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ご挨拶

弊社は、1955 年（昭和 30 年）LP ガス販売業として創業し、

2016 年（平成 28 年）には、お陰様で設立 60 年を迎えること

ができました。

これもひとえに永年お取引いただいております、多くのお客

様と関係各位のご支援の賜物と感謝申し上げる次第です。

今後は、LP ガスの安全、安定した供給をめざし、住宅リフォ

ームをはじめとし、太陽光発電システム、燃料電池そしてミ

ネラルウォーターの宅配など、お客様の暮らしと健康を快適

にする商品やサービスを提供して参ります。

また、地域密着の快適生活ネットワーカーとして、より便利

で快適な生活のお役に立てる身近な存在を目指し、引き続き

サービスの充実とお客様の満足度向上を計って参ります。

今後とも株式会社マルヰをご愛顧いただきますよう宜しくお

願い申し上げます。

代表取締役社長

小新　吉彦

コンセプトCompany ConceptMessage

企業理念Company Philosophy

社是

企業理念

和を基に、創意を凝らし、熱意であたれ

一、世の中に役立とうと努力し、常に貢献の志を持って

　　生きること

一、絶えず向上心を持ち、常にプラス思考で考え、

　　行動すること

一、マルヰスピリットを尊重し、世の中の流れや

　　新しいものに常にチャレンジをしていくこと

Company Staff マルヰグループ

平成２８年マルヰ「60 周年記念式典」にて



私たちが目指すものOur Vison

マルヰビジョン「DREAM2026」

ビジョン概要

設立６０周年を迎えるにあたり、２０１６年１１月に

２０２６年までの１０年ビジョンを掲げ発表致しました。

地域の方々に１００年先も愛される事を目標としています。

１００年続く企業になるためには、お金よりも何よりも

ここで働く社員にとって魅力のある会社、事業を提供する

マルヰでなければなりません。その為にお客様、地域社会、

社員、そして事業に対して自分達がどうあるべきかをまと

めました。

私たちの夢About DREAM2026

こちらからビジョンの特設 HP へアクセスできます

自分達は何がしたいか？どうあるべきか？

マルヰの社員は以下の４つのチームに配属とな

社員主体で取り組みをおこなっています。

①お客様 ②地域社会 ③社員 ④事業



株式会社マルヰでは、クリーンエネルギーである LP ガスを家庭用、業務用、工業用、空調用、自動車用、電力用など様々

な用途に合わせてご提供しております。

また近年では社会的関心の集まるエネルギー問題にも積極的に取り組むべく太陽光発電や家庭用燃料電池などもご用意し

様々な条件に対応したベストミックスエネルギー・省エネ・エコ商品をご提案いたします。

事業案内Our Business

ガス・エネルギー事業

家庭用

便利で安全なクリーンエネルギー・LP ガスは、厨房・給

湯・冷暖房用として幅広く利用され、家庭用燃料として

不可欠です。

業務用

レストラン・飲食店等の調理用、ビル冷暖房、学校給食

調理用等に利用されています。

バルク供給システム

物流の合理化により高い次元での「安定供給」と「保安の

向上」を可能にし、利便性の高い LP ガスをさらに使いやす

くするために、石川県を中心に、いち早くバルク供給システ

ムの導入を行いました。今後も LP ガス物流の合理化を積極

的に推進します。

自動車用

タクシー等の燃料として使用され、特にその経済的優位性

が燃料経費の節約に大きく貢献しております。

小規模エリアガス施設

団地や区画整理された特定エリアに１つの貯蔵庫から集中

して LP ガスを供給する小規模エリアガス施設を各地で

展開しています。LP ガスのメリットを最大限に生かし

美しい街並み、快適な住環境作りにも貢献しています。

工業用

工場の環境保全や設備の自動化、省力化に対応できるガス

体燃料として、石油からの燃料転換が行われ、その無公害

性、経済性が高く評価されています。



株式会社マルヰでは、キッチン、バス・トイレを始めとする様々なリフォームをご提案しております。

リフォームを単にプラン上で提案するのではなく、福祉住環境やお客様の感性を生かしてお客様が求める新しいライフス

タイルに合ったご提案をいたします。

事業案内Our Business

リフォーム事業

System Bath Rest room

System kitchen

バスルームをリゾートのような

心地よい空間に。浴槽自動洗浄

機能付きバスなど、お手入れ簡

単仕様で、家事の手間を省きま

す。また、保温浴槽、断熱浴室

で「エコ」にも貢献。

New Construction

アクア事業

「私」が使いやすいキッチン。

家族みんなで囲む、お友達を

招いて料理を楽しむキッチン。

様々なお客様のシチュエーシ

ョンにフィットしたキッチン

をご提案いたします。

毎日使うトイレだからこそ

気持ちのよい時間を過ごし

たい。そんな皆様にご満足

いただける、清潔感があり

スタイリッシュな空間を

ご提案いたします。

既築のリフォームに限らず

新築も施工させて頂いてお

ります。最新の３D の CAD

で建てる前にお客様の要望

を形にさせて頂き、ご提案

いたします。

株式会社マルヰでは、お客様のお好みに合せて、天然水である「富士の湧水」

やミネラルウォーターの「クリクラ」のお取扱いを行っております。

毎日にかかせないお水だからこそ、安心・安全で美味しいお水をご提供いたします。

クリクラ 富士の湧水
クリクラは、逆浸透膜というシステムにより、ウイルス

などの病原菌はもちろん、ダイオキシン、ホルムアルデ

ヒドに代表される環境ホルモンまでもしっかり除去します。

そしてその「クリア」な水に良質な 4 種類のミネラル成分

をバランス良く配合してあるので、身体にやさしく、お子

さまにも安心です。

天然ミネラルである「バナジウム」が含まれた富士山北麗

の地下水を使用しています。身体の基本、健康の基本を

「水」によって守ります。特に、現代に不足な各種ミネラル

の供給源となります。



年表

昭和３０年

昭和３１年

昭和３３年

昭和３４年

昭和３６年

昭和４０年

昭和４３年

昭和４４年

昭和４５年

昭和４８年

昭和４９年

昭和５０年

昭和５３年

昭和５４年

昭和５７年

昭和５８年

平成２年

平成４年

平成５年

平成８年

平成９年

平成１５年

平成１８年

平成１９年

平成２２年

平成２６年

平成２７年

平成２８年

小新忠興が加賀市にてLPガス販売開始
（石川県LPガス販売営業許可第１号交付）

「マルヰプロパンガス株式会社」設立
資本金２２０万円

金沢営業所・小松出張所開設

加賀市大聖寺敷地にLPガス充填工場・事務所開設

小松出張所吸収。粟津営業所開設

高圧容器検査場「コーシン産業株式会社」設立

加賀市大聖寺敷地にオートガススタンド併設

「株式会社マルヰ」に変更
LPガス配送業務「加賀マルヰプロパン株式会社」設立

資本金を１，１００万円に増資

LPガス消費家庭の保安調査点検会社「加南保安センター」
設立

小松矢田野町に新社屋建設。小松営業所移転

代表取締役社長小新忠興退任
専務取締役小新昭代表取締役就任

資本金を２，２００万円に増資

資本金を３，０００万円に増資

金沢営業所新築移転

資本金を４，５００万に増資

資本金を６，０００万に増資

代表取締役社長小新昭が代表取締役会長就任
専務取締役小新吉彦が代表取締役社長就任

加賀市小菅波町に本社新築移転
ショールーム「生活創造館マリブ」併設

設立４０周年記念事業「マルヰ２１世紀ビジョン」
発表　資本金を８，０００万に増資

LPガス物流拠点・保安会社
株式会社加賀ガスサービスセンター設立
携帯電話ショップ「ソフトバンク加賀」開設

「コーシン商事株式会社」を「株式会社ドリームライ
ン」に改名。分離独立

本社及び全支店においてISO9001（品質マネジメン
トシステム）の認証取得

設立５０周年記念フェア開催

アクア事業開始。「クリクラ」の販売

電気工事業許可取得

会員制ファンクラブ「マルッコクラブ」始動

設立６０周年記念事業「DREAM2026」発表

Chronology

沿革History

昭和３０年２月、石川県 LP ガス販売営業許可第一号の

交付を受け、「マルヰプロパン株式会社」を翌昭和３１

年に設立した。その時代は燃料と言えば薪や炭が主。

「主婦を薪や炭のススから解放したい」という夢を掲げ

カロリーが高く環境に優しいプロパンガスの利便性や

有効性を説いて廻った。

当時は平均の初月収が６，０００～７，０００円の時代。

プロパンは１０ｋｇあたり１，２００円のガス代と機器

のレンタル料を合わせて３，５００円と高価な品であった。

雨の日も雪の日も１軒１軒を訪問し、家庭の火を絶やす事

なく駆け回った。右の様なダットサントラックやバイクの

荷台で配達していた時代においては、大雪時にはボンベを

１本１本雪の上を滑らせ運び人々の生活を支えたのだった。

その開拓者は今日のマルヰスピリットとして、引き継がれ

ている。

マルヰの歩み

当時のガス充填場

旧金沢営業所



会社概要Business Network

金沢支店

▪本社

石川県加賀市小菅波町２丁目３６

ＴＥＬ：０７６１－７３－１５４１

ＦＡＸ：０７６１－７２－７４７０

▪加賀支店

石川県加賀市小菅波町２丁目３６

ＴＥＬ：（エネルギー）０７６１－７２－２１１５

（リフォーム）０７６１－７２－２８４０

（環境設備  ）０７６１－７２－２１１６

ＦＡＸ：０７６１－７３－０４４８

▪金沢支店

石川県金沢市神宮寺１丁目１８－１６

ＴＥＬ：（エネルギー）０７６－２５２－０６７０

　　　  （リフォーム）０７６－２５２－０６７０

　　　  （ 環境設備  ）０７６－２５２－６２８０

ＦＡＸ：０７６－２５２－２３１０

▪小松営業所

石川県小松市八田野町１９

ＴＥＬ：（アクア）０７６１－４４－３０８５

ＦＡＸ：０７６１－４３－１７４６

Company Profile支店・営業所

本社
加賀支店

小松営業所

Marui Corporation

快適生活ネットワーカー

株式会社 マルヰ

社　　名　　株式会社　マルヰ

設　　立　　昭和３１年１０月

資 本 金　　８， ０００万円

代 表 者    代表取締役社長　小新　吉彦

売 上 高　　１５億円 （グループ計２５億円） 平成２８年度実績

事業内容　■ＬＰガス、 ガス機器の販売

　　　　　　　■住宅、 店舗等のリフォーム、 設計、 施工

　　　　　　　■空調、 給排水設備工事の設計、 施工

　　　　　　　■ボトルドウォーター 『クリクラ』 の販売

　　　　　　　■ナチュラルミネラルウォーター 『富士の湧水』 の販売

　　　　　　　■太陽光発電、 エネファーム （家庭用燃料）

主要取引先　岩谷産業株式会社

関連会社　　コーシン産業株式会社

　　　　　　　　株式会社加賀ガスサービスセンター

　　　　　　　　株式会社ドリームライン

　　　　　　　　　ソフトバンク加賀

　　　　　　　　株式会社アズネット

　　　　　　　　　　ｉPｈｏｎｅ修理工房 小松店

　　　　　　　　　　ｉPａｄ教室 かんたんたっち

加盟団体　　（一社） 石川県エルピーガス協会

　　　　　　　　（一社） 日本コミュニティーガス協会

　　　　　　　　ジェルコ （日本増改築産業協議会）

　　　　　　　　加賀管工事協同組合

許可 ・ 認定　■ＬＰガス販売業 （第１７Ａ－０００８－０３号）

　　　　　　 　　■管工事業 （特第４４２号）

　　　　　　　 　■ＬＰガス製造業 （第４７０号）

　　　　　　　　 ■簡易ガス事業 （１４地点群）

　　　　　　　　 ■建築工事業 （一般第４４２号）

　　　　　　　　 ■電気工事業 （一般第４４２号）

役　　員　　　代表取締役社長

　　　　　　　　　小新　吉彦 （コシン　ヨシヒコ）

　　　　　　　　専務取締役

　　　　　　　　　小新　知治 （コシン　トモハル）

　　　　　　　　取締役

　　　　　　　　　小形　明仁 （オガタ　アキヒト）

　　　　　　　　　伊藤　満枝 （イトウ　ミツエ　）

株式会社マルヰ

フェイスブックも更新しています

ホームページもご覧ください




