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代表取締役社長
馬渡　清光

日頃、皆様方には格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

昭和32年の創業以来、アポロ興産株式会社は石油製品販売の営業活動を主として行って参り

ました。この間、ガソリンスタンド業務の一環として、車両整備部門の充実を図り、民間車

検場を開設致しました。特に各種保険の取扱いやカーリースを初め、車両販売等も手がけて

参りました。

更に、弊社の社是である『未知と困難に対する挑戦こそ、我々の生き甲斐である』の下、石

油化学製品の企画・デザインや販売に力を注ぎ、近年では、新製品の開発による特許の取得

や販売等も行ってまいりました。

今後とも環境に対応する新製品のご提案により、社会から期待され、声援を頂けるような企

業を目指し、遠くて困難な事業ですが、少しでも目標に近づく為に、将来を嘱望しつつ、た

だ今、挑戦しています。
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概 要

会社名 アポロ興産株式会社

所在地 〒855-0861　長崎県島原市下川尻町69番地

電話番号 0957-62-6281

FAX番号 0957-62-7249

設立年月日 昭和３２年２月

資本金 １，０００万

業務内容

1.石油類の販売
2.石油化学製品の販売
3.自動車に関するリース、レンタル、オークション販売
4.車検、整備、自動車板金(リペア)
5.保険代理業

従業員数 ５６名（平成３０年４月現在）

ア ク セ ス マ ッ プ

[住所] 〒855-0861　長崎県島原市下川尻町69番地



沿革
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こ れ ま で の 歩 み

昭和32年(1957年) 島原市蛭子町に資本金100万円、島原アポロ有限会社設立登記。

昭和32年(1957年) 出光興産株式会社の特約販売店として石油販売を開始。

昭和39年(1964年) 組織を変更してアポロ興産株式会社となす。

昭和39年(1964年) 石油製品の貯蔵並びに供給体勢確立のため島原市烏山海岸に油槽基地建設。

昭和44年(1969年) 島原市外港に本社社屋建設。

昭和47年(1972年) 資本金を400万円に増資。

昭和51年(1976年) 本社住所を島原市下川尻町69番地に登記変更。

昭和51年(1976年) 資本金を1000万円に増資。

昭和54年(1979年)
出光石油化学(株)の九州第一号販売店として指定を受け石油化学製品の販売を開始。
 

昭和55年(1980年) 福岡市内で石油化学製品の販売を開始。石油化学部福岡営業所設立

昭和58年(1983年) 長崎市内で石油化学製品の販売を開始。石油化学部長崎営業所設立

昭和63年(1988年) カーリース事業発足。(住友三井オートサービス株式会社代理店）

昭和63年(1988年) 損害保険代理店契約締結。

平成10年(1998年) 自動車整備工場「ハーテックオートAPOLLO」開設。

平成15年(2003年) (有)アポレックス設立

平成16年(2004年) 出光Mydo車検センター九州第一号店を島原市蛭子町 島原営業所に併設。

平成16年(2004年) ｢スーパーオークション｣加盟店となり､車販事業を開始する。

平成20年(2008年) 石油化学部熊本営業所設立

平成26年(2014年) 小口燃料配送拠点として、配送センターを改装。

平成26年(2014年) 本社事務所を現住所に移転。

平成26年(2014年) 中核営業所として、ハーテック島原外港をオープン。

平成26年(2014年) ピッカーズ事業発足。ハーテック島原外港に併設（板金事業）

平成28年(2016年) ハーテック有家に、配送備蓄用重油タンク設置。

平成28年(2016年) ニコニコレンタカー事業発足。ハーテック島原外港にオープン。
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自 動 車 関 連 事 業

サービスステーション

多様化する車社会の中で、石油製品全般から自動車関連商
品販売、車検、保険、カーリース、中古車販売に至るまで
トータルなカーライフをサポートします。 そして地域の皆
様とコミュニケーションを図れるよう、給油をふれ合いの
時とし、サービスルームはくつろぎと情報の場となり、ピ
ット作業は信頼の絆となり、常に新鮮で価値ある情報と技
術、サービスにより人と車にエネルギーを与え続けます。

車検・整備

サービスステーションと連携して、メンテナンス、給油・
保険に至るまでトータルでお客様のカーライフをサポート
しています。
お車の点検、整備、修理、ボディケア、キズの事ならどん
な事でもご相談下さい。

ピッカーズ(リペア)

ピッカーズは、自動車鈑金（キズ・へこみ直し）。手頃な
料金で修理ができて、あなたの愛車をすぐにピッカピカに
直します。ガソリンスタンドとの併設型店舗だからこそで
きる家賃コストの削減や、画期的な塗装技術と工程の完全
マニュアル化によってコストダウンを徹底。ドライバーの
皆様にうれしい激安価格を実現しました。
愛車をピッカピカに!皆様のご来店をお待ちしています。

ニコニコレンタカー

ニコニコレンタカーは、全国1400店を超える格安！激安レ
ンタカー日本最大ネットワーク。必要なときだけ手軽に借
りられる、あなたのエコライフ応援企業です。ガソリンス
タンド、カーショップ、整備工場など今ある店舗設備と、
良質な中古車を有効活用することで大幅にコストダウン。
ドライバーにうれしいエコ＆激安価格を実現しました。み
んなにニコニコ！あなたの街に続々と格安レンタカー店舗
オープン。みなさまのご来店をお待ちしています。 
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営 業 ・ 直 売 事 業

カーリース・カーオークション

車は「活用する」ことが目的のはずなのに、実際は「維持
する」ことに多くの手間と費用がかかっていませんか？
カーリースならお客様のニーズに合わせて、車に関する面
倒なことを全てお任せ頂けるだけでなく、無駄な出費を抑
えることができます。
又、中古車カーオークションにて欲しかったあの車を格安
にて必ず探します。お車の乗り換え時の下取りや不要車の
買取も行っています。どうぞお気軽にご相談下さい。

直売事業

製造、電力、運輸、建設など、あらゆる産業界において最
も重要なエネルギーが石油です。
　熱源、原料、機器装置の潤滑さらにはドライクリーニン
グ用溶剤などの用途に合わせて、あらゆる種類の「油」で
くらしを支えるお手伝いをしています。長年にわたる取引
のなかで、 相互の信頼関係が築き上げられ、安定した取引
の持続に繋がっていきます。
 

石油化学部

包装資材･パッケージデザインを企画から製品までご提案。
包装資材の販売を通じて、包み込まれる商品をより良い状
態で消費者まで届けるために、デザイン企画によるイメー
ジ創りから、最終製品の梱包に至るまでの一連の流れを通
じて、各々の状態に合う包装資材、包装機器、充填機械、
梱包資材等の総合包材をご提案します。

各種保険事業

私たちは、ご自身のニーズや将来のビジョンにマッチした
商品をご提案していきます。それが私たちにできるちょっ
としたお手伝いです。
実績と信頼の、あらゆる商品を揃えております。今後もリ
スクマネジメントに専念し皆様方の「安心」をサポートし
て行きたいと存じます。
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島原営業所

〒855-0816
長崎県島原市蛭子町1丁目7
460
TEL 0957-62-2281
FAX 0957-62-2282

石化福岡営業所

〒814-0161
福岡県福岡市早良区飯倉4-
9-15
TEL 092-863-7555
FAX 092-863-7553

ﾊｰﾃｯｸ島原外港

〒855-0861
長崎県島原市下川尻町69番
地
TEL 0957-62-7221
FAX 0957-73-6116

石化長崎営業所

〒850-0066
長崎市大浜町1605-1マリナ
シティ長崎A-413号
TEL 095-865-8000
FAX 095-865-8001

松尾営業所

〒859-1411
長崎県島原市有明町大三東
甲2063
TEL 0957-68-1171
FAX 0957-68-1172

石化熊本営業所

〒861-2402　熊本県阿蘇郡
西原村大字小森751-1
西原マンション103号
TEL 096-243-0036
FAX 096-349-4890

ハーテック有家

〒859-2205
長崎県南島原市有家町小川
838
TEL 0957-82-2843
FAX 0957-82-2793

石化島原営業所

〒855-0862　長崎県島原市
新湊1丁目32-2
第一マルデンビル１階C号
TEL 0957-63-6800
FAX 0957-63-6805

配送センター

〒855-0802
長崎県島原市弁天町2丁目7
247
TEL 0957-62-4549
FAX 0957-62-9396

整備工場

〒855-0816
長崎県島原市蛭子町１丁目
7460
TEL 0120-60-2932
FAX 0957-62-2282

自動車課・保険課

〒855-0862　長崎県島原市
新湊1丁目32-1
第３マルデンビル４階
TEL 0957-62-6281
FAX 0957-62-7249

統括事業本部

〒855-0862　長崎県島原市
新湊1丁目32-1
第３マルデンビル４階
TEL 0957-62-6281
FAX 0957-62-7249



アポロ興産株式会社

〒855-0861
長崎県島原市下川尻町69番地

TEL:0957-62-6281
FAX:0957-62-7249

URL:http://apollo-kousan.co.jp/

こちらから携帯サイトをご覧になれます。
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