油以外にも
オイル・タイヤ・車検などの「提案、販売」があ
ります。最初は分からないことだらけでしたが、
研修を通じて商品知識や、接客など沢山の知識が
身に付く機会があります。「くらし」の一部であ
る仕事なので、お客様から頂く「ありがとう。ま
た来るね。」などの声を頂いた時には達成感があ
りますので、やりがいのある仕事です！

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ伊敷店
店長 川畑 貴也

入社…2016年
趣味…ラーメン屋巡り
特技…和太鼓

ＳＳは給油だけでなく、オイルやタイヤの販売、
洗車や車検の提案など「サービス・ステーション
（ＳＳ）」の名にふさわしく、様々なお客様のご
要望にお応えします。多くの商品知識を学ぶ、接
客力が身に付くなど、やりがいを感じる仕事で
す。販売業務だけでなく、お客様が快適にご利用
いただくための店舗の改善、スタッフ教育などの
管理業務が私の仕事です！

店長さんに聞いてみた！

これが私の仕事です！

メールチェック

給油管理

コーティング

安全点検

洗車

商談

出勤後はパソコンで社内シ
ステムとメールをチェック
するのが日課です！事業部
からの指示、キャンペーン
のお知らせなどを見逃さな
いように注意しています。

セルフスタンドではお客様
自身で給油していただいて
おりますが、実は資格所持
者がカメラで確認をして給
油ボタンを押しています！
お客様に安全に給油して頂
けるようしっかりチェックし
ています。

コーティングは研修・認定
試験を受け、技術認定資格
を取得したスタッフが行っ
ています。
お客様の車の「キレイ」を守
るために、１台1台丁寧な施
工を行っております♪

お客様の安心・爽快なドライ
ブをサポートするため、無料
で車の点検をしております。
気軽に調子を確認できるSS
は車にとってまさに「身近な
町のお医者さん」です！

最近はセルフ洗車が増えて
きていますが、もちろんス
タッフによる洗車も承ってお
ります！ボディメンテナンス
のプロとして、お客様の車を
隅々まで綺麗に致します♪

お客様からはお車に関する
様々なご相談を頂きます。私
たちは「カーライフアドバイ
ザー」として、お客様のお車
の安心・安全・快適を実施す
るために様々なご提案をさ
せていただいております♪



■ 石油 部門

■ ガス 部門

■ 電力小売 部門

■ 発電 部門

Energy

昭和34年よりＬＰガスの販売を開始し、4つの大型海上基地を中心に、流通の合理化とコスト削減に努めています。ま
た、電話回線を通じて24時間お客様の安全を監視する「保安監視センター」を設置し、安心・安全なガスの安定供給
に努めています。

ガスの仕事とは？

お客様の生活空間をエネルギーマネジメント！
・ＬＰガス設備の保安、点検、保守

・住宅設備機器（ＬＰガス機器や大型家電）の提案

・集中管理システムの導入でより安全・快適なサービス提供



ガス店舗の業務紹介！！（ミスミガス湧水店 三角園君）

活躍している先輩社員たち！

ミスミガス湧水店
三角園 丈世

（鳳凰高等学校）
入社…2020年
趣味…映画鑑賞
特技…サッカー

ミスミガスでは大きく分けて2つの業務（販売と保
安）を行っています。
現在は、先輩社員に同行して保安点検や保安機器
の交換を行い知識を深めつつ、集金などを通して
お客様との交流・対応の仕方を学んでいます。
お客様の生活をより快適にするお手伝いができる
ことが、この仕事のやりがいです！

ミスミガス垂水店
店長 米盛 将矢

入社…2014年
趣味…映画鑑賞、釣り
特技…ゴルフ

ミスミガスではＬＰガス販売という業種の特徴で
もある「お客様との接点の多さ」を大事にして、
ガス販売以外にもリフォーム事業や住宅設備であ
るガス衣類乾燥機、高効率給湯設備などの販売及
び設置を行っています。
「くらし」に関わるあらゆる面で、お客様の生活
をより快適にするお手伝いをするのが私たちの仕
事です。

店長さんに聞いてみた！

これが私の仕事です！

整理整頓

保安点検

ガス工事

機器清掃

来客対応

データ入力

出勤後、現場に行く前に車
両内整理を行います。ガス
工事では多くの工具、部材
を使うため、常に整理整頓
を心掛けスムーズな業務が
行えるようにしています！

お客様がレンタルされてい
るファンヒーターをお預か
りして清掃・保管します。
来シーズン気持ちよく使っ
ていただくために隅々まで
綺麗にしています♪

安全にガスをご利用して頂
くために、保安点検業務は
欠かせません！ガス漏れ検
査はもちろん、機器の調子
も確認してお客様が快適に
ガス器具を使えるようにサ
ポートしています。

現在、ガス工事の資格取得
前なので一人で工事が出
来ませんが、先輩社員の
フォローを頂きノウハウを
勉強中です！工具の使い
方から機器の取り付け・修
理の方法など丁寧に教えて
いただいています♪

点検内容やお客様情報、１
日の業務内容の入力も大
切な仕事です。データを
しっかり管理することで、
お客様により良いサービス
をご提案できるようにして
います♪

ガス料金の支払いや機器
の相談でお客様が事務所
に来店されます。交流を深
めて信頼関係を築き上げる
ことは、お客様と長くお付
き合いするガス店スタッフ
にとってとても重要です！



ケンタッキー・フライド・チキンを鹿児島・熊本・宮崎・福岡・大分の主要都市を中心に、40数店舗展開していま
す。全国のフランチャイジーでもトップクラスのセールス・店舗数です。また、世界最大のピザチェーン「ピザハッ
ト」やオリジナルブランド「石窯パン工房 パラッソ」の運営もしております。

外食の仕事とは？

お客様に世界ブランドの美味しさと笑顔をお届け！
・手作り、できたての美味しさでお客様を幸せにする

・心のこもったサービスを実践するCHAMPS活動

・売上管理やスタッフ育成などの店舗運営業務

■ 外食 部門

Food&
Beverage



外食店舗の業務紹介！！（ＫＦＣ都城店 上浦さん）

活躍している先輩社員たち！

ＫＦＣ都城店
上浦 未来

（曽於高等学校）
入社…2019年
趣味…漫画・アニメ
特技…特殊メイク

ケンタッキーでは、お客様に私たちの作るチキン
で幸せになってもらいたいと考えています。
私は今、資材の発注や新商品メニューの切り替え
などを行っています。たくさんの業務を行う中で
失敗してしまう事もありますが、「次は失敗しな
い！」と思い行動することでやりがいを感じてい
ます。
『自分が成長すればその分結果が返ってくる！』
それが私の仕事です。

ＫＦＣ鹿屋店
店長 脇 詩織

入社…2016年
趣味…ツーリング
特技…テトリス

「美味しさで人を幸せにしたい」という創設者
カーネルサンダースの思いを受け継ぎ、自分達が
作るチキンの美味しさでお客様に幸せになって頂
きたいと考えています。店舗によって客数や単
価、販売の多いメニューが変わるのが面白いとこ
ろです。店長として、自店舗に合った販売戦略を
練って実行するなど、売上獲得へ向けてお店の舵
取りを行っています！

店長さんに聞いてみた！

これが私の仕事です！

情報確認

手洗い

チキン調理

接客業務

パック作業

在庫管理

社内システムを確認するの
が出社時の日課です。事業
部からの方針やキャンペー
ンのお知らせなど、重要な
情報を見逃すことが無いよ
うに注意しています！

KFCでは、決められた手順
に従って肘や爪まで綺麗に
洗浄する「完全手洗い」を
実施しています。その他、徹
底的な衛生管理を行うこと
でお客様に「安全・安心」な
食事をご提供しています♪

オリジナルチキンは1ピー
スずつ丁寧に手作りしてい
ます。その過程はなんと20
工程！揚げるときは専用の
圧力釜を使うなどのこだわ
りで、お客様が幸せになれ
る食事をご提供します♪

パック作業ではオーダーの
正確さはもちろん、スピー
ドも肝心です！お客様に満
足していただけるサービス
を目指して、日々試行錯誤
しながら業務に取り組んで
います。

閉店後は明日の営業のた
めの在庫確認をします。お
客様と直接触れ合う業務で
はありませんが、毎日の営
業を裏側で支えることも私
たちの大切な業務です！

KFCでは毎日多くのお客
様がいらっしゃいます。そ
んな中でも一人ひとりへの
「おもてなし」の心は忘れま
せん。お客様の笑顔が見ら
れることが私たちの仕事の
活力にもなっています♪



ブックスミスミは南九州に7店舗展開しており、書籍、文具・雑貨、ＣＤ・ＤＶＤの販売やレンタルを行っています。
また、Apple社製品の取扱販売店である「misumiSTORE」を鹿児島と熊本に出店するなど、常に新しい挑戦に取り組ん
でいます。

カルチャーの仕事とは？

お客様に+αの楽しさを提供します！
・「一冊の本との出会い」を通して新しい世界観を提供

・Apple商品の販売、サポートでより快適な暮らしを提案

・快適に過ごしていただくための接客、売り場作り

Life
Style

■ カルチャー 部門

■ カーライフ 部門

■ ホームライフ 部門

■ オプシアミスミ



カルチャー店舗の業務紹介！！（ブックスミスミオプシア 北村さん）

活躍している先輩社員たち！

ブックスミスミオプシア
北村 真優

（鹿児島南高等学校）
入社…2020年
趣味…読書・音楽鑑賞
特技…バドミントン

ブックスミスミオプシアは書籍・レンタル・文具
があります。その中で私は書籍を担当しておりま
す。お客様が店内で心地よく過ごしていただける
よう、より良い接客と笑顔でお客様の様々な要望
にお応えいたします。この業務は自分の成長を感
じられ、とてもやりがいがあります。主にレジで
の接客や商品の管理などが私の仕事です！

ブックスミスミオプシア
野間 京香

（開陽高等学校）
入社…2018年
趣味…音楽鑑賞
特技…情報収集

ブックスミスミは、書籍・文具・雑貨・ＣＤ／Ｄ
ＶＤ・レンタル・ゲームなど多種多様な商品を取
り扱っています。販売を通じて、お客様に情報・
文化・エンターテイメントなどの「感動」を提供
できるよう、「あなたの街の本屋さん」を目指し
ています。快適な空間を作り、幅広い商品知識を
身に付け、お客様にご満足いただくことが私の仕
事です。

売場清掃

接客業務

バックヤード

売場整理

お問い合わせ

業務引継ぎ

活躍している先輩社員たち！

出勤後はまず売場の清掃
を行います。オープン後、お
客様に気持ちよく過ごして
いただけるよう、隅々まで
清掃することを心掛けてい
ます！

バックヤードでは届いた商
品を売り場に出すための作
業を行います。商品が多い
ため、ここでしっかりと準
備をしておくことが素早く
品出しをするためにもとて
も大切です！

書店はシフト制の為、退勤時
間=営業終了とは限りませ
ん。「自分がどこまで業務を
行っているか」「お客様から
の引継ぎ事項はないか」を必
ず記録し、次のシフトのス
タッフがスムーズに業務に入
れるようにしています！

直接お客様が商品を手に取る
売り場は、常に整理整頓する
ことが大切です！お客様がす
ぐに商品を見つけられること
は勿論ですが、新しい一冊を
発見していただけるように売
り場作りも工夫しています♪

「欲しい本があるけど、タイト
ルが分からない！」
お客様からそのようなお問い
合わせもありますが、僅かな
情報からお客様の求める本を
探し出せるようにタイトル以外
の情報も把握することが大切
です！

レジ業務や売り場での問い
合わせなど、お客様からお
声掛けいただくことは多く
あります。お客様の笑顔を
見ることができるのが、接
客業務のやりがいです♪



■ 石油 部門

■ ガス 部門

■ 電力小売 部門

■ 発電 部門

Energy

発電量
３００
世帯分

■ カルチャー 部門

■ カーライフ 部門

■ ホームライフ 部門

■ オプシアミスミ

Life
Style

プジョー
車検のコバック

テクノストラクチャー
工法

■ カルチャー 部門

■ カーライフ 部門

■ ホームライフ 部門

■ オプシアミスミ

Life
Style

■ カルチャー 部門

■ カーライフ 部門

■ ホームライフ 部門

■ オプシアミスミ

Life
Style

大型商業
施設

その他にも様々な事業を展開！

発電部門
平成27年に「佐多辺塚発電所」、平成30年に「田口用
水発電所」が完成。発電所の導入適地の発掘・調査・
設計・工事や現在稼働している発電所の保守点検を
行っています。

カーライフ部門
フランス車である「プジョー」の販売、自動車保険の
販売のほか、車検・整備などお客様に「快適な車生
活」をご提供するためのサービスを揃えています。

ホームライフ部門
新築からリフォーム、各種省エネ・創エネ機器の設置
まで、当社グループが長年培ってきたホームエネル
ギーを家づくりのノウハウを組み合わせた、最適な住
まいづくりをご提案します。

オプシアミスミ
鹿児島市宇宿の大型商業施設「オプシアミスミ」。当
社が運営するこのショッピングセンターは、生活関連
のテナント約40店舗を有し、お客様の毎日の暮らしを
支えています。



夢のある暮らしを応援する、一番身近な存在に。

Ｍｉｓｕｍｉグループは、毎日の暮らしに欠かせない様々な事業を行っております。
エネルギー、ライフスタイル、フード＆ビバレッジの3つの事業領域を中心に
お客様の暮らしに必要なサービス、毎日に彩りと楽しさを添える様々な商品を提供いたします。
「夢に、前向き」な毎日。私たちは、そのパートナーです。

Ｍｉｓｕｍｉグループ事業内容一覧

石油製品の卸・小売
ガソリンスタンド（ＥＮＥＯＳ）
ＬＰガスの卸・小売
ガス機器・住設機器の販売
発電及び売電・電力小売り

ブックスミスミ・ＴＳＵＴＡＹＡ
Ａｐｐｌｅ社製品の販売
新築・増改築・省エネ機器
自動車・タイヤ等販売・車検
商業施設「オプシアミスミ」

ＫＦＣ・ピザハット店舗
石窯パン工房 パラッソ

エネルギー

ライフスタイル

フード＆ビバレッジ

石油

ＬＰガス

カルチャー

ホームライフ

カーライフ

外食

小水力発電



Ｍｉｓｕｍｉの経営理念

地域の皆様の毎日の暮らしに必要なものを届けたい。
私たちは、地域のお客様とともに、未来へ向かって夢のある生活文化を創り出す
「一番身近な存在」として、「夢に、前向き」な挑戦を続けています。

人事課から皆さんへ！

株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 人事課
新福 悠起

（鹿児島高等学校）
入社…2014年
趣味…音楽（社会人の吹奏楽団に所属）、車（ＤＩＹが中心）
特技…トランペット（私の仕事の動力源）、ＤＩＹ（モノづくりが大好き）

「働く」ということはお客様の生活を豊かにするだけではなく、働いている私たち自身の生活、人生を豊か
にしてくれます！そんな「仕事」だからこそ、しっかり会社のことを知っていただいて、皆さんにより良い
選択をしていただきたいというのが私の思いです。
この企業説明を読んで分からないこと、気になったことは先生を通してでも直接でも構いませんので、どん
どん質問してください♪
株式会社Ｍｉｓｕｍｉでは「お客様の夢」を応援する事はもちろん、「社員の夢」も応援しています。
多くの事業を展開していることは、その分だけ「夢」を叶えるチャンスがあるという事です。
当社の一員となって働き、「あなたの夢」の実現に向けて一緒にチャレンジしていきましょう！

連絡先 ＴＥＬ：099-260-2218
e-mail：shinfuku73062@kk-misumi.co.jp

ブランドロゴに込められた、私たちの想い。

Ｍｉｓｕｍｉグループのブランドロゴ「ジャンピング
Ｍ」。
多様な事業展開を躍動感とともに表現したこのロゴには、
地域の皆様の「夢」のある暮らしを応援する身近な存在と
して、社是・経営方針・そしてブランドスローガンが掲げ
る人間像を日々実践できる社員集団でありたいという私た
ちの想いが込められています。


