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SAKAEホールディングスとは

2023年9月に創立60周年を迎える栄石油株式会社をはじめとした

SAKAEグループは、2021年「SAKAEホールディングス株式会社」

を設立し、ホールディングス化を進めてきました。

半世紀を超えて運営してきたエネルギー事業、自動車事業をベース

に新たな商品やサービスを生み出し、お客様のニーズに応え、地域

社会へ貢献しています。

今あるリソースを活用して新たなサービスを創り出す

セカンドベンチャー企業！



SAKAEホールディングスとは ～事業ドメイン～



SAKAEホールディングスとは ～グループ会社一覧～

栄石油株式会社
https://www.sakaesekiyu.jp/

有限会社 西商店
https://www.nishi-corporation.com/

株式会社 JASTAP
https://jastap.jp/

株式会社SAKAE LOGISTICS
https://sakae-logistics.com/

株式会社 SAKAE Medical
https://www.sakae-medical.com/

株式会社 inherit
https://www.inherit-tokyo.com/

合同会社 STH
https://change-your-life-cleanest.jp/

神奈川県川崎市

東京都世田谷区
千葉県香取市

SAKAEホールディングス株式会社
https://www.sakae-holdings.com/

神奈川県横浜市

● ●

● ●

● ●

●

千葉県鴨川市● ●

●

株式会社 佐々木
http://www.carlife-sasaki.jp/



SAKAEグループの歩み

1963 栄石油株式会社 設立

大師給油所（サービスステーション）開設
※1973年菅生給油所（サービスステーション）開設⇒1998年閉所

2013 ニコニコレンタカー川崎大師支店 開業

レンタカー事業start

2015

2018

2019

2020

車両整備認証工場（2-6088）設立

車両整備事業start
自動車販売事業start

貨物運送サービス－YOSUGANO－ 開業

軽貨物運送事業start

一般貨物運送業許可取得／メディカル部門 新設

一般貨物運送事業start
メディカル事業start（医療器販売、医療機器の配送等）

株式会社JASTAP：軽貨物運送部門事業会社（100％子会社）
株式会社SAKAE Medical：メディカル部門事業会社（100％子会社）

株式会社JASTAP 設立
株式会社SAKAE Medical 設立

2020

2019

2018

2015

2013
1963



SAKAEグループの歩み

2021

2022.1

2022.4

2022.5

2022.6

介護事業start／ハウスクリーニング事業start

介護部門、ハウスクリーニング部門 新設
ハウスクリーニング部門を分社化⇒株式会社inherit設立

SAKAEグループは持株会社化へ移行し、SAKAEホールディングス株式会社を設立

SAKAEホールディングス株式会社 設立

有限会社西商店 M&A

M&A第一弾（100％株式取得）

株式会社SAKAE LOGISTICS 設立

貨物運送事業会社（100％子会社）

軽貨物運送業・貨物運送業

（栄石油YOSUGANO、JASTAP、SAKAE LOGISTICS）の連携を強化。

それぞれの強み、特性を活かし運送業のさらなる拡大を目指すため、

『SAKAE LOGI NETWORK』として総合物流サービスを開始。

『SAKAE LOGI NETWORK』 サービス開始

合同会社STH M&A

光触媒の販売事業開始。
光触媒CLEANEST NFE2の販売、施工代理店の募集・運営を行う。

2022.6

2022.5

2022.4

2022.1

2021



会社の強み

信頼という基盤

1

地域密着企業の栄石油をはじめ、人と
人とのつながり、地域の皆様との連携
を大切にここまで発展してきました。
お客様のニーズに柔軟に対応し、丁寧
なサービスを心掛けることで、信頼し
て任せていただいていると自負してい
ます。

多角化経営

2

お客様の本当に必要なサービスとは何

かを常に考えること、時代の流れに敏

感になること、それが当社の多角化経

営の根幹です。

若手、異業種転身組の積極抜擢

3

採用活動に力を入れており、業界の常

識や慣例にとらわれず、多角的に物事

を捉えること、挑戦・成⾧することを

モットーとし、異業種転身者や若手社

員を新規事業のリーダーに積極的に抜

擢しています。



SAKAEグループの取り組み

SAKAEグループは全社一体となり持続可能な社会

の実現を目指し、企業価値の向上に努めています。

また事業活動や社内の取り組みを通して、SDGs

の7の目標に貢献しています。

社員の健康的な生活を

・健康診断の実施

→生活習慣の見直しをサポート

（スマートライフプロジェクト）

社外研修制度の積極採用

・社内研修と合わせて、各役職に

応じた外部研修を定期的に実施

太陽光発電設備の導入

・太陽光発電設備の導入

→エネルギーの効率的な利用

再開時の非常用電源として活用

・BCP（事業継続計画）の策定

キャリアアップ

・キャリアアップ制度の導入

・グループ会社間の異動願い制度

・短期出向制度、社内ベンチャー制度

外国籍人材の雇用促進

・外国籍人材の雇用促進、育成

・2021年度より外国籍求職者向けの

面接研修を導入

CO2排出削減

・地元行政のカーボンゼロチャレンジに賛同

→地球温暖化対策のため、2050年までの

脱炭素社会の実現を目指す

《取り組み例》

・社用車のエコカー

・ハイブリッドカーへの切り替え

・社内のペーパーレス化

・冷房の設定温度の+2度への取り組み

「川崎市SDGs パートナー」
SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて
取り組む企業として川崎市から認証されています。

01 02 03 04 05

01．SDGsの取り組み

女性活躍を積極的に推進

・時短勤務、在宅勤務（テレワーク）の導入

・出産休暇や育児休暇からの職場復帰を

サポート等

01 02 03 04 05



SAKAEグループの取り組み

石油製品販売事業では、太陽光発電設備の導入等、非常用電源の

完備を始め、BCP（事業継続計画）を策定し、行政から認定を受

けています。

サッカークラブ『川崎フロンターレ』と

フットサルクラブ『IKUSAGA Futsal Club』の

サポートカンパニーに就任しました。

※BCP（事業継続計画）

災害やテロ、システム障害等の緊急時でも、

重要な業務を継続できるような方法や手段を

取り決めておく計画。

01 02 03 04 05

02．BCPの策定

01 02 03 04 05

03．サポートカンパニー

01 02 03 04 05

04．健康経営優良法人に認定

経済産業省が行っている「健康経営優良法

人認定制度」により「健康経営を行ってい

る企業」として認定を受けました。

01 02 03 04 05

05．かながわ健康企業宣言

協会けんぽ神奈川支部の、かながわ健康企業

宣言事業に参加し、「健康企業宣言」を行っ

ています。

01 02 03 04 05



会社概要

社 名

所 在 地

T E L ／ F A X

代 表 取 締 役

設 立

従 業 員 数

資 本 金

事 業 内 容

グ ル ー プ 会 社

取 引 銀 行

SAKAEホールディングス株式会社

〒222-0033
横浜市港北区新横浜1-14-20-8F

045-548-4041／045-548-4081

髙橋 朋也

2021年9月

20,000,000円

50名（グループ会社含む）

グループ全体の経営方針
新規事業計画の策定および経営管理等

栄石油株式会社
株式会社JASTAP
株式会社SAKAE Medical
株式会社inherit
有限会社西商店
株式会社SAKAE LOGISTICS
合同会社STH
株式会社佐々木

横浜銀行 川崎信用金庫 芝信用金庫

適格請求書登録番号 T8-0200-0107-3052



Thank you for your appreciation.


