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★触媒を用いてライトナフサのオクタン価を向上（７０⇒８０）させ、レギュラーガソリン（オクタン価９０）の基材とするための装置。

アイ ピー ピー（ＩＰＰ：Independent  Power Producer）

★電力卸供給事業

当社は、四日市製油所隣接地区にて２０万Ｋｗの発電所を建設。2003年度より中部電力向けに営業運転開始予定。

アール ピー エス（ＲＰＳ：Renewable Portfolio Standard）制度

★再生可能エネルギーの導入基準制度のこと。

「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」に基き、電気事業者に対して､毎年その販売電力量に応じ
た一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付け､新エネルギー等の更なる普及を図るもの。

電気事業者の義務

①自ら新エネルギー等で発電する

②他から新エネルギー電気を購入する

当社は､電力小売販売事業への進出をにらみ、新エネルギーとして風力発電業への進出に向けた取り組みを開始。

新エネルギー：風力・太陽光・地熱・水力・バイオマス

アイランド精算方式

★セルフＳＳでの給油終了時、給油機（アイランド）の所から動かずに、その場で精算できる方式のこと。

他社の「店内精算式」に比べて、顧客の利便性が高い。



エス エス ナビ（ＳＳ ＮＶ）指数

★特約店がＳＳの体質強化（低マージン下でも利益を上げられる体質づくり）するための指数のこと。

★ＳＳの経費を最小化し､同時に付加価値粗利（車検、オイル交換、洗車、タイヤ・バッテリ・アクセサリ販売などで
の粗利）及び､ガソリン・軽油販売を最大化する方向性を把握させる目的。

★毎年コスモ石油より、目標指数を特約店に提示する。

★指数は小さければ小さいほど（マイナスもありうる）、強いＳＳであると言える。

計算式＝

⇒参考 本社ＮＶ指数 の項を参照ください

ＳＳ直接経費－（付加価値粗利＋灯油粗利）
燃料油以外の

粗利を最大化

燃料油粗利を

最大化

ＳＳの経費を

最小化

自動車燃料（ガソリン＋軽油）販売数量

エコカード

⇒コスモ・ザ・・カード「エコ」 の項を参照ください。

⇒参考 コスモ･ザ･カード（ハウス） の項を参照ください。

イー アール ピー（ＥＲＰ：Enterprise Resource Planning ）コンサルティング会社

★ＥＲＰ：統合基幹業務パッケージ

当社がＥＰＲを導入した際の人材・ノウハウを活用してＥＲＰ導入時のコンサルティングを事業化。



エフ（Ｆ）指数

★特約店がＳＳを管理（コスト意識）するための指数のこと。

★人件費に対する付加価値粗利（車検、オイル交換、洗車、タイヤ・バッテリ・アクセサリ販売等での粗利）割合を把握し、コスト
意識を高める目的。

★指数は大きければ大きいほど、付加価値販売に強いＳＳと言える。

★毎年コスモ石油より､目標Ｆ指数を特約店に提示。

計算式＝ ×１００

例） Ｆ指数 １００％・・・・・＞付加価値利益を人件費が相殺

Ｆ指数 １２０％・・・・・＞人件費を上回る付加価値販売 ＝強いＳＳであるといえる。

⇒参考 ＳＳ ＮＶ指数 の項を参照ください

⇒参考 本社ＮＶ指数 の項を参照ください

人件費

付加価値粗利

エス シー エム（ＳＣＭ）

★サプライチェーンマネージメント

エフ・シー・シー（ＦＣＣ： Fluid Catalytic Cracking Unit ）
★流動接触分解装置のこと。

★いわゆる二次装置のことであり、軽質留分（主にガソリン留分）をより多く生産するための設備。



エム・ジー販売数量（ＭＧ販売数量）

★モーターガソリン（自動車用ガソリン）の販売量のこと。

オートビークル（Ａｕｔｏ Ｂ-Ｃｌｅ） カーケア コンビニエンス

★Best Car Life Entertainmentからの造語

★ＳＳに併設するカーケア商品販売店舗、設備およびサービス提供の形態のこと。

例）整備・修理､洗車､オイル・タイヤ交換、洗車などの設備。

★セルフ＆オートビークル・・・・・・セルフＳＳにオートビークルを併設したタイプのＳＳ。

★フル＆オートビークル・・・・・・・・フルサービスＳＳにオートビークルを併設したタイプのＳＳ。

オートビークル・キーステーション

★指定あるいは認定工場をはじめ、カーケア全般に対応できる設備を備えたフルサービス・セルフＳＳのこと。

★キーステーションを中心にしてオートビークル・サテライトとネットワーク化することにより、サテライトで受け付けた車検を実施
できるなど､単独のＳＳより広い商圏の顧客ニーズに対応でき、ネットワーク化を実施した地域において高いシェアを獲得でき
る。

★必要設備についての投資をキーステーションに集中させることで、投資コストをセーブできる。

オートビークル・サテライト

★指定あるいは認定工場は持たないが､車検の受け付け窓口となるオートビークルを併設したＳＳのこと。



コスモ・ザ･カード販売比率

★ＳＳでの自燃油（ガソリン・軽油）販売量に占めるコスモ･ザ・カード会員様への販売数量の割合のこと。

カードでの販売比率が高い＝たくさんのお得意様に継続的にご支持いただいているＳＳであると言える。

か

カーケア商品

★車検､修理、オイル交換､洗車､タイヤ・バッテリ・アクセサリ・パーツなど車周りの商品およびサービス

＝付加価値商品

カーケア粗利

★カーケア商品販売などに関わる粗利のこと。

＝付加価値粗利

原単位、ＳＳ原単位

★１ＳＳあたりの１ヶ月の自動車用燃料油販売量のこと。

クイックボックス（Quick Box）
★セルフＳＳに設置してある無人のコスモ・ザ･カード発券機のこと。

与信審査を簡素化（運転免許証は必要）し、その場で仮カードを発券できる（その後本カード発行）ため、顧客の利便性も高く、
コスモ・ザ･カードが支持される（高発券枚数）理由の一つ。



コスモ・ザ･カード「エコ」（エコ・カード）

★コスモ・ザ･カードの機能に加え、「環境保全参加」の機会を会員様に提供するハウスカードのこと。

★コスモ・ザ･カードのターゲットに加え、環境意識の高いお客様を獲得するのが目的。

※上記のほか、会員のお客様には環境報告書や、環境保全活動や寄付金の使途を報告するグリーンレポートを送付

お客様からの
ご寄付

会費の他に毎年５００円の
寄付をお預かり

コスモ石油から
の寄付

コスモ・ザ･カード、「エコ」両
カードの売上から一定割合を

寄付

地球環境保全活動を
サポート

当社が選ぶＮＰＯや公益法人
に寄付

コスモ・ザ･カード（ハウス）

★コスモ石油が独自に運営する、コスモ系列ＳＳ限定のクレジットカードのこと。

⇔トリプルカード

★お客様､特約店（ＳＳ）、コスモ石油３者それぞれに大きなメリットがある

お客様 ：即時発券､キャッシュレスの支払い､キャッシュバックシステム（コスモ・ガソリンマイレージの項を参照ください）、
キャッシング他、多くの特典がある。

ＳＳ ：お得意様に継続的にご利用頂ける（必ずコスモのＳＳを選んで頂ける）しくみが出来る。

ＰＯＳデータ活用でのマーケティングにより、ＳＳ体質強化、販売数量増につながる。

決済業務の軽減ができ、信販系カードに比べ安価な手数料である。

コスモ石油 ：マーケティングツール、ＳＳ体質強化によって販売量アップ、カード手数料収入が期待できる。



コスモ・ガソリンマイレージ

★自燃油・灯油、カーケア商品の売上に応じて、自燃油の決済時にキャッシュバックするコスモ・ザ･カードのシステムのこと。

★カーケア商品の売上を伸ばし､同時に自燃油の売上を伸ばす。

★コスモ・ザ・カードの機能とあわせ、お客様に継続的にコスモのＳＳにご来店頂けるシステム。

仕組み カーケア商品の購入 １，０００円ごとに１マイル付与。

５，０００円以上／月で１０ボーナスマイル付与。

ガソリン・灯油・軽油購入 ３，０００円ごとに１マイル付与。

★1マイルあたり、１リットル１０円をキャッシュバック★

例）コスモ・ザ・カードでオイル交換 １０，０００円 → １０マイル獲得

ボーナスマイル → １０マイル獲得

コスモ・ザ・カードで給油 ６，０００円 → ２マイル獲得

カードの決済時に２２マイル＝１０円×２２マイル＝２２０円キャッシュバック

オイル交換 １０，０００円

ガソリン ６，０００円

キャッシュバック ２２０円（２２マイル×１０円）

請求額合計 １５、７８０円（消費税別）

⇒参考 ネット会員 の項を参照ください。



さ

社有ＳＳ

★コスモ石油が土地・建物を所有しているＳＳのこと。

★特約店へは、コスモ石油が土地・建物を賃貸している。

自己ＳＳ

★特約店が土地・建物を所有しているＳＳのこと。

ザ・カード販売比率

⇒コスモ・ザ・カード販売比率 の項を参照ください。

収益改善プログラム

★外部コンサルタントの導入により、供給部門の付加価値向上を目指す。

外部コンサルタントを導入し､製油所の装置運転を見直すことにより、白油の得率や処理量の向上をはかる。

自燃油

★自動車燃料油のこと＝ガソリン・軽油

全社ＮＶ（ナビ）指数

★全社ＮＶ指数＝ＳＳＮＶ指数＋本社ＮＶ指数

⇒ＳＳＮＶ指数、本社ＮＶ指数 の項を参照ください。

⇒本社ＮＶ指数 の項を参照ください。

セルフ＆ウォッシュ（ＳＥＬＦ＆ＷＡＳＨ）

★セルフ給油機およびセルフ洗車のみを設置してあるタイプのセルフＳＳのこと。

⇔オートビークル併設のセルフあるいはフルサービスＳＳ

⇒参照 オートビークル の項を参照ください。



ジー・ティ・エル（Gas To Liquid）
★天然ガスから製造された液体燃料油のこと。

硫黄分等の不純物をほとんど含まないため、将来のクリーンエネルギーとして期待されている。

石油ガス
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重油（直接・間接）脱硫装置

★常圧蒸留装置からのボトム（重油）から硫黄分を回収するための装置。

⇒脱硫触媒 の項も参照ください。



な
ネット会員

★コスモ石油が運営するＷＥＢサイト コスモ・ガソリンマイレージ http://www.cosmo-oil.co.jp/gmile/index.htmlの会員のこと。

★お客様、コスモ石油双方にメリット。

お客様 ネット会員は､ＳＳでのカーケア商品購入に伴って獲得できるマイルのほかに、当社運営のネット上や加盟店で
の買い物でマイルを貯めることが出来、貯めたマイルはガソリン購入のカード決済時にキャッシュバックされる。

コスモ石油 これらのマイル（決済時のキャッシュバック）の原資は、ガソリンマイレージの加盟店（約９０サイト）が負担してい
るため、他店での買い物で貯めたマイルを当社ＳＳで利用して頂くことができ、お客様に継続的にコスモのＳＳを
ご利用いただける。

例）インターネット上で獲得できるマイル

ネット会員の登録 １０マイル

資料請求 ５０マイル など他多数

⇒参考 コスモ・ガソリンマイレージ の項を参照ください。

た

トリプルカード

★信販各社と提携しているクレジットカードのこと。

⇔ ハウスカード、コスモ・ザ・カード（ハウス） の項を参照ください。

トッパー（Topper：Crude Oil Distillation Unit)
★蒸圧蒸留装置のこと。一般に製油所の処理能力は、トッパーの一日の処理能力で示される。

脱硫触媒

★脱硫は原料油に含まれる硫黄分（Ｓ）に、水素（Ｈ）を反応させて、硫化水素（Ｈ２Ｓ）の形で取り除くのが一般的。

この化学反応を促進させるために触媒が使用される。



は

ハウス・カード

コスモ石油が独自に運営する、コスモ系列ＳＳのみで使用可能なコスモ・ザ・カード（ハウス）のこと。

＝コスモ・ザ・カード「エコ」もハウスカードである。

⇔トリプルカード

付加価値購入額

★ガソリンや軽油以外の、カーケアの購入額。

例）オイル交換、タイヤ交換、洗車、車検、整備など。

発券枚数

★コスモ・ザ・カードの累計発券枚数のこと。脱会者の人数も含む。

⇒参考 有効枚数 の項を参照ください

ピーピーエス（ＰＰＳ：Power Producer and Supplier）
★電力小売事業

当社は、製油所余剰発電能力等を活用し、電力小売事業へ進出

分散型発電事業

★発電機を顧客の敷地内に設置して電力・熱を供給する事業。

燃料供給・運転・メンテナンスまですべてを当社が行い､発電した電力・熱を競争力ある価格で顧客に販売する。

本社ＮＶ指数

目的 ：特約店の体質強化（低マージン下でも利益を上げられる体質づくり）するため、特約店本社（管理部門）の
コスト意識を高めるための指数。毎年コスモ石油より、目標指数を特約店に提示

内容 ：ＳＳ経営に関わるの経費を最小化し、同時に自燃油販売を最大化する方向性を把握する。

⇒ＳＳＮＶ指数とあわせ、全社ＮＶ指数として、特約店の体力を測る指数となる。

⇒参照 ＳＳＮＶ指数、全社ＮＶ指数 の項を参照ください。



や

有効枚数

コスモ・ザ・カードの入会者数から脱会者数を引いた数のこと。

実質の会員様数。

⇒参考 発券枚数 の項を参照ください。

ら

ロイヤルカスタマー

毎年一定額以上、コスモ・ザ・カードでの購入のご実績のあるお客様を特にロイヤルカスタマー（お得意様）と位置付け､長期的
且つ良好な関係の維持に努めている。

流通マージン

★製品の市況価格（卸及び末端）から原油代を差し引いたもの。この流通マージンが元売及び特約店の収益源となる。

ま

ミッドレンジＳＳ

ビークルほどの設備は有しないが、中規模のカーケア設備を有するＳＳのこと。

セルフ、フルサービス両タイプのＳＳがある。

マイレージ、マイル

⇒コスモ・ガソリン・マイレージの項 を参照ください。


