昭和四日市石油（株）四日市製油所陸運安全協力会 会員名簿
（普 通 会 員）
No
会
社
名
1 昭永工業（株）
2 上野輸送（株）中部支店四日市事業所
3 日本通運（株）三重支店
4 （株）ニヤクコーポレーション中部支店四日市事業所
5 （株）暁興産
6 日本石油輸送（株）中部支店
7 昭豊運輸（株）
8 池畑運送(株)
9 旭運輸（有）
10 伊井運輸（株）
11 石井運輸（株）
12 伊藤運送（株）
13 揖斐川工業運輸（株）
14 岩谷物流（株）四日市営業所
15 （株）エネックス中部支店四日市営業所
16 上組陸運（株）名古屋営業所
17 河西瀝青運輸（株）
18 （有）共栄陸運
19 鴻池運輸（株）
20 三永産業（株）

郵便番号
510-0851
510-0863
512-0925
510-0051
510-8111
460-0008
441-0321
510-0064
510-0863
510-8122
510-8111
496-0043
503-0812
510-0012
510-0051
490-1447
490-1436
507-0011
455-0045
510-0852

（普 通 会 員）
No
会
社
21 鈴定運輸（株）
22 大進運輸（株）
23 千鳥運輸（株）
24 中央運送（株）
25 東海石油運輸（株）
26 東陽興業（株）
27 中川運輸（株）

郵便番号
515-0001
451-0053
498-0063
514-0815
461-0001
510-0051
519-0414

名

電話番号
059-345-1481
059-345-0131
059-327-5623
059-357-5900
059-364-2020
052-855-2165
0533-75-2770
059-353-7566
059-346-7136
059-365-6336
059-361-6666
0567-26-2844
0584-81-4173
059-332-6814
059-350-8150
0567-31-7200
0567-55-3222
0572-22-8900
052-651-2211
059-345-5171

FAX番号
059-346-2290
059-346-7194
059-327-5626
059-356-5213
059-364-1446
052-855-2162
0533-76-2019
059-354-4477
059-346-8286
059-365-6338
059-361-6667
0567-26-2866
0584-74-6292
059-332-6816
059-354-8410
0567-31-7202
0567-55-3223
0572-24-3028
052-652-1389
059-345-2334

令和 4年 5月
（41社）
代表者
安全担当者
廣田
武 河合 宏治
山田 易 梶川 秀夫
守田 英司 森
義昌
宮本 敬士 千田 功
伊藤 康彦 伊藤 寿記
馬上 成太郎 伊藤 健
福田 慎志 福田 慎志
池畑 弘樹 佐藤 義晃
橋本 喜弘 寺西 正浩
伊井 雅春 佐藤 辰巳
角田 利明 角田 利明
泊
正浩 伊藤 元則
廣瀬 浩司 八木 智章
椛田 隆司 小林 亮介
久保田 進也 宇井 隆幸
宮川 裕二 宮川 裕二
河西 義之 河西 雄介
大澤 憲次 大澤 高史
平野 幸介 田中 恒明
廣田 知美 福田 充志

電話番号
0598-51-5551
052-521-9167
0567-68-3891
059-226-3258
名古屋市東区泉１丁目12番35号1091ﾋﾞﾙ４Ｆ 052-212-6081
四日市市千歳町1-56
059-352-6109
度会郡玉城町佐田字大久保道北733-1
0596-58-6336

FAX番号
0598-51-5550
052-532-6765
0567-68-2875
059-225-6515
052-684-8061
059-351-7558
0596-58-6372

代表者
安全担当者
鈴木 孝佳 西山 正司
横井 直樹 林 久朋
平野 雄次 渡辺 光明
飯田 博朗 榎本 学
森 康樹 元雄 勉
山本 洋一 吉田 泰之
中川 昌洋 中村 ひとみ

所
在
地
四日市市塩浜町１番地
四日市市塩浜里浦558番地
四日市市菅原町南川原21番1
四日市市千歳町1番18
三重郡川越町大字当新田623番地
名古屋市中区栄2丁目4番3号 TOSHIN広小路本町ﾋﾞﾙ5階

豊川市御津町広石市場36-3
四日市市新正3-12-3
四日市市大字塩浜572番地の1
三重郡川越町大字豊田581番地
三重郡川越町大字当新田字宮前633番1
津島市古川町2丁目9番地
大垣市万石2丁目31番地
四日市市大字羽津乙925番地
四日市市千歳町4番1
海部郡飛島村西浜27-2
海部郡飛島村字竹之郷ﾖﾀﾚ南ﾉ割1002番の1

多治見市高田町岩曽根十番地
名古屋市港区築地町7番地6号
四日市市浜旭町40番地

所
在
地
松阪市大口町1648-15
名古屋市西区枇杷島4丁目17番13号
弥富市東末広9-8-3
津市藤方1918番地

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

中日本マルエス（株）堺営業所
中日本マルエス（株）名古屋営業所
名張急送（株）
ニイミ産業（株）
（株）西野
（株）ニッコー
野々口石油（株）
不破貨物運輸（株）
（株）北勢オイルサービス
（株）ホリカワ
マルイ運送（株）
明三孔物流（株）
（株）名誠組
（株）ライトトランスポート海津営業所

（準 会 員）
No
会
社
名
1 朝日運輸（株）
2 安藤運輸（株）
3 イビデン産業（株）
4 大西運輸（株）
5 金川運輸（株）
6 関東伏見運送（株）
7 （株）共栄ロジックサービス
8 協和運送（有）
9 近畿石油輸送（株）四日市支店
10 久志本運輸（有）
11 光照運輸（株）
12 光陽ケミカル（株）
13 弘容通商（株）三重営業所
14 小寺商運（株）中部営業所
15 三洋輸送（株）
16 滋賀運送（株）
17 神通運輸（株）
18 信和運輸（有）

592-8352
476-0002
512-1102
486-0932
510-8034
490-1444
520-0511
503-2213
510-0822
510-8114
514-0304
511-0947
490-1444
503-0532

郵便番号
455-0074
490-1444
503-0936
455-0053
455-0027
510-0971
510-8121
515-0041
510-8002
510-0058
596-0013
475-0831
511-0931
490-1438
455-0847
528-0035
931-8332
507-0047

堺市西区築港浜寺西町8番23号
東海市名和町二番割下1-1
四日市市小山町字西北野3209
春日井市松河戸町段下1360
四日市市大矢知町1913-4
海部郡飛島村木場2-46-1
滋賀県大津市南比良520番地
大垣市赤坂町2118番地
四日市市芝田2丁目2-3
三重郡川越町大字亀崎新田53-1
津市雲出本郷町1805番地の140
桑名市大字大仲新田277番地の1
海部郡飛島村木場2丁目136-9
岐阜県海津市南濃町太田字出口841-20

所
在
地
名古屋市港区正保町8丁目60番地
海部郡飛鳥村木場二丁目43番地
岐阜県大垣市内原1丁目197番地
名古屋市港区名四町143番地
名古屋市港区船見町4地先
四日市市南小松町2670-13
三重郡川越町高松168番地
松阪市上川町3114-1
四日市市天ｶ須賀新町1番20
四日市市西末広町4番7号
大阪府岸和田市臨海町18
愛知県半田市11号地18番14
桑名市能部８１８
愛知県海部郡飛島村大宝6丁目54-1
名古屋市港区空見町35番地
滋賀県甲賀市水口町名坂840番地
富山市森1276番地21
多治見市富士見町3丁目1番地の16

072-268-3372
052-604-7734
059-328-2775
0568-81-8461
059-364-6211
0567-55-2533
077-592-1103
0584-71-1280
059-354-1591
059-364-1726
059-234-7785
0594-31-0351
0567-55-2330
0584-59-1035

電話番号
052-381-9361
0567-55-3550
0584-89-8366
052-654-2266
052-612-3092
059-328-3411
059-365-0965
0598-61-0888
059-364-7624
059-353-0567
072-439-0371
0569-23-8787
0594-31-2121
0567-56-3160
052-383-3007
0748-62-1197
076-438-1151
0572-23-3003

072-268-1312 森下 浩幸
052-604-7542 田口 宏治
059-340-6515 川崎 美幸
0568-82-7869 新美 良夫
059-365-1799 西野
衛
0567-55-1731 本間 幸子
077-592-1102 野々口 正人
0584-71-1284 菊池 一彦
059-351-7097 森
敬子
059-364-1228 服部 健二
059-234-9178 本多 弘明
0594-31-0350 平野 雄次
0567-55-1220 安井
誠
0584-59-1033 大西 光三

堀池 秀幸
荒川 幸二
川添 毅
平井 千尋
佐藤 雄一
宮里 勝治
野々口 香苗
河合 勝
林 泰典
川村 浩幸
本多 弘明
服部 仁志
鈴村 一夫
児島 誠司

FAX番号
代表者名
052-382-6622 堀田 正二
0567-55-3551 安藤 豊隆
0584-89-1078 丸山 仁
052-654-0866 大西 吉則
052-612-9516 加藤 正
059-328-3415 奥村 衛子
059-364-9793 藤巻 良介
0598-61-0868 山本 みゑ子
059-361-0150 中川 義弘
059-352-6084 久志本 忠司
072-439-2524 大橋 正典
0569-23-8785 永井 元章
0594-31-2123 神谷 光男
0567-56-3161 小寺 剛
052-383-3008 天野 猛仁
0748-62-5571 丸山 裕史
076-438-1152 毛利 克司
0572-23-5106 坪井 達矢

（51社）
安全担当者
堀田 佳秀
貝原 直樹
若園 広志
福田 一彦
西脇 友二
加藤 俊作
山本 貴紀
坂元 大剛
柳田 治彦
谷口 和男
兒玉 里士
石原 啓資
神谷 光男
杉山 博康
山田 剛
平野 大樹
内野 稔
坪井 亜矢

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

大陽運輸（株）
竹原運輸（株）
中京陸運（株）
中部共栄運輸（株）
ナカイ石油商事（株）
中北運輸（株）
中島商運（有）
（株）長商
（有）南沙産業
成瀬酸素運輸（株）
西日本エア・ウォーター物流（株）
（有）浜井運送

510-0012
918-8171
456-0035
443-0036
510-0102
515-0507
529-1404
496-0013
503-2411
459-8007
457-0837
649-0313

四日市市大字羽津乙925番地
福井県福井市森行町3号8番地1
名古屋市熱田区白鳥3丁目6番17号
蒲郡市浜町41番地
四日市市楠町吉崎319-1
伊勢市村松町1353-47
滋賀県東近江市宮荘町61-5
愛知県津島市神尾町西之割9番地
揖斐郡池田町杉野13番地の2
名古屋市緑区大根山2-104
名古屋市南区加福町1丁目3番
和歌山県有田市千田605

059-331-2298
0776-38-6481
052-671-1111
0533-68-1381
059-397-6558
0596-37-0001
0748-48-7172
0567-33-2822
0585-45-1017
052-621-8900
052-611-0111
0737-83-5315

059-331-2297 井上 豊
0776-38-6483 竹原 正和
052-681-5335 鷹見 正彦
0533-67-5210 小田 浩史
059-397-6578 仲井 敏博
0596-37-0003 中野 裕貴
0748-48-4757 中島 太久雄
0567-33-2823 長尾 幸司
0585-45-3706 松尾 義郎
052-621-9615 成瀬 太一
052-611-0125 佐藤 吉伸
0737-83-5317 浜井 弘至

（準 会 員）
No
会
社
名
31 （株）ハヤシ運輸
32 バロン・パーク（株）
33 美光商運（株）
34 ビューテックローリー（株）名古屋営業所
35 伏見運送（株）
36 富士運輸（株）
37 （株）藤江運輸市原営業所
38 （株）ホウエイ
39 北産運輸（株）
40 北陸高圧ガス運輸（株）
41 丸一運送（株）中部事業所
42 （株）丸留憲運輸
43 丸中運輸㈱
44 三重高速運輸（株）
45 (有)三重油送
46 港大宝運輸（株）
47 明治運輸（株）
48 名鉄急配（株）
49 名輪ケミカル（株）
50 四元商運（株）

郵便番号
649-0307
475-0011
498-0063
448-0002
476-0003
756-0847
299-0101
510-0851
931-8453
915-0801
510-0052
525-0066
455-0028
510-0881
510-0301
497-0044
455-0074
455-0056
498-0058
655-0861

所
在
地
和歌山県有田市初島町里919-5
半田市稲穂町9丁目1番地
弥富市東末広九丁目7番地
刈谷市一里山町東吹戸19-1
東海市荒尾町見晴25-1
山口県山陽小野田市新沖3丁目1番13号
千葉県市原市青柳北2-5-10
四日市市塩浜町1番地
富山市中田二丁目１番３０号
福井県越前市家久町29号10番地の1
四日市市末広町7-4
滋賀県草津市矢橋町2080番地3
名古屋市港区潮見町37番地の23
四日市市六呂見902番地の1
津市河芸町西千里1409-1
海部郡蟹江町蟹江新田道東12番地
名古屋市港区正保町8丁目60番地
名古屋市港区砂美町151
愛知県弥富市富島2丁目25
神戸市垂水区下畑町字雲星498番地の2

電話番号
0737-82-2191
0569-29-1131
0567-68-3311
0566-35-0521
052-601-5900
0836-88-0153
0436-63-7661
059-397-7558
076-438-1221
0778-21-2166
059-327-7470
077-564-6277
052-612-4105
059-346-3328
059-244-1177
0567-96-0711
052-381-9361
052-654-8331
0567-68-3666
078-752-0442

FAX番号
代表者
0737-83-0874 林
典夫
0569-29-1537 石川 紘之
0567-68-3186 牧野 哲明
0566-35-0543 小林 資
052-601-4880 奥村 衛子
0836-88-3486 阿部 悦雄
0436-63-7663 藤江 和嘉
059-397-3637 河合 宏治
076-438-6969 永見 直樹
0778-24-1676 鈴木 秀則
059-327-7471 岩井 克次
077-564-6439 丸尾 敏之
052-612-1665 三浦 礼一
059-346-3324 吉田 敏明
059-245-6315 杉野 隆文
0567-96-0787 小笠原 嘉彦
052-382-6622 堀田 正二
052-654-8333 衣笠 祐之
0567-68-3665 大西 要一
078-752-5488 西塚 真一郎

浦野
大橋
和田
渡邊
仲井
堤
須戸
長尾
松尾
近藤
佐藤
向井

貴志
哲夫
誠
邦義
建雄
康博
吉弘
好高
義郎
瓦
吉伸
久貴

安全担当者
岩野 朋弘
森
清
菊池 謙治
中田 浩司
桝谷 義郎
松尾 優
上杉 晃明
松田 大介
竹内 拓人
大岩 義信
野嵜 昌俊
丸尾 敏之
竹内 正人
後藤 敏志
服部 幸司
本田 清文
金子 宗司
井上 将人
冨永 凜歩
西塚 真一郎

51

立正運送（株）

（連 絡 会 員）
No
会
社
名
1 大井川輸送（有）
2 大阪航空燃料輸送（株）大阪営業所
3 （株）キョーフク
4 山栄物資運輸（株）
5 ジェイエイ・トービス（株）石油輸送センター
6 シューワ（株）
7 新日本運送（株）
8 杉本商事（株）
9 鈴江陸運（株）四日市事業所
10 （有）陶山商会
11 大豊運輸(株)
12 竹中産業（株）福井営業所
13 （株）辰巳商会名古屋営業所
14 （株）辰巳商会陸運部
15 （株）大和運輸
16 （株）ちゅうえき
17 東亞興業（株）
18 東栄陸運（株）
19 （株）ニットー
20 平沢運輸（株）飯田営業所
21 平和石油（株）
22 （株）ホクウン
23 松風運輸（株）
24 南大阪いづみ運輸（株）
25 名豊運輸（株）
26 明和運送（有）
27 (有)ユニオンワークス
28 立正オート運輸（株）
29 ワイエスシー（株）

592-8335

郵便番号
421-0212
563-0035
910-0065
501-2545
444-1151
599-8242
501-6123
477-0032
510-0018
454-0037
496-0006
918-8015
455-0831
554-0031
552-0003
455-0028
455-0027
454-0037
496-8041
395-0823
760-0065
915-0893
452-0031
592-0001
474-0074
922-0334
510-0953
498-0058
491-0871

堺市西区石津西町94番10

所
在
地
静岡県焼津市利右衛門563-1
大阪府池田市豊島南2丁目222-1
福井県福井市八ツ島町31-507
岐阜県岐阜市世保北34-1
愛知県安城市村高町藤野元16の2
大阪府堺市中区陶器北244番地の5

072-244-8822

電話番号
054-622-5505
072-762-1925
0776-21-7766
058‐201-7776
0566-79-1000
072-236-8846
岐阜県岐阜市柳津町流通センター2丁目2番地4 058-279-2220
愛知県東海市加木屋町辻ヶ花139-1
0562-38-7115
三重県四日市市白須賀1-15-27
059-331-1276
名古屋市中川区富川町2丁目1番地
052-331-0072
愛知県津島市大木町字新田5-1
0567-25-2811
福井県福井市花堂南１丁目11番25号
0776-33-0001
名古屋市港区十一屋2-155
052-382-4618
大阪市此花区桜島3丁目2番75号
06-6468-4671
大阪市港区磯路1丁目8番2号
06-6576-1771
名古屋市港区潮見町41番地
052-613-2311
名古屋市港区船見町1番地の42
052-612-5700
名古屋市中川区富川町5-2
052-361-2402
愛知県愛西市藤ケ瀬町東藤70-1
0587-22-8181
長野県飯田市松尾明7551番地2号
0265-24-8311
香川県高松市朝日町4丁目17-1
087-811-6231
福井県越前市片屋町58号4番地の27
0778-24-3500
愛知県清須市西枇杷島町宮前1丁目55番地2 052-502-2381
大阪府高石市高砂2丁目2番7
072-268-3450
愛知県大府市共栄町3丁目11番地の20
0562-48-2567
石川県加賀市西島町260番地
0761-77-2772
四日市市釆女が丘2丁目41番地1
090-8327-8153
愛知県弥富市富島2-24-2
0567-68-4848
岐阜県一宮市浅野字南之川60番地
0586-81-4111

072-244-8749

榎

一巳

光金 省吾
（29社）
安全担当者
八木 克磨
川野 勝弘
山口
覚
井上 伸幸
磯貝 元秀
上原 慎也
森島 克成
池田 昌平
山川 さゆり
太田
希
加藤 光典
河村 康嗣
平尾 健太郎
栗山 昌也
池田 弘正
磯部 唯史
神崎 修次
奥村 与志也
日栄 朋浩
岡崎
稔
綛谷 浩晃
横山 達也
前田 一己
三井
智
石川 誉浩

FAX番号
代表者
054-622-5514 大石
登
072-762-0298 大矢 哲雄
0776-21-2330 徳岡
正
058‐201-7779 山田 真二
0566-99-6632 河村 敬三
072-239-0868 矢野 秀和
058-279-2216 髙井 喬生
0562-38-7116 三浦 保
059-331-1276 小川 敏晴
052-331-0072 太田
希
0567-25-2990 加藤 育子
0776-33-0002 麻王 正太郎
052-383-6257 平尾 健太郎
06-6463-0583 北川 健人
06-6576-1773 池田 弘正
052-613-3011 伊勢 将
052-614-0623 丹羽 正治
052-362-9416 近藤 雄二
0587-22-8188 日栄 朋浩
0265-24-8313 平沢 恒久
087-811-6650 松廣 眞介
0778-24-4870 笹原 健哉
052-502-2385 長井 剛
072-268-1344 濱中 嘉彦
0562-48-2605 石川 勝代
0761-76-0820 東出 友明 長谷川 とも子
0594-76-6631 柳瀬 昌司 浅野 喜生
0567-68-4845 榎 一巳 大田 英範
0586-81-5550 山中 啓司 林 啓一

