
（ 五 十 音 順 ）

会　　社　　名 　会　　社　　名

公益社団法人　名古屋清港会　社員名簿　（閲覧用）

㈱ＩＨＩ 愛知総務グループ あ

愛産商事㈱  

愛知海運㈱  

愛知機械工業㈱  

㈱愛知銀行 港支店 

愛知県漁業協同組合連合会  

愛知製鋼㈱  

愛知造船㈱  

愛知太平洋建販㈱  

愛知トヨタ自動車㈱  

(公財)愛知臨海環境整備センター  

あおみ建設㈱ 名古屋支店 

旭運輸㈱  

旭硝子㈱ガラスカンパニー ビルディングガラス

部 東 海運㈱ 中部事業部 

安達包運倉庫㈱  

㈱油辰商店  

荒沢工業㈱  

㈱石田石油店  い

㈱石橋組  

石橋建設興業㈱  

伊勢三河湾水先区水先人会  

伊勢湾海運㈱  

（公社）伊勢湾海難防止協会  

伊勢湾石油㈱  

㈱磯部組  

㈱伊藤建設工業  

伊藤建設工業㈱  

伊藤造船㈱  

犬飼建設㈱  

犬飼産業㈱  

茨木運輸㈱  

上地木材㈱  う

上野マリタイム・ジャパン㈱  

㈱ウッドフレンズ 余暇事業部 ゴルフ場運営グループ  

宇部三菱セメント㈱ 名古屋支店 

応用地質㈱ 中部支社 お

㈲太田塗料商会  

㈱大本組 名古屋支店 

㈱大森廻漕店 名古屋支店 

㈱大矢工業 空見工場 

㈱おかむら  

岡谷鋼機㈱  

㈱尾之内工務店  

㈱嘉栄商会  か

鹿島建設㈱ 中部支店 

片倉コープアグリ㈱ 名古屋支店 

㈱加藤建設  

加藤商事㈱  

カナエ塗料㈱ 名古屋支店

金田木材㈱  

株木建設㈱ 名古屋支店 

㈱上組 名古屋支店 

川口化成品㈱  

川崎汽船㈱ 名古屋支店 

川西倉庫㈱ 名古屋支店 

㈱河村産業所  

㈱キクテック き

鬼頭運輸倉庫㈱  



㈱共同組  き

共立マテリアル㈱  

楠原輸送㈱ 名古屋支店 く

㈱熊谷組 名古屋支店 

球磨建設㈱  

グリーン海事㈱  

ケイヒン㈱ 名古屋支店 け

ケイラインポートサービス㈱

鴻池運輸㈱ 東海支店 こ

㈱小島組  

五洋海運㈱  

五洋建設㈱ 名古屋支店 

材惣DMBホールディングス㈱  さ

齋藤運輸㈱  

㈱サクラダ  

三昭㈱ 名古屋支店 

㈱サンシン.  

サンソー港運㈱

三洋海事㈱ 名古屋支店 

山旺建設㈱ 名古屋支店 

三洋鋼材㈱  

㈱サンラックス  

三和金属㈱  

三和鐵鋼㈱  

JFE鋼材㈱ 厚板事業部 名古屋事業所し

JFE物流中部㈱ 名古屋物流センター 

㈱ジェムカワグチ  

㈱JERA 西日本O＆M・エンジニアリング技術部 

㈱シーテック  

清水建設㈱ 名古屋支店 

㈱商船三井 名古屋支店 

㈱昭和実業  

白月工業㈱  

㈱白鳥電機  

白石カルシウム㈱ 名古屋支社 

新興海運㈱  

新船建設㈱  

新舞子ボートパーク運営共同企業体 

鈴中工業㈱  す

鈴与㈱ 名古屋支店 

㈱スタック  

㈱住友倉庫 名古屋支店 

㈱セキ  せ

㈱セントラルヨシダ  

（一社）全日検 名古屋支部 

全農サイロ㈱ 東海支店 

㈱袖野造船所  そ

ソブエクレー㈱

㈱大栄工務店  た

大旺新洋㈱ 名古屋支店 

大源海運㈱  

大正興業㈱ 名古屋支店 

㈱ダイセキ  

大藤運輸㈱  

大同特殊鋼㈱ 知多工場 

大日本木材防腐㈱  

太平ビルサービス㈱ 名古屋支店 

太平洋セメント㈱ 中部北陸支店 

太平洋フェリー㈱  

大宝金属㈱  

㈱大丸松坂屋百貨店  



大有建設㈱  た

大洋海運㈱  

㈱ダイワ  

高砂建設㈱ 名古屋支店 

髙澤産業㈱ 名古屋支店 

高野石油㈱  

㈱竹常  

㈱辰巳商会 名古屋営業所 

㈱玉造 名古屋事業所 

玉野総合コンサルタント㈱  

知多エル・エヌ・ジー㈱  ち

知多港運㈱  

知多炭酸㈱  

知多埠頭㈱  

中央倉庫㈱  

中京海運㈱  

中日建設㈱  

中日綿業㈱  

中部沿海海運組合  

中部資材㈱  

中部飼料㈱  

中部倉庫運輸㈱  

中部日本倉庫㈱  

中部木材倉庫㈱  

千代田造船㈱  

恒川建設㈱  つ

鶴丸運輸㈱ 名古屋営業所 

㈱テクノ中部  て

㈱テツゲン 名古屋支店 

東亜建設工業㈱ 名古屋支店 と

東亜合成㈱ 名古屋工場 

東栄事業㈱  

東海協和㈱  

東海建設㈱  

東海鋼材工業㈱  

東海倉庫協会 名古屋部会 

東海地区植物検疫協会  

東海澱粉㈱ 名古屋営業所 

東海内航海運組合  

東海プラントエンジニアリング㈱  

東海緑化㈱  

㈱東京液体化成品センター 名古屋営業所 

藤光海運㈱  

東晃鋼業㈱  

東邦ガス㈱  

東洋建設㈱ 名古屋支店 

㈱東洋信号通信社 名古屋港グループ 

東陽倉庫㈱  

東陽物流㈱  

㈱トーエネック　中部本部  

徳倉建設㈱  

杤木合同輸送㈱  

飛島コンテナ埠頭㈱  

トヨタ自動車㈱ 名港センター 

豊田スチールセンター㈱  

豊通エネルギー㈱ 名古屋油槽所 

トヨフジ海運㈱  

㈱トラスト  

トレーディア㈱ 名古屋支店 

㈱中井商店 名古屋支店 な

中日本建設コンサルタント㈱  

名古屋汽船㈱  



名古屋港運協会  な

名古屋港建設災害防止協会  

名古屋港振興協会  

名古屋港鉄鋼埠頭㈱  

名古屋港埠頭㈱  

名古屋港埠頭上屋組合  

名古屋港木材産業協同組合  

名古屋港木材倉庫㈱  

名古屋港利用促進協議会  

（公財）名古屋港緑地保全協会  

（公財）名古屋港湾福利厚生協会  

名古屋シェル石油販売㈱  

（一社）名古屋市中央卸売市場協会  

㈱ナゴヤシップサービス  

名古屋市ボート協会  

なごやジュニア・ヨットクラブ  

名古屋商工会議所  

名古屋水上交通組合  

名古屋西部ソイルリサイクル㈱  

名古屋船舶㈱  

名古屋通信工業㈱  

名古屋埠頭㈱  

名古屋みなと建設工事安全連絡協議会  

（公財）名古屋みなと振興財団  

名古屋木材㈱  

名古屋木材組合  

㈱名古屋森吉物流倉庫  

名古屋ユナイテッドコンテナターミナル㈱  

名古屋四日市国際港湾㈱  

名古屋臨海鉄道㈱  

日塩㈱ 名古屋支店 に

ニチハ㈱  

㈱ニチレイ・ロジスティクス東海 名古屋埠頭物流センター 

日起建設㈱  

日清サイロ㈱ 知多事業所 

㈱日誠  

日鉄鋼板㈱ 鋼板加工製造所 西日本鋼板加工製造部

日鉄物流名古屋㈱  

日鉄物流㈱ 中部支店 

日東エフシー㈱  

㈱ニップン 名古屋工場 

日本空調サービス㈱ 名古屋支店 

日本製鉄㈱ 名古屋製鉄所 

日本通運㈱ 名古屋フォワーディング支店 

日本郵船㈱ 名古屋支店 

日本栄船㈱ 名古屋支店 

日本海工㈱ 名古屋支店 

（一社）日本貨物検数協会 名古屋支部 

日本貨物鉄道㈱ 事業開発本部 東海事業開発支店

日本重機産業㈱  

日本製紙木材㈱ 中日本支店 名古屋営業所

（公財）日本釣振興会 愛知県支部 

日本トランスシティ㈱ 中部支社 名古屋支店

日本農産工業㈱ 知多工場 

㈱ネプコ 名古屋工場 ね

能美防災㈱ 中部支社 の

㈱ノゼキ  

パシフィックコンサルタンツ㈱ 中部支社 は

㈱橋本潜水興業  

㈱服部組  

服部鋼運㈱  

服部産業㈱  



濱島造船工業㈱  は

東山ガーデン㈱  ひ

フィード・ワン㈱ 知多工場 ふ

深田サルベージ建設㈱ 名古屋支店 

福玉精穀倉庫㈱  

福山冷蔵㈱  

㈲藤田船用作業所  

㈱フジトランスコーポレーション  

㈱フジトランスライナー  

㈱不動テトラ 中部支店 

ボルボ・カーズ・ジャパン㈱  ほ

㈱本間組 名古屋支店 

㈱丸運 名古屋物流センター ま

丸太運輸㈱ 名古屋支店 

㈱マルトモ  

丸菱商事㈱  

三井倉庫㈱ 中部支社 み

㈱ミツウロコ 中部事業部 

三菱重工業㈱ 名古屋航空宇宙システム製作所 

三菱倉庫㈱ 名古屋支店 

㈱三菱UFＪ銀行 名古屋港支店 

ミユキ産業㈲  

みらい建設工業㈱ 中部支店 

㈱村瀬組  む

名エン㈱  め

名海運輸作業㈱  

名港印刷㈱  

名港運輸㈱  

名港海運㈱  

㈱名港海事商会  

名工建設㈱  

名城ターグボート㈱  

名線鋼業㈱  

㈱メイドー  

名豊興業㈱  

名菱企業㈱  

森下建設㈱  も

矢作建設工業㈱  や

ヤマショー金属㈱  

ヤマト工業㈱ 名古屋支店 

大和リテック㈱  

山本運輸㈱  

㈱UACJ 名古屋製造所 ゆ

㈱ユー・エス・エス  

由良海運㈱  

横浜冷凍㈱ 名古屋物流センター よ

㈱吉田組  

㈱吉田組 名古屋営業所 

㈱吉田組  

寄神建設㈱ 名古屋支店 

ライト工業㈱ 中部統括支店 ら

㈱LIXIL 知多工場 り

菱洋運輸㈱  

りんかい日産建設㈱ 名古屋支店 

㈲若松造園  わ

㈲渡邊鐵工所  


