
 

 1 

 

   全石連   News Release     

１ 

地域社会とドライバーのために～ 

～ＳＳを守る「全石連」  http//:www.zensekiren.or.jp/ 

 

 

 

２０２１年８月２５日  

記 者 各 位 

 全 国 石 油 商 業 組 合 連 合 会 

                                     都 道 府 県 石 油 組 合 

 

 「満タン＆灯油プラス１缶運動」9 月 1 日から全国一斉スタート 

初のテレビ CM 全国放送で燃料備蓄を啓発  

 

～2019 ミス・ティーン・ジャパン グランプリ宮部のぞみさんを起用～ 

   

 

全国石油商業組合連合会（全石連）と 47 都道府県石油組合は、防災の日の９月１日から、石油連盟、

公益社団法人全日本トラック協会、日本ガソリン計量機工業会の協賛を得て、災害など非常時のために

燃料を多めに備えておくことを消費者に推奨する「満タン＆灯油プラス１缶運動（満タン運動）」をスタートし

ます。2017 年度から始まった本運動は 5 年目を迎え、今年度は初となるテレビ CM を全国一斉放送しま

す。CM には 2019 ミス・ティーン・ジャパン グランプリの受賞者でモデル・女優として今後活躍が期待される

宮部のぞみさんを起用し、本運動の主旨・必要性を伝えていきます。 

 

地震や台風等の自然災害に伴う大規模停電が発生した際に、発災直後から暫くの間、営業を継続す

るガソリンスタンド（ＳＳ）はガソリンや灯油を購入する車や人で大混雑し、必要とする燃料の入手が困難に

なるケースがあります。そこで、災害への自衛的な対策として、日常生活で必要になるガソリンや灯油を備

えておくことが、より重要となっています。 
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このようなことから、全石連と石油組合及び協賛３団体は、災害が起きても「満タンで安心、灯油プラス

１缶で安心」をスローガンに、「車の燃料メーターが半分程度になったら、こまめに満タンにしておく」また、

「灯油は１缶多めに備えておく」ことを消費者の皆さんに呼びかけて、万が一の事態が発生した場合でも、

混乱しないよう日頃の心構えの大切さを訴えています。９月１日からスタートするテレビ CM をはじめ

YouTube、Twitter、Instagram、Facebook などの SNS、WEB サイトでの告知展開、全国の石油組合ＳＳで

のポスター掲出などを通じて本運動の啓発活動を行っていきます。ポスターについては両面仕様にしてお

り、片面はマンガを使って子どもにも親しみやすく、理解しやすい内容としました。また、約１５００ヵ所程度

選定する「普及啓発ＳＳ」ではマスクを新たなＰＲツールに加え、ノボリ、バッジなどと組み合わせてより強力

にアピールします。 

 

CM には 2019 ミス・ティーン・ジャパン グランプリの受賞者でモデル・女優として今後活躍が期待される

宮部のぞみさんを起用し、本運動の主旨・必要性を伝えていきます。CM の内容は本運動の公式ホームペ

ージ（http://www.zensekiren.or.jp/mantan-undo）に動画をアップし、閲覧できるようにしています。  

 

本運動には内閣府政策統括官（防災担当）、資源エネルギー庁、国土交通省の後援をいただいており、

政府の「国土強靭化年次計画２０２１」及び「第５次エネルギー基本計画」にも本運動の趣旨が盛り込まれ

ています。 

 

※お手数ですが掲載の場合は掲載誌を下記までご送付お願いいたします。 

本件に関するお問い合わせ先  

  〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-14 

全国石油商業組合連合会 

担当：山崎（やまざき）、石井（いしい）、三橋（みつはし） 

TEL.03(3593)5811 

mantan-undo@zensekiren.or.jp 
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別  紙① 

満タン＆灯油プラス１缶運動  実施概要  

 

１．主催：全国石油商業組合連合会・都道府県石油組合  

２．協賛：石油連盟、公益社団法人全日本トラック協会、日本ガソリン計量機工業会  

３．後援：内閣府政策統括官（防災担当）、資源エネルギー庁、国土交通省  

４．実施期間   ２０２１年９月１日～２０２２年３月３１日  

５．参加者    全国約２１，６００ガソリンスタンド及び石油元売会社等の大型石油タンクローリー 

 

 

 

 

 

 

 

店頭ＰＲイメージ（過年度の風景）  

６．運動周知専用サイト http://www.zensekiren.or.jp/mantan-undo 

７．周知メディア ①主要テレビ局での CM 全国放送（９月中・14 回） 

           ②YouTube、Twitter、Instagram、Facebook などのＷＥＢメディア、 

ＳＮＳでの配信（９～１０月末） 

８．テレビ CM 放送スケジュール（9 月） 

放送日  テレビ局・番組名  時間帯  

9/1：水  【テレビ朝日系】羽鳥慎一モーニングショー 8:00-9:55 

6：月  【TBS 系】【新】教えてもらう前と後  22:00-23:07 

8：水  【日本テレビ系】news every.3 部  17:53-19:00 

10：金  【フジテレビ系】【新】人志松本の酒のツマミになる話  21:58-22:52 

11：土  【テレビ朝日系】サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん  18:56-19:54 

12：日  【フジテレビ系】ボクらの時代  7:00-7:30 

14：火  【テレビ朝日系】羽鳥慎一モーニングショー 8:00-9:55 

18：土  【フジテレビ系】土曜はナニする！？ 8:30-9:55 

18：土  【フジテレビ系】S-PARK 24:35-25:15 

20：月  【日本テレビ系】news every.3 部  17:53-19:00 

24：金  【日本テレビ系】news every.3 部  17:53-19:00 

26：日  【フジテレビ系】ボクらの時代  7:00-7:30 

28：火  【TBS 系】【新】オトラクション 19:00-20:00 

30：木  【テレビ朝日系】羽鳥慎一モーニングショー 8:00-9:55 

※11 日の放送番組が変更する可能性があります  

※地域により放送局・時間が異なる場合や放送のない番組があります  
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別紙② 

９．テレビ CM 画像      

 

 

 

１０．出演者プロフィール 

●宮部のぞみ（メインキャスト） 

2003 年 05 月 22 日生・18 歳、愛知県出身  

     

2019 ミス・ティーン・ジャパン グランプリを受賞し、その後はテレビドラマや CM に出演するほか東京

ガールズコレクションに参加するなど女優・モデルとしても活躍。  

＜受賞歴＞2019 ミス・ティーン・ジャパン グランプリ 

＜ドラマ＞EX金曜ナイトドラマ「真夏の少年～19452020」（2020年）、NTV「俺のスカート、どこ行った？」

（2019 年）、メ～テレ「名古屋行き最終列車 2019」〈留学編〉（2019 年）など 

＜テレビ CM＞SoftBank「青春放題  修学旅行編」 

＜映画＞Short Shorts Film Festival & Asia 2021 出展作品「のぞみ TOKYO 2020 ～今、私、東京に

おるよ～」主演  (2021 年 )  
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別  紙③ 

●礒部希帆（SS スタッフ・女性） 

1991 年 09 月 28 日生・29 歳、神奈川県出身  

 

テレビではバラエティー番組などで幅広く活躍するほか、YouTube 配信、音楽活動や舞台出演など

も行っている。 

＜テレビ＞EX 「家事ヤロウ !!!」（2021 年 02 月）、NTV「踊る！さんま御殿！！」（2020 年 12 月）TX「じ

っくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～」（2020 年 08 月）、TBS「カイモノラボ」（2020 年 08 月）、CX

「参りました！貧ぼっちゃまの大発明」（2020 年 07 月）など 

＜CD＞ 「uchiseiuchi」（2020 年 09 月 28 日）など 

＜YouTube＞「KIHO’s Factory」 

 

●伊藤寛真（SS スタッフ・男性） 

 

21歳で上京しスタントマン・パフォーマー・役者と様々な活動を開始。2009年3月から劇団HIROZ一

期生として旗揚げし、2014年12月にHIROZを卒業。現在、東京にて舞台・映像を中心に活動中。 

＜ドラマ＞「ごくせん」、「特命係長只野仁」、「ウルトラマンセブンX」など 

＜映画＞「少林少女」、「華鬼」、「MAYAKASHI」、「歌舞伎町はいすく～る」、「ManHunt」など 

＜舞台＞ミュージカル「1789-バスティーユの恋人たち」(帝劇・梅芸 )、「、ミュージカル「浪漫活劇  るろ

うに剣心」(新橋演舞場 )、「戦国BASARA-関ヶ原の戦い-」(銀河劇場 )など 
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別紙④ 

 

１１．主な PR ツール 

 

●ポスター（両面仕様、片面はマンガを使って子どもにも親しみやすく、理解しやすい内容に） 

   

 

●マスク（2021年度の新ツール） 

  


