
当社取り組み６分野

既存事業領域 新規事業領域

地域、環境との共創で、カーボンニュートラルな循環型社会を創造する。

CNX構想 製油所・事業所を以下６つの機能を有した
低炭素 /資源循環エネルギーハブへ転換

省エネ・消費電力のゼロエミ化

環境配慮型商品・サービスの提供

再生可能エネルギー発電の拡大

バイオマス燃料の供給拡大

サーキュラービジネスの拡大

革新的技術の開発・社会実装

カーボンニュートラルへの挑戦

これら取り組みについては、地域および他社との連携、有識者
および国からのサポートを受けながら、活動を展開しています。

また、製油所、事業所の広大な敷地、大型船が着桟できる桟
橋、タンク群などのユーティリティーは、バイオ燃料基地、水素・
アンモニアの製造・貯蔵基地、廃プラスチックのリサイクル等、
CNXセンターとして生まれ変わるポテンシャルを有しています。
さらに、リチウム電池材料の製造基地、太陽光パネルのリサイ

クル基地としての活用も見込まれます。この強みを再認識しなが
ら、コンビナート全体での「CNXセンター」化を進めます。

ニュートラル達成に向けた取り組みや進捗のモニタリング、およ
び経営層による議論、取締役会への報告を総括しています。

当社は、2050年までに、自社操業に伴う排出量（Scope1+2）のカーボンニュートラル（=CO2排出量ネットゼロ）を目指します。 カーボンニュートラル実現に向けて、当社は、「リサイクル」「非
石油資源活用」「石油事業変革」の切り口で、以下に示すトランジ
ションプランを描いています。

実現に向けてカギとなるのは、コンビナート全体での「CNXセ
ンター」化です。つまり、エネルギー製造拠点として長年操業して
きた製油所を、カーボンニュートラル実現のための拠点に生まれ
変わらせるということです。
当社グループの製油所、事業所の従業員は、安全操業のノウ

ハウを持ち、危険物取り扱いのプロフェッショナルとして、長年、
地域と共に歩んできました。

2050年に向けてのエネルギー・マテリアルトランジションの実
現により、コンビナートを起点としたカーボンニュートラルのライフ
スタイルをイメージし、取り組みを行っています。

所・事業所を下記６つの機能を備えた新たな拠点（低炭素・資源
循環エネルギーハブ）と位置付けるCNX※構想の具現化に向け
たアクションを推進します。

カーボンニュートラル社会の実現に向け、お客さま・社会が必
要とするエネルギー・素材の供給を、既存事業領域の強化拡大
と新規事業領域の早期確立の両面から進めます。並行して製油

※ CNX：Carbon Neutral Transformation 

2021年7月にカーボンニュートラル対応を主導する「技術・
CNX戦略部」を立ち上げました。技術・CNX戦略部は、経営企
画、安全環境、サステナビリティ戦略の各部門と連携し、カーボン

2050年カーボンニュートラルへの挑戦 カーボンニュートラルに向けたトランジションプラン

コンビナート全体での「CNXセンター」化

当社が描くCNXセンターのイメージ図

カーボンニュートラル社会実現に向けた取り組み
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価値創造への取り組み

熱 水素・アンモニア・CCUS 電気石油バイオマス

※ SAF：持続可能な航空燃料
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価値創造への取り組み

カーボンニュートラルへの挑戦

こと、お客さまのニーズを的確に把握しながら、バリューチェーン
全体でのCO2排出量（Scope3）削減にも取り組み、SDGsの
7番目にある、「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」という
難題へ正面から挑戦していきます。

また、当社は、（株）IHIと、当社徳山事業所においてアンモニア
サプライチェーン構築に向けた検討に共同で取り組んでいます。
徳山事業所の貯蔵施設・石油化学装置などの既存設備を活用し、
同事業所のアンモニア輸入基地化、既設ナフサ分解炉等でのア
ンモニア混焼実証を検討しています。また、今後、海外からのブ
ルー・グリーンアンモニアの輸入、コンビナート他近隣事業所へ
のアンモニア供給を検討します。
当社の強みを生かして、世界的にも先進的なアンモニアサプラ

イチェーンを早期に実現することで、カーボンニュートラル社会の
実現に貢献していきます。

バイオマスやCO2フリーアンモニア／水素等の原料比率を大
幅に引き上げることにより、製油所を低炭素・資源循環エネルギー
ハブ（中心拠点）へと転換していくことを目指します。
自社操業に伴うScope1+2のCO2排出量削減はもちろんの

日本政府が2050年カーボンニュートラルの実現を宣言するな
か、その具体策の一つとして水素、アンモニアなどのエネルギー
サプライチェーンの構築に向けた官民による取り組みが加速して
います。当社は、2020年度、国土交通省のカーボンニュートラ
ルポート検討会に徳山事業所やグループ製油所が参画するなど、
水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討を進めると
ともに、海外からのブルー・グリーンアンモニア調達に向けた他
社との協業を検討してきました。中でも徳山事業所は2014年に
原油精製設備を停止し、石油化学原料の製造拠点として石油精
製事業からの転換をいち早く完遂しました。2021年2月には従
来比約30％の省エネルギー効果を発揮できる高効率ナフサ分解
炉の稼働を開始し、さらに2022年稼働予定のバイオマス発電所
の建設等、脱炭素に向けた取り組みを加速させています。これら
の取り組みは、石油精製事業で従来使用していたインフラを活用
することで、効率的に実現しています。

環社会モデルに反映させ、事業成立性を評価します。6社は本実
証事業を通し、炭素循環に基づくSAFサプライチェーンの商業化
や、地域の活性化の促進に貢献していきます。当社は、SAFの
認証制度・規格調査、SAF混合設備および品質管理の基本計
画作成の役割を担っています。

当社、東芝エネルギーシステムズ（株）、東洋エンジニアリング
（株）、（株）東芝、日本ＣＣＳ調査（株）、全日本空輸（株）の6社は
連携して、「持続可能な航空燃料（SAF）※1」を製造するP2C※2

による炭素循環ビジネスモデルを検討してきました。この取り組
みが2021年8月、環境省の委託事業に採択され、今後6社は地
域のインフラや特徴を生かしてカーボンリサイクルを地域内で実
現させ、脱炭素化の促進と地域振興を両立させる検討を行いま
す。具体的には、各社が持つ知見・技術や関連するプラント設備
等を生かし、CO2の分離回収からSAF製造、消費までの全工程
について検討し、得られたデータ・知見を、地域における炭素循

※1   SAF：Sustainable Aviation Fuel（原材料の生産・収集から燃焼までの過程で、
CO2の排出量が少ない持続可能な供給源から製造されるジェット燃料）

※2   P2C：CCU／カーボンリサイクル技術の一つであるPower to Chemicals
（P2C）は、再生可能エネルギーや再生可能エネルギー由来水素等を用いてCO2

を環境価値の高い有価物に再利用する技術であり、CO2の排出量削減だけでな
く、再生可能エネルギーの普及拡大にも大きく貢献する 

バリューチェーン全体でのCO2排出量削減

※ バリューチェーン上の自社排出量

具体的な取り組みの紹介

水素・アンモニアサプライチェーン構築への取り組み

持続可能な航空燃料（SAF）製造を中心としたCO2資源化による地域の活性化への取り組み
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地域での炭素循環社会モデル（イメージ）
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無人配送
SS物流
拠点

超小型EV
/MaaS

水素

デイサービス

包括的で顧客価値の
高いサービスの実現

マルチパーパスモジュール
• オンデマンド
• シームレス
• パーソナライズ

EV充電
MaaS

ステーション
VPP

グリーンデータ
センター

AND
WASH
（洗車）

MRI
健康診断

再生可能
エネルギー

シェア
キッチン

出光Core

ドローン
農薬散布

モビリティとコミュニティの拠点、「スマートよろずや」構想
株式会社出光タジマEV

ドローンを活用した将来構想

「スマートよろずや」
次世代モビリティ戦略

当社は中期経営計画の見直しにおいて、apollostationネット
ワークを地域住民の生活を豊かにする新しい時代のよろずやへと
進化させることを目指し、「スマートよろずや」構想を掲げました。
全国約6,300カ所のエネルギー供給拠点と、その運営を担う特
約販売店をパートナーとし、社内外の価値共創を通じて、地域固

2021年4月、当社は（株）タジマモーターコーポレーションと、
次世代モビリティおよびモビリティサービスを開発する（株）出光
タジマEVを設立しました（P.42）。
出光タジマEVは超小型EVの開発・提供だけではなく、車載

ソーラー、次世代バッテリーの採用、自動運転開発、グリーンス
ローモビリティ開発、新たなサブスクリプションやカーシェアモデ
ルの展開、MaaSに関するデジタルプラットフォームの構築、リサ
イクルシステムの開発を進めていきます。
さらに今後は、系列SSで展開している電力販売と超小型EV

を組み合わせた新たなサービスの開発、高齢者の運転状況を見
守る仕組み、個々の車両を蓄電池と見立てた分散型エネルギーシ
ステムの構築、車両・バッテリーのリサイクルシステムなど、新た
なモビリティサービスの開発に取り組んでいきます。

当社はドローンを活用した物流のラストワンマイル実証事業を
通じて、物流拠点としてのSSの可能性検証に取り組んでいます。
ドローン技術は物流に加え、地域の見守り、インフラや各種プ
ラントの点検など、さまざまな領域で活用が期待されています。

将来的には、SSをドローンのメンテナンス拠点とし、ドローン
技術の社会実装を支えていく構想を描いています。

地域創生と次世代事業の創出に向けた取り組み

価値創造への取り組み

当社は、社会課題の解決に資する次世代事業の創出を重要な経営課題と位置付け、エネルギーのみな
らず、交通、福祉、産業、環境、人材育成、防災防犯、観光の8つの切り口で、地域課題に寄り添った
ソリューションの共創に取り組んでいます。

次世代事業の創出にあたって「スマートよろずや」、「次世代モビリティ戦略」、「地域創生ソリューション」
といった3つのコンセプトで取り組みを進めています。

有の課題を解決するエコシステムの構築を目指しています。
OMO（Online Merges with Offline）型プラットフォームを

通じて、さまざまなサービスを必要な時に必要な場所へ提供する
ことによって、地域の困りごとをまとめて解決し、生活者のQOL 
（Quality of Life）向上と地域の活性化に貢献していきます。

当社グループはグループ内外の資産やサービスをデジタル技
術で連携し、顧客価値を最大化することに取り組んでいます。
地域の困りごとをさまざまなビジネスモジュール（システムや機
能）でつなげて、まとめて解決するよろずやとして、生活者の
QOL向上と地域の活性化に貢献することを目指しています。

デジタルエコシステムの広がり

エネルギー

福祉

交通

観光

防災防犯

人材育成

環境

産業

地域

これまでに、スタートアップ企業と連携し、移動式車輌による脳
ドックサービスや、パーソナライズフードのデリバリー（シェアキッ
チン）サービスの実証に取り組みました。

交通 地域の二次交通に関する課題解決につなげ、移動
に関するソリューションを提案します

福祉 高齢者や障がい者の「生活の質の向上」のため、
新たなサービスの開発・導入を目指します

エネルギー エネルギーのライフサイクルに関する課題を解決
し、地産地消を促進します

産業 個別ソリューションの事業化を通じて現地の雇用
拡大を目指します

環境 さまざまな実証などを通じサステナブルな環境負
荷低減策の導入を目指します

人材
育成

エネルギー・環境分野の教育を通じて持続的に事
業を運営できる人材の育成を図ります

防災
防犯 防災に関連したソリューションを提案します

観光 移動サービスの利便性を高め、観光振興に貢献い
たします

決済する

一括払い 給油
水素充填

分割払い 充電・蓄電

災害時
対応

事故
対応

業務
適合

嗜好性
向上

車両筐体

バッテリー性能維持

音声
通知

期間変動
貸し出し

予約
システム

データ
分析

機能再生

貸し
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伝える

供給する

備える

付加
する

直す 回収する

サブスク

カーシェア

地域広告

見守りサービス

メンテナンス リサイクル

カスタム

保険

マイクロ
　グリッド

電力・次世代
　エネルギー

石油製品金融

GAS

双方向デジタル
プラットフォーム
つながる
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「スマートシティ会津若松」にオープンイノベーション拠点
「会津創生センター」を開設 
～産学官民連携×データ連携基盤・ICTを活用しモビリティ、分散型エネルギー、サーキュラーエコノミー等の分野で協働～

価値創造への取り組み

地域創生と次世代事業の創出に向けた取り組み

種子島における取り組み 
～地域課題解決に向けた共同研究～

山口県周南市の木質バイオマス材利活用推進協議会へ参画 
～エネルギーの地産地消と林業振興に向け、木質バイオマス材利活用を実証・推進～

国富町役場で車両管理システムと連携した
エネルギーマネジメントシステムの実証実験を開始 
～エネルギーコスト・環境負荷の低減と災害時のレジリエンス向上を目指して～

千葉県市原市と包括連携協定を締結 
～超小型EV等先進技術の活用により環境および地域創生に貢献～

さいたま市とゼロカーボンシティ実現に向けた連携協定を締結

地域創生ソリューション

2020年12月、当社が産学公で共同研究する、鹿児島県種子
島地域における「資源を循環させる地域イノベーションエコシステ
ム研究拠点」の取り組みが、国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST）が公募する「共創の場形成支援プログラム」の育成型（共
創分野）プロジェクトとして採択されました。
本共同研究は、国立大学法人東京大学を代表機関とする複数

の機関と協働で、SDGsに基づくビジョンの実現に向け取り組む
ものです。産学公の共創により、バックキャスティングの手法を用

2021年1月、当社は、山口県周南市が発足した木質バイオマ
ス材利活用推進協議会に、協議会委員として参画しました。協議
会では、豊富な森林資源とバイオマス発電設備を併せ持つ周南
市の特性を生かし、エネルギーの地産地消と林業振興を目的に、
実証実験を通して国産の木質バイオマス材利活用を推進します。
協議会では、周南市市有林の一部において、早生樹を活用し

た木質バイオマス材生産の実証等を通じ、参加する関係企業・機
関等が協力し国産材の利用拡大を検討します。早生樹による短
期間・低コストのバイオマス生産に加え、森林と消費地の近接立
地を生かした運搬費低減が期待できます。また、早生樹への転換
により森林の循環利用と林業の振興にも寄与します。
また、本実証実験を踏まえ、早生樹による木質バイオマス材生
産を市内他地域へ拡大することを目指すほか、国産の木質バイオ
マス材利活用の方法についても協議していきます。
当社は、より低炭素なエネルギー供給を目指し、徳山事業所に

2021年1月、当社は、ICT（情報通信技術）を活用したまちづ
くりに取り組む福島県会津若松市の ICTオフィスビル「スマートシ
ティAiCT（アイクト）」内に、新たな地域サービスモデルの創出を
目的とするオープンイノベーション拠点「会津創生センター」を開
設しました。
「会津創生センター」は、ICT活用で先進する会津若松市の
フィールドで、コンピューターサイエンス領域に特化した公立大学
法人会津大学、「スマートシティAiCT」に入居し活動する企業群、
当社関係会社である若松ガス （株）をはじめとする地元企業や当
社特約販売店とともに、データ連携基盤（通称：都市OS）とICT
を活用した市民参加型の新たな地域サービスモデルの創出を目

2021年10月、当社は日本ユニシス（株）、（株）スマートドライ
ブとともに、宮崎県国富町の国富町役場の敷地内において、エネ
ルギーコストや環境負荷の低減と災害時のレジリエンスの向上に
資するシステムの構築を目的とした実証実験を開始しました。3
社は、それぞれの知見を活用し、自治体とともにエネルギーの地
産地消と低炭素化の実現を目指しています。
今回の実証実験では、「人と環境にやさしいまちづくり」として

自然エネルギーの普及に取り組んでいる国富町役場の敷地内に、
太陽光発電システム、公用車EV3台、EV予約管理・車両情報
取得を行う車両管理システム、複数の蓄電池・EV充放電器 /EV
充電器、そして、これらのリソースを遠隔から複合的に制御するエ
ネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギー利用の最適化
を図ります。蓄電池とEVの最適な充放電計画を作成し運用する

ことで、国富町役場の電力コストの低減やCO2排出量の削減に
つなげます。また、災害などによる停電時における蓄電池とEV
からの電力供給の最適運用の検証および事業モデルの検討も実
施します。

指します。
具体的には、当社の新

規事業開発機能を一部移
管し、モビリティ、分散型
エネルギー、サーキュラー
エコノミー等の分野でデー
タとICTを活用した次世代
事業につながるプロジェクトを検討、実証します。将来的には、都
市OSを活用したデータ駆動型のビジネスモデルを構築し、安心・
安全・便利で快適なまちづくりと地域雇用の創出に貢献します。

2021年4月、当社と市原市は、地域の観光振興や産業振興
などの地域創生に貢献する分野において連携・協力することを目
的に、包括連携協定を締結しました。この新たな協定の下、当社
で実証を進めている、超小型EVを活用したカーシェアリングサー
ビス「オートシェア」を市原市内でも展開しています。
当社は、モビリティデータを活用したサービスを提供する株式

会社スマートドライブおよび、位置情報ビッグデータと解析技術
を用いた地域活性化支援ソリューションを提供する （株）ナイトレイ
と協業し、地域の観光資源の最大化を図る取り組みを推進してい
ます。車両の位置データや観光客が発信するSNSデータを組み
合わせることで、観光客の移動をスムーズにするための施策や、
隠れた名所・観光スポットに誘導を図る施策などに活用し、市原
市における観光振興に取り組んでいます。

いることで、複雑化する種子島の地域課題の解決を図るだけでな
く、他の地域への展開を図り拠点ビジョンを実現します。
当社は本取り組みを通じ、参画機関と共創し地域課題解決に

有効なソリューションの実証・展開を目指します。取り組みに当
たっては、全国約6,300カ所のSSネットワーク運営により蓄積し
た地域課題に関する知見と、地域社会に根差した事業を展開す
る特約販売店との連携を生かし、モビリティ分野や分散型エネル
ギー分野等において地域に貢献します。

おいて旧製油所跡地を利用したバイオマス発電所の建設を進め
ています。
当社および徳山事業所は今後も周南市と共に、再生可能エネ

ルギーの活用とエネルギーの地産地消モデル確立を推進します。

現状
■  スギ・ヒノキなどは、幹の太い部分から建築資材や紙な
ど、製品として価値の高い順に利用

■  根元部分や枝条など、他の材で使用できないものをバイ
オマスとして利用することが前提

■  価値の高い木に育てるために 45年以上、手入れが必要

バイオマス用
製紙用

合板用

製材用

バイオマス用

実証事業
■  当初から木全体をバイオマスとする森を造林
■  下刈りや枝打ち、間伐などを省略し、育成コストの低減
を検証

■  早生樹のコウヨウザンなど、周南市に適した短期間での
成長が見込める樹種を実証的に育成

バイオマス用

2021年6月、当社はさいたま市とゼロカーボンシティ（2050
年二酸化炭素排出実質ゼロ）実現に向けた再生可能エネルギー
等の利活用推進に関する連携協定を締結しました。
本協定は、当社とさいたま市が環境・エネルギーの分野で相互

に連携・協働し、さいたま市内の再生可能エネルギーの利活用を
推進する取り組みで、市内の各家庭で発電した卒FIT電力の買
い取りや太陽光発電システムのメンテナンスといったサービス展
開を計画しています。また、市内の卒FIT電力や市内で発電した
再生可能エネルギーを、さいたま市が所有する施設や、当社が新
ブランド「apollostation」として展開するサービスステーションで
利用する等の検討を進め、エネルギーの地産地消を推進します。
併せて、当社関係会社のソーラーフロンティアとNEDO※が共同
研究中の、太陽光パネルリサイクル技術の適用についても検討を
進め、循環型社会「地域循環共生圏」の実現を目指します。

※ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
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2020年1月にデジタル変革室を立ち上げ、複数の実地検証と
企業風土醸成に向けた社内啓発を開始しました。2021年7月
には部門横断で取り組んでいたBPR機能を集約し、デジタル・
DTK推進部としてより一層、新たな社会価値・顧客価値の創造、
従業員体験向上加速を進めていきます。

エネルギー業界を取り巻く事業環境が今後大きく変化していく
ことが予測される中、当社が持続的に成長をするためには、デジ
タルトランスフォーメーション（DX）を全てのビジネスプロセスに
おいて積極導入し、業務の高度化、新たなニーズに沿ったサービ
スの提供を続けていくことが必要不可欠です。その認識の下、当
社は2030年に向けた基本方針「ビジネスプラットフォームの進
化」を掲げ、DXの加速の取り組みを進めています。

経済産業省と東京証券取引所が選定する「デジタルトランス
フォーメーション銘柄2021」に選ばれました。

既存事業で新たな顧客価値を創造していくためには、当社のア
セットを最大限生かした新たな取り組みが欠かせません。例えば
SSでは、お客さまが給油に来てくださるのをただ待っているだけ
でなく、こちらから情報を発信し、SSを新たな体験ができる場所
へと変貌させていく必要があります。「スマートよろずや」構想に
ある、apollostationネットワークを地域住民の生活を豊かにす
る新しい時代のよろずやとして、地域固有の課題解決などお客さ
まの多様なニーズに対してベストなタイミングで最適なサービス
を提供するために、蓄積されたデータを利活用し、お客さま一人
ひとりに寄り添った、サービスを実現していきます。

れまでの働き方を大きく変えていける」という意識が社員に醸成
されました。2021年9月末時点でも在宅勤務が可能な職種の
部門においては出社率30％未満を継続しています。
企業風土醸成を目的とした社員向けオンラインセミナーを実施

し、当社のDX推進の必要性や将来像の説明、社内事例紹介、社
外の有識者とのパネルディスカッションなど、幅広いコンテンツで
全社の変革に向けた取り組みを進めています。

業務プロセス変革を全社横断的に進めるために、事業部間の
シナジー創出や全体最適化に資する複数の実地検証を2020年
4月よりスタートし、各成果確認後、スモールスタートを切るなど、
着実に進捗しています。
また2020年4月は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
う緊急事態宣言の発令などにより、製造技術部門を除く全社の9
割以上の社員が在宅勤務となりました。DXという面ではウェブ
会議やペーパーレス化、電子承認システムなどの活用が進み「こ

デジタル変革の目的の一つは、地域社会に資するまったく新し
いビジネスを創出することです。しかしそれは、当社だけで成し遂
げることはできません。ヘルスケアや住まい、食品、教育など、多

デジタル・DTK推進部では、社内外のあらゆる価値提供を、
データによってつないでいき、デジタルビジネス基盤を作ること
に主眼を置いています。
その最大化のための専門性の高いDX人材と、機動力のある
組織体制とを兼ね備え、DXを実行、推進しています。

方面の分野に強みを持つ企業との連携を通じて取り組みを進め
ていく予定です。2020年は企業間連携によるスマートシティを
題材としたプロジェクト「SmartCityX」に参画しました。

ビジネスプロセス全体をデジタル技術で変革させ、
新たな顧客価値の創造・従業員体験向上へ

DX銘柄

顧客との共創（Digital for Customer）

従業員との共創（Digital for Idemitsu）

ビジネスパートナーとの共創（Digital for Ecosystem）

バリュー「5D」の実践

また、本取り組みは、旧来の発注者・受注者の関係ではな
く、One Teamとなってより良い製品を作り続けるという組
織風土醸成にもつながりました。
その後も変革スコープの拡大に向けた検討を開始し、実証
で得られた知見を、他プラントに適用を拡大しています。今後
も、業務プロセス改善を推進・継続し、事業間を超えたシナ
ジー効果の創出を目指していきます。

社内DX案件の一つとして保全業務の変革を対象とし、従
来と異なるアプローチ（アジャイル・デザインシンキング）にて、
今までの業務のやり方を見直しながら効果検証を行いました。
製油所、関係部門でDX推進体制を組み、継続した業務プ

ロセス改善を100日単位で実行した結果、修繕費の削減、業
務効率化による競争力強化の可能性を見いだすことができま
した。

DXによる製油所保全業務の高度化・安全レベル向上の取り組み

「DXマザー工場」としてDXに取り組んだ千葉事業所の様子

事例

価値創造への取り組み

デジタル変革の加速

ビジネスパートナーとの

共創
Digital for Ecosystem

顧客との

共創
Digital for Customer

従業員との

共創
Digital for Idemitsu

企業間連携による共創
大企業、スタートアップ、
オープンイノベーションなど

顧客に対する新たな価値提供
既存顧客のサービスレベル向上

新規顧客獲得

従業員の新しい働き方創造
全社横断 /業務プロセス変革

による全体最適化

Human-centered
Trans(X)formation
出光のDXはデジタルの力で

人の成長を加速させ、お客さま・地域・社会に貢献する。

● デザインシンキング
● ビジネスデザイン

● データサイエンス

● BPR推進

● アジャイル開発
● システムエンジニアリング

● マーケティング

企業風土醸成
Open・Flat・Agile

マーケティング・
サービスデザイン

顧客への提供価値

デジタルビジネス基盤

Design Digital marketing

Development

DTK（だったらこうしよう）
プロジェクト※

Data science

新たなアプローチ（アジャイル・デザインシンキング）で、迅速な体感へ

現場の困りごと
の可視化

具現化
100日スプリント

本番運用開始 2020/10/1～

デジタル変革室初の投資案件

実体験

※  当社が永続的に発展していくことを目的とした、全社員で
取り組む業務フロー・働き方改革プロジェクト
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