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希望勤務地のお問い合わせ先

入社5年目 SS勤務 マネージャー

入社8年目 中部
支店 エリアマネージャー

入社10年目 SS勤務 マネージャー

入社21年目 中部支店 支店長

2010年
パートとして入社

2015年
正社員に転向

2017年
浜松中央通りSS責任者の
マネージャーに就任！

採用情報サイトでは先輩の生の声が聞ける
SPECIAL MOVIE公開中！
パソコンからは　http://www.eneos-wing.co.jp/recruit/

お問い合わせ・
エントリーは

車の知識ゼロで入社した私ですが、
業務を通じて学び、今では後輩に
技術指導できるまでになりました。

元々話ベタでしたが、今は積極的に
会話できるようになり、私を訪ねてご
来店くださるお客様もいます！
これはヤル気になります。

サービスステーションでは、コーティン
グ、バッテリー、オイル、タイヤなど、
カーグッズの販売も行ってます！ マイ
カーのメンテナンスもバッチリです。

SUCCESS STORY
パート入社から店舗責任者に。
育児休暇制度の完全取得で
家事と育児と仕事を両立できる会社です。

不安で一杯だった新卒時代。
今では自信をもって仕事しています。

「ENEOSウイングは
皆さんの期待に必ず！ 応えます！！」
ともに頑張りましょう。

販売スキルを磨こう！ コミュニケーションも上達！ 車の知識がなくてもOK！
その他にもたくさん！

先輩の声

ワタシたちの
サクセスストーリー

坂田 光さん（2010年卒業 佐賀県出身）

入社1年目
SS勤務

入社3年目
ルート3鳥栖TSの

サブマネージャーに就任

入社10年目
ルート3鳥栖TSの責任者の
マネージャーに就任！

田坂 喜久男さん（1990年高校卒業福岡県出身　　）

伊藤めぐみさん（2010年入社 愛知県出身）

1998年
SS勤務

入社2年目
ＳＳマネージャー就任

入社15年目
課長に就任

入社19年目
支店長に就任

今は5ヵ所のSSを任されています！
管轄のSSスタッフ全員を
必ず幸せにします！
洞口 卓也さん（2011年入社 愛知県出身）

高卒
正社員
募集案内

スマートフォン・携帯電話
からはコチラ 同時にアルバイトも

募集中

入社1年目
SS勤務

入社5年目
ルート23鈴鹿ＴS
マネージャーに就任

入社8年目
中部支店

7エリア地区担当

石油製品の国内シェア50%以上を占めるJXTGエネルギー株式会社の連結子会社で、

その規模は連結子会社でトップ3に入ります。

石油製品の国内シェア50%以上を占めるJXTGエネルギー株式会社の連結子会社で、

その規模は連結子会社でトップ3に入ります。

圧倒的な経営基盤圧倒的な経営基盤

5つのPOINT!ENEOSウイング
ならではの

入社後の不安も解決できる、ENEOSウイングならではのポイントを紹介します。

安心して楽しく働くことができる職場！

希望勤務地 管轄 お問い合わせ

北海道地方

東北地方

新潟、長野

神奈川、山梨

北海道支店
〒060-0001 札幌市中央区北1条西3ｰ3

東北支店
〒980-0021 仙台市青葉区中央3ｰ2ｰ1

東京支店
〒105-0022 東京都港区海岸2ｰ1ｰ16

関東第1支店
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1ｰ9ｰ1

信越支店
〒390-0852 松本市島立301ｰ2

関東第2支店
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3ｰ19ｰ1

静岡支店
〒420-0859 静岡市葵区栄町1ｰ3

011-804-3366

022-722-8655

03-5439-9068

048-657-9881

0263-44-5511

045-478-4761

054-221-5011

希望勤務地 お問い合わせ

静岡西部
愛知東部

愛知中部・西部
岐阜、三重

福岡、大分、熊本
宮崎、鹿児島

東京、千葉
茨城

石川、富山
福井

埼玉、栃木
群馬

静岡
中部・東部

0532-57-3088

052-882-6901

076-223-6385

06-7660-1133

082-536-3015

092-282-4560

095-818-7700

関西地方

中国地方

長崎、佐賀1年目 S君 2年目 M君 3年目 Y君

東海支店
〒440-0076 豊橋市大橋通1ｰ68

中部支店
〒466-0059 名古屋市昭和区福江1ｰ19ｰ23

北陸支店
〒920-0026 金沢市西念町1ｰ1ｰ3 コンフィデンス金沢8階

関西支店
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1ｰ2ｰ10

中国支店
〒732-0052 広島市東区光町1ｰ13ｰ20

九州支店
〒812-0027 福岡市博多区下川端町2ｰ1

西九州支店
〒850-0862 長崎市出島町1ｰ14

管轄

募集要項（SS職限定）

会社概要

採用 職 種  SS職（トータルカーライフアドバイザー）
給　　　与 月給 182,500円 ※専門卒（2年以上）202,000円
勤 務 時 間  1日8時間（※160時間/月間）
待 　 　 遇  交通費 50,000円/月間限度
 昇給年1回、
 賞与年2回（新入社員1回当たり平均47万円/2018年冬季賞与実績）
各 種 手当  時間外手当、子供手当、大都市手当、正月手当、資格手当
 帰省手当、子女教育手当、繁忙期昼食代支給

各種社会保険 健康、雇用、厚生年金
そ　の　他 定年制、継続雇用制度（68歳まで可能）、
 退職金制度
休日休 暇  4週8休制、夏期休暇、冬期休暇、特別休暇制度
 育児休業制度（最大24ヶ月） ※年間休日125日
応 募 方 法  各支店へご連絡ください。（下記参照）
 又は求人票をご覧ください。

商　　　号 株式会社ENEOSウイング
 日本最大の資源エネルギー会社 ＪＸTGエネルギー（株）の60％連結子会社です。
設　　　立 1951年11月17日
代　表　者 代表取締役社長　遠野 哲朗
売　上　高 3,280億円（2019年3月期）
事 業 内 容 石油製品の販売、自動車の整備、KeePer、オートリース・車検・カー用品販売他
 リペア事業、個人向けカーリース
従　業　員 5,300人（うち正社員1,900人）
支　店　数 全国14支店
主要仕入先 ＪＸTGエネルギー  ブリヂストン  住友ゴム工業   KeePer技研   オリックス自動車   東京海上日動火災保険
 カーコンビニ倶楽部　他

必要な資格は「元気」と「スマイル」。キミの笑顔が、街と会社を元気にします。

〒460-0008
名古屋市中区栄3ｰ6ｰ1 栄三丁目ビル（ラシック）12階

ENEOSウイングとは？

自動車の燃料転換が進んでおり、当社が扱うガソリンをはじめとする化石燃料の需要は減少傾向にあります。

そのため、収益基盤を燃料販売だけに頼るのではなく、

当社の強みを生かした新規商材や新規事業の開発と社員教育を早期に実施しており、様々な実績をあげています。

自動車の燃料転換が進んでおり、当社が扱うガソリンをはじめとする化石燃料の需要は減少傾向にあります。

そのため、収益基盤を燃料販売だけに頼るのではなく、

当社の強みを生かした新規商材や新規事業の開発と社員教育を早期に実施しており、様々な実績をあげています。

未来を見据えた事業戦略 ENEOSウイングの強み

わかりやすい評価制度

全
国316ヶ

所3,280億
円

約5,300名

（2019年2月現在）（2019年2月現在）（2019年3月現在）（2019年3月現在） （2019年3月現在）（2019年3月現在）

サービスステーション（SS）数売上高 従業員数

（正社員 1,900名）

乗用車の塗装を維持するため高品質な
ボディコーティングである「KeePer」を導入
し、SS業界No.1の技術力と販売実績を
誇ります。

乗用車の塗装を維持するため高品質な
ボディコーティングである「KeePer」を導入
し、SS業界No.1の技術力と販売実績を
誇ります。

石油流通業界では、トップクラスの軽油
販売量があり、盤石な収益基盤を有して
います。

石油流通業界では、トップクラスの軽油
販売量があり、盤石な収益基盤を有して
います。

KeePerKeePer

大型SS全国展開大型SS全国展開

車のキズ直し、板金、塗装修理など、トータ
ルメンテナンスする車のコンビニエンスス
トア。メンテナンスに関するあらゆることを
学び、実践しています。

車のキズ直し、板金、塗装修理など、トータ
ルメンテナンスする車のコンビニエンスス
トア。メンテナンスに関するあらゆることを
学び、実践しています。

今後の販売戦略として、燃料の種類に
影響されない商品であるタイヤ・リペア
事業などにも注力しています。

今後の販売戦略として、燃料の種類に
影響されない商品であるタイヤ・リペア
事業などにも注力しています。

カーコンビニ倶楽部カーコンビニ倶楽部

タイヤ・リペア事業タイヤ・リペア事業

運転中の車内環境を心地よくするために、
フィルターなどのエアコン関連商品にも
力を入れており、業界No.1の実績をあげ
ています。

運転中の車内環境を心地よくするために、
フィルターなどのエアコン関連商品にも
力を入れており、業界No.1の実績をあげ
ています。

エアコン関連エアコン関連

多様化する乗用車の保有形態に対応する
ためカーリース事業に参入し、メンテナンス
などサポートできる商品をラインナップして
います。

多様化する乗用車の保有形態に対応する
ためカーリース事業に参入し、メンテナンス
などサポートできる商品をラインナップして
います。

カーリース・保険事業カーリース・保険事業

（保護者の皆様へ）

社員の努力を見逃すことなく評価。
処遇に反映する様々な制度を有し、処遇は石油流通業界屈指の水準となっています。

社員の努力を見逃すことなく評価。
処遇に反映する様々な制度を有し、処遇は石油流通業界屈指の水準となっています。
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写真はイメージです。

写真はイメージです
。

コンテスト
による　　技能向上

先輩社員が優しく指
導！

実践しながら業務が
学べる！ 目指す目標があるか

ら

スキルアップできる
！

頑張れば頑張った分

報酬・キャリアアップ
できる！

実践型OJT教育

評価制度報酬

POINT

1

POINT

2
同好会など
仕事以外での活動も

充実！POINT

5

POINT

3

資格取得サポート
働きながら危険物・整備士など、国家資格取得を
会社が全面サポートします。（取得費用を会社が全額援助します。）

研修制度
OJTを中心に先輩社員が優しく教えてくれます。
また、階層別研修制度があります。

クルマの整備ができる！
給油だけじゃない！
クルマをメンテナンス
キレイにする事もできる！！

高卒入社でも
責任ある役職に！
高卒やアルバイト入社でも地区担当・課長・
支店長・役員を目指すことができます。
責任ある立場になることでやりがいも増し、
給与もグーンとアップします。

危険物乙種第4類/整備士2～3級/KeePer1級～2級/安全衛生推進者
高圧ガス取扱者/毒劇物取扱者/宅地建物取引士/保険取扱者

洗車

車検

当社は毎年、前期と後期の２回の報奨旅行制度があります。
全国各地の各ＳＳで前期後期と競い合い、お互いを高め合い、
勝ち取ったＳＳの全社員が表彰され海外（ハワイ･オーストラリア他）旅行を楽しんでいます。
年間約150名がすばらしい思い出を作っています。 頑張った分だけ最高の思い出を作りにいけます！

毎年、優秀社員は海
外旅行へいける！

ファルコン報奨旅行制度

HAWAII

新しい環境での仕事
と

充実した生活をサポ
ート新しい環境での仕事
と

充実した生活をサポ
ート！

社宅・寮完備

POINT

4
光熱費込13,000円で
入居可能！
一人暮らしを応援します！！

これで一人

暮らしも安心！

当社が運営するSSで

「気持ちのいい接客」や「安全安心を販売」。

また、「頼られる車の整備技術」などの力をつけ、

当社を支える仲間として活躍を期待しています。

当社が運営するSSで

「気持ちのいい接客」や「安全安心を販売」。

また、「頼られる車の整備技術」などの力をつけ、

当社を支える仲間として活躍を期待しています。

安心して楽しく働ける
！

それがENEOSウイン
グ！安心して楽しく働ける

！

それがENEOSウイン
グ！

技術力・接客力・商談力コンテスト！
その名のとおり、日常業務で磨いた力を試す社内コ
ンテスト。競い合うことで個人としても企業としても
成長できます。中には入社1年目で全国3位になった
社員もおり、日々の努力次第で若手でも認められる
場となっています。

各種同好会！
「仕事以外も充実させたい!」
オススメなのが同好会。バスハ
イク、軟式野球、フットサル、駅
伝など、たくさんの同好会があ
ります。全国の支店・SSから社
員が集まることもあるので、仲
間との交流も深められます。
（社内支援制度有り）

若手1年目から大活
躍！！

（キーパー）

技能コンテスト！
車本来の輝きと価値を維持し、長年乗って
いる車も新車のようにキレイに蘇る技術
「KeePerコーティング」。車業界ではもの
すごく人気の商品になっています。
ENEOSウイングではこの資格を推奨して
おり、選ばれた精鋭はKeePer技研（株）の
全国選手権に出場し、上位を狙っています。

車の研磨・コーティングなどの技術力を争う

自分の仕事力を試す社内コンテスト

毎年5,000店以上
が参加する

全国キーパー選手権
でも

全国100位以内に

56店舗がランクイン!

圧倒的 業界No.1

ベネフィットステーション！
豊富なメニューを優待価格で利用できる福利厚生
サービス。あらゆるジャンル（各種ホテル､スポーツ

ジム､レジャーランド､レストラン､旅行など）の優待サービスを受け
られ、家族・友人と一緒に使うこともできます。

バスハイク

フットサル同好会

駅伝同好会

アウトドア倶楽部

軟式野球部

キーパーを初め、
タイヤ、オイルなど

各向上委員会が技術面を
含み全面サポート。

「自立したい」
「地元から離れて
憧れのエリアで働きたい」
「家では自由に
生活したい」
という人に大歓迎！

取得可能資格例

登山倶楽部

湾岸浦安TS1位
横浜ゆめが丘SS3位
R23鈴鹿TS4位
高橋SS5位

6位～20位/10か所

21位～50位/16か所

51位～100位/26か所

今年はシンガポール
！

マリーナベイサンズ
に宿泊します！

皆さんに期待してい
ること

当社では、こんなこ
とができる！

08：00

制服に着替え、
一日のスケジュールを確認します。

出社

08：30

SS販売職は接客が大切！
挨拶と笑顔の練習。
SS業務に加え、
販売管理など様々なことを行います。

朝礼・午前の業務

12：00

午後の業務に向けてエネルギー補給!

ランチタイム

13：00

SS業務に加え、後輩への
接客指導なども行います。

午後の業務

17：00

反省点や心がけたいことなど
一日を振り返ります。

本日の業務確認

18：00

今日も一日お疲れさまでした！

退社

一 日 の 業 務 の 流 れ一 日 の 業 務 の 流 れ

車の整備やボディコ
ーティングの

技術を身につけ資格を
とろう！

お客様に「ありがとう
」と

言っていただける喜び
を感じよう！

頑張った分だけ処遇
があがる

評価制度がある！

充実した教育制度で
、

接客力・技術力・商談
力を身につけよう

！

身につけた技術力で信頼
を勝ち取ろう！

コンテストもあるよ
！
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