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当社は、りゅうせきネットワークグループの事業再編により、2019年10月1日より「株式会社りゅうせきラ
イフサポート」として新たにスタートいたしました。県内全域にガソリンスタンドを展開する「エネルギー
事業」、カー用品総合専門店であるオートバックスの運営を行う「オートバックス事業」、生命保険や損害
保険の代理店業務を行う「ファイナンシャル事業」の3つの事業を融合させ、多くの拠点と商材を活かした
シナジー効果を創出し、県民の皆様のトータルライフをサポートするべく日々邁進しております。

創業者精神である「社業の公共性」を理念とし、これまで培ってきた3事業を基軸に、それぞれの事業の社
員同士で協力し合いながら新たな価値の発見とその実現に挑戦し、ライフスタイルの変化や多様化して
いくお客様のニーズにお応えする、質の高いワンストップサービスをご提供してまいります。

地域社会から信頼され必要とされる企業を目指し、人間力・競争力のある社員の育成にも全力で取り組
む企業、それが、りゅうせきライフサポートです。

代表取締役 尚　諭

3つの事業の融合による
シナジー効果とワンストップサービスにより、
お客様の生活を全力でサポート
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株式会社りゅうせきライフサポート
尚　諭
沖縄県浦添市西洲2丁目2番地3
098-876-1920
令和元年6月21日

5千万円
198億円
661名
ガソリンスタンド41店舗【ENEOS 27店舗、 ENEOS EneJet  14店舗（内セブン-イレブン複合店舗3店舗）】
オートバックス 5店舗
車検工場10店舗【指定整備工場6店舗、認証整備工場4店舗】
鈑金工場 1店舗
保険取扱店舗 3店舗

商　　　号
代 表 者 名
所 在 地
電 話 番 号
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お客様の生活を支える
ワンストップサービス
りゅうせきライフサポートは、ガソリンスタンド運営、オートバックス運営、

生命保険・損害保険代理店など、みなさまの生活になくてはならない

３事業を展開しております。

みなさまの生活をサポートする会社

それが　りゅうせきライフサポートです。
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石油製品の販売 
自動車の点検整備、修理 
レンタカー業
新車・中古車の販売
買取り、オークション売買　
コンビニ事業

自動車部品・付属品及び
アクセサリー類の販売
自動車の点検整備、修理
新車・中古車の販売
買取り、オークション売買　 　

損害保険代理業及び
生命保険の募集に関する
業務



エネルギー事業部

離島も含めた県内全域に
ガソリンスタンドを展開し、
車社会である沖縄のライフラインを担っています。
また、車販売、レンタカー事業、車検、コンビニを併設した複
合店事業なども行っており、様々な角度から県民の皆様のカ
ーライフをサポートしています。 

りゅうせきライフサポートは、
給油のついでに気軽に車の相談も出来る、
身近なカーライフの窓口です。

お客様の大切な財産である「車」

オイルやバッテリーの
点検、タイヤの空気圧
の点検などを行い、タ
イヤのひび割れなど劣
化しているものがあれ
ば、お客様の必要に応
じて交換を行います。
お客様と車の安全を守
る、大切な業務です。

沖縄で年間約
5,000台の車検
実績があり、県内
全域に展開してい
る対象のガソリン
スタンドで受付が出来ます。
エネルギー事業部では、車検の認証工場を2店
舗、指定工場を2店舗持っています。

工場を1か所持
っており、傷やヘ
コミを直したり、塗装をしたりします。

給油

安全点検
板金
塗装

車検

洗車
洗車機、手洗いなどでお
客様の車を綺麗にします。
KeePe r  PRO  SHOP
(キーパープロショップ)と
して、お客様の車にコーテ
ィングをするガソリンスタンドもあります。

車やバイク、トラックな
どに、ガソリンや軽油な
どの燃料を給油します。
りゅうせきライフサポー
トでは、フルサービスの
ガソリンスタンドを19
店舗、セルフサービスの
ガソリンスタンドを22
店舗展開しています。 

用語解説

※コーティングとは…
特殊な溶剤を使って車に艶を出したり汚れをつき　
にくくして、車を美しく保つ技術です。

用語解説

※認定工場とは…

※指定工場とは…
　

車検の分解整備を行えるが、車検の検査は別の車検場で
受ける工場

車検の分解整備から検査まで全てを行える工場



エネルギー
事業部

2019年ドライブウェイコンテスト
セルフ部門

２位

１位

給油作業の他に、お客様のお車の点検、オイルやバッテリー、タイヤなどの
交換作業を行っています。入社してからコーティング1級の資格を取得した
ので、お客様のお車のコーティングも任せてもらえるようになりました。

小さい頃から車が好きで、自分で点検整備が出来るようになりたいと思い
入社しました。また、ガソリンスタンドだけではなく、車検や板金の工場が
あり、車に関する事を幅広くサポートしている点も魅力的だと感じました。

県内の主要ガソリンスタンドが参加する接
客コンテストに、当社も参加しました。
2018年度・2019年度共に、セルフサービス
部門において2連覇を達成！
参加スタッフは店長や先輩スタッフから接客
のコツを学び、それにユーモアを交えて自分
なりの接客を披露。教える側も含め、お互い
に接客の質を高め合っています。

当社で働くスタッフは、危険物取扱者、整備士、検査員資格などを持っています。
特に、ガソリンスタンドは乙種第4類危険物取扱者の資格が必須です。この資格に関し、りゅうせきライフ
サポートでは専門の講師を招き、集中講座を開催しています。年に3回ほど実施しており、毎回高い合格
率となっています。

洗車やコーティングの仕上後を見たお客様に「綺麗になってる！」と喜んで
もらえた時、とてもやりがいを感じます。また、丁寧な接客を心掛けている
ので、お客様から接客を誉めていただけた時は嬉しいです。

「現在の仕事内容を教えてください」

「このお仕事をはじめたきっかけはなんですか?」

「楽しいことや、やりがいを感じることはなんですか?」

2020年入社
安次嶺　悠斗

地域の皆様から信頼される店舗で在り続けるため、
人材育成にも全力で取り組んでいます。人材育成

給油所+コンビニ
ガソリンスタンドの敷地内にセブン-イレブ
ンがあり、給油のついでにお買物が出来ま
す。県内初のセブン-イレブンの店舗として
2019年にスタートし、現在3店舗を展開し
ています。

ドライブウェイコンテスト

社員インタビュー

資格



オートバックス
事業部

県内最大のカー用品アイテム数を誇る〈オートバックス〉の
フランチャイズチェーン店を運営しています。現在県内では
5店舗を展開し、カー用品の販売以外にも、車検、車販売、
メンテナンス作業などもお任せいただいています。

車のアクセサリーから車検整備まで、様々な商
材を取扱いしており、お客様の「カーライフ」
をより楽しくするお手伝いをしています。

国産車や外国車を問わず、幅広い車種を取り扱うプロフェッ
ショナルです。カーナビやドライブレコーダーといったカー
用品の取り付け・交換や、タイヤ、オイル、バッテリー等の交
換、車検整備など、ピットスタッフが行う作業は多岐に渡り
ます。
車に関して困った事があれば、「オートバックスへ行ってみ
よう」と思っていただけるよう、日々技術の向上に努めてい
ます。

県内全ての
『オートバックス』運営

ピット



オートバックス
事業部

カー用品・車　販売
タイヤ、ホイール、カーエレクトロニクス(カーナビ、ドライブレコーダーなど)、オイル、バッ
テリーなど、取り扱う商品は実に3万点になります。

「車を可愛くしたい、かっこよくしたい！」「自分で洗車をしてみ
たい！」といったご要望から、「自分の車と同じ色の塗料が見つ
からない！」といった細やかなご相談まで、丁寧にお話をお伺
いしながら幅広い商品知識を活かしてお客様のニーズにお応
えしています。 

また、仕入れや売り
場作りなどの業務も
行い、よりお客様に
便利にお買物して
いただけるよう努め
ています。様々な年
齢層のお客様がいら
っしゃる職場で接客販売を行う、コミュニケーシ
ョン能力を活かせる仕事です。

全国のオートバックスで〈オートバックス・カーズ〉を展開しており、車の販売や買取も行っ
ています。新車・中古車の両方を取り扱っています。
新車、中古車、国産車、外国車など、豊富な品ぞろえでお客様のご希望に応え、年間約
300台の販売実績があります。 

お子様連れのお客様にもオートバックスを楽しん
でいただけるよう、定期的にイベントを開催してい
ます。
ピットでの作業体験や子ども免許証の交付、廃車
へのお絵かきなどを行い、小さなお子様にも車に
興味を持ってもらえるきっかけになっています。こ
のイベントは店舗で企画・運営を行い、若手社員も
はりきって活躍しています。

先輩社員はこんな資格を
取得しています！

●整備士2級、3級
●検査員
●危険物乙種第4類
●サービス接遇検定
●カーライフアドバイザー
　(社内独自資格)

社員の成長は会社の成長！
合格時には、受験費用を会社が
負担しています。

こどもばっくす 資格



ファイナンシャル
事業部

生命保険、損害保険の代理店として30年以上、
沖縄県民、そして企業の皆様に親しまれてまいり
ました。地元企業ならではの沖縄の生活に合った
ご提案をし、お客様の生活の中の「万が一」を
サポートしています。

生活に関わるリスクは、地域によって変わってきます。
沖縄の風土と生活習慣を考えた、沖縄の暮らし方に
合った保険会社とプランを選ぶことが大切です。
りゅうせきライフサポートでは、地元企業ならではの
「沖縄の生活」に合ったご提案をします。

うちなーんちゅの保険

生命保険

損害保険

ケガや病気などは、いつ訪れるか分かりません。私たちは、生命保険を通して「お客様の安心」
をご提供しています。

車社会の沖縄において必要不可欠な自動車保険や、地震や台風などの自然災害に対する
保険を取扱っています。 

がん保険、医療保険、終身保険、介護保険など 

自動車保険、賠償保険、火災保険、傷害保険など

大同火災、損保ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険、三井住友海上火災保険、
セコム損害保険、東京海上日動火災保険取扱い保険

Aflac、ソニー生命、SOMPOひまわり生命、オリックス生命保険、三井住友海上あいおい生命、
メットライフ生命、東京海上日動あんしん生命、アクサ生命、フコク生命、エヌエヌ生命、
FWD富士生命 

取扱い保険



セミナー

窓　  口

資　  格

生命保険、損害保険を活用し、企業経営のあらゆるリスクをサポートします。 

新 社 会 人 に なった 方 向 け の マ ネ ー セミナ ーとして、
「今から始めるマネープラン」「基礎から学べるマネーセ
ミナー」などを開催。他にも、企業向けセミナーの「経営
者の相続・事業継承セミナー」、ママのための子育て貯
金 セミナ ー など 、様 々 な セミナ ー を 行って い ま す。

基本的にはスタッフがお客様のところへ直接赴きお話を
させていただいており、お客様の移動時間のご負担を減
らし、お気軽にご相談いただけるようにしています。

保険は種類が多す
ぎて、自分 に合っ
た保 険をどうやっ
て選んだら良いか分からない、というお客様の為、現
状を丁寧にヒアリングしながら、複数の保険会社の中
からそれぞれのご心配事に合った保険プランを、オー
ダーメイド方式でご提案しています。
また、本島だけではなく宮古島にも店舗を展開してい
ます。

ファイナンシャルプランナーの資格を持つ法人専任スタッフがあらゆる角度から分析し、
企業基盤の強化をご提案します。 

先輩社員はこんな資格を取得しています！
ファイナンシャルプランナー
損害保険代理店業協会認定保険代理士
損害保険特級資格者(法律・税務)
損害保険上級資格者

シニアライフコンサルタント
住宅ローンアドバイザー
資金業取扱主任者資格
その他

ファイナンシャル
事業部

法人提案 事業保障、役員退職金・弔慰金、相続事業承継、福利厚生など 
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〒901-2123  沖縄県浦添市西洲2-2-3
TEL 098-876-1920   FAX 098-876-2068

石油製品、ガス製品及びガス機器の卸・小売業、石油製品の海上輸送業、
石油製品及びガス製品の陸上輸送業、受託管理業務（ENEOS潤滑油・油槽所
管理・航空機給油）

au電話機器販売に関する代理店業務、auショップの運営、UQ電話機器販売
に関する代理店業務、UQスポットの運営、人材派遣、有料職業紹介、業務委
託、教育事業、システム開発・販売、IT機器の販売、OAデジタル複合機、オフィ
ス機器の販売、ICTツールの販売、フィットネスクラブカーブスの運営、広告販
促物に関するデザイン業務、ホテル・飲食業・土産販売

住宅、マンション、ホテル、給油所などの設計、施工管理及び、コンサルティング、
並びに不動産の売買、仲介管理、赤土流出防止施工業

各種塗料全般、防水資材全般、機械工具・インテリア・包装資材の卸・小売業、
業務用食料品全般・冷凍冷蔵商品等の卸販売業

企業主導型保育事業

リハビリ特化型デイサービス事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業、
介護付有料老人ホーム特定施設ひまわり（那覇市指定地域密着型）の運営

県内最多ガソリンスタンド41店舗を運営していますTEL 098-876-1920

県内オートバックス全店を運営していますTEL 098-876-8041

0980-52-2334
金武店 098-968-7888金武町金武258
名護店 名護市東江4-2-6
平良川店 098-973-2253うるま市字喜屋武278-1
うるま与勝店 098-979-0711うるま市具志川1460
明道店 098-937-3888沖縄市明道1-23-11
あわせ店 098-939-2482沖縄市泡瀬4-30-1
上地店 098-932-9888沖縄市上地3-18-1
美里店 098-937-1922沖縄市美原1-6-13
南インター店 098-983-9911沖縄市上地4-23-22
宮里店 098-938-9439沖縄市古謝津嘉山町1-6
北谷北前1丁目店 098-926-0711北谷町北前1-20-1
北谷桑江店 098-936-9675北谷町桑江472-7
イオンモール沖縄ライカム店 098-931-0077北中城村字ライカム1
卸団地店 098-875-2737浦添市西洲2-1-7
経塚店 098-877-7337浦添市字経塚457
茶山店 098-877-4091浦添市字仲間1-1-3
仲西店 098-877-2098浦添市仲西1-3-19
浦添内間1丁目店 098-877-0711浦添市内間1-2-1
真栄原店 098-877-2118浦添市字西原2-4-9
牧港店 098-876-5750浦添市字牧港4-8-1

めかる店 098-863-8770那覇市銘苅226
小禄店 098-859-3551那覇市具志1-15-1
末吉店 098-885-2110那覇市松島2-7-39
崇元寺店 098-866-5267那覇市泊1-3-5
小禄駅前店 098-858-3838那覇市田原1-3-2
前島店 098-864-2110那覇市前島3-22-8
三原店 098-835-3760那覇市三原1-22-44
山下店 098-857-2140那覇市山下町2-24 
あめく店 那覇市上之屋341-37
崎山店 098-886-5838那覇市首里崎山町3-97-1
宇栄原店 098-859-8950那覇市小禄5-13-12 
空港店 098-858-8004那覇市鏡水344

ニュー小禄店 098-858-3000那覇市字高良3-4-5

ニューマチナト店 098-876-8000浦添市牧港2-48-7 ニュー北谷店 098-936-4001北谷町美浜1-5-8-2
あわせモール店 098-938-5555沖縄市古謝2-17-3ニュー具志川店 098-974-2227うるま市字赤道247-4

本店 生命保険

りゅうせきぴたっと保険センター

TEL 0120-922-774 損害保険 TEL 0120-911-813

マチナト店 080-6495-6544沖縄県浦添市牧港2-48-7 宮古島店 0980-74-2233宮古島市平良字西里772-23

北
部

中
部

浦
添
・
宜
野
湾

那
覇

いとまん店 098-840-8230糸満市兼城471-3
とよみ店 098-856-5115豊見城市真玉橋295 
豊崎店 098-856-4187豊見城市豊崎3-40
津嘉山南店 098-889-3749南風原町津嘉山1683
与那覇店 098-889-0524南風原町字与那覇527-1
兼城店 098-888-2115南風原町兼城265
与那原店 098-945-8111与那原町与那原1176-1

南
部

登野城店 0980-83-0639石垣市登野城1394-1
西里店 0980-79-0334宮古島市平良字西里765-3

離
島

098-862-5888

エネルギー事業部

オートバックス事業部

ファイナンシャル事業部
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