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株式会社ニヤクコーポレーション（英訳名： NIYAC CORPORATION)
昭和 23 年 3月 15 日
8億円
東京都江東区冬木 14 番 5号
145 ヶ所（連結）
2,777 名（2021 年 12 月末現在、グループ連結従業員数）
2,302 両（2021 年 12 月末現在、グループ連結車両台数）
アストモスエネルギー株式会社
安藤パラケミー株式会社、出光興産株式会社、伊藤忠エネクス株式会社、イハラニッケイ化学工業株式会社
エア・ウォーター株式会社、ＡＧＣロジスティクス株式会社、エスケイ産業株式会社、ＥＮＥＯＳ株式会社
ＥＮＥＯＳグローブ株式会社、株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス、カメイ株式会社
キグナス興産株式会社、九州旅客鉄道株式会社、株式会社クラレ、交洋貿易株式会社
コスモエネルギーソリューションズ株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社、コスモ石油ルブリカンツ株式会社
小松屋株式会社、サンケミカル株式会社、サントリーロジスティクス株式会社、株式会社シーエナジー
株式会社ＪＡ物流みやざき、四国ガス株式会社、四国石油株式会社、四国旅客鉄道株式会社
昭和電工ガスプロダクツ株式会社、全農エネルギー株式会社、Ｄａｉｇａｓエナジー株式会社、株式会社ダイセキ
太陽石油株式会社、大陽日酸株式会社、中京油脂株式会社、東海旅客鉄道株式会社、東京ガスケミカル株式会社
東ソー物流株式会社、東邦アセチレン株式会社、東邦ガス株式会社、東邦チタニウム株式会社、東北天然ガス株式会社
東レインターナショナル株式会社、ドーバー酒造株式会社、株式会社トランスクローバー、西日本旅客鉄道株式会社
ニッカウヰスキー株式会社、株式会社ニップン、日本貨物鉄道株式会社、日本エア・リキード合同会社
日本ガス株式会社、伯東株式会社、東九州石油株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社プライムポリマー
北海道ＬＮＧ株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、株式会社ボルテックスセイグン、株式会社マルヘイ本店
丸紅エネルギー株式会社、三井化学株式会社、三井物産ケミカル株式会社、三菱ケミカル株式会社
三菱商事エネルギー株式会社、山口コーウン株式会社、株式会社ＵＡＣＪ物流
（五十音順）
株式会社千葉銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 U F J 銀行
（五十音順）
https://www.niyac.co.jp
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1948 年 03 月　　・東京都中央区に株式会社国鉄石油荷扱社設立。

1948 年 06 月　　・石油荷役株式会社に社名変更。

1949 年 03 月　　・タンクローリー第 1号車（3,500 ㍑）を導入。　石油物流業務を開始。

1949 年 04 月　　・油槽所の運営管理受託を開始。

1958 年 12 月　　・ニヤク労働組合設立

1959 年 05 月　　・関東興産株式会社（現ニヤクトレーディング株式会社）を設立。

1960 年 11 月　　・ステンレスタンクローリーを導入し、化学品物流業務に進出。

1961 年 04 月　　・LP ガスタンクローリー第 1号車導入。

1962 年 02 月　　・山陽ドラム株式会社（現株式会社ニヤクドラムコンテナサービス）を設立。

1962 年 07 月　　・阪神運油株式会社を設立（1999 年吸収合併）。

1963 年 11 月　　・平和ドラム工業株式会社を設立（後の平和興業株式会社、2016 年吸収合併）。

1963 年 12 月　　・陽和運輸株式会社を設立（2008 年吸収合併）。

1965 年 04 月　　・陽光運輸株式会社（現株式会社ヨウコー）を設立。

1967 年 10 月　　・所有タンクローリーが 1,000 両を超える。

1967 年 11 月　　・ナショナルタンクトラック協会（NTTC）会員となる。

1969 年 10 月　　・三共運輸株式会社を系列化（後の中国ニヤク株式会社、2006 年吸収合併）。

1970 年 04 月　　・日本ケミカル輸送株式会社を設立（2008 年吸収合併）。

1973 年 11 月　　・所有タンクローリーが 2,000 両を超える。

1974 年 09 月　　・西日本荷役株式会社設立（後の九州ニヤク株式会社、2011 年経営統合）。

1977 年 07 月　　・海外無事故表彰制度を制定し、15 年連続無事故ドライバーの第 1回海外表彰（ハワイ旅行）を実施。

1978 年 04 月　　・石油防災株式会社を設立。

1985 年 07 月　　・株式会社ニコム（現株式会社ニヤクシステムサポート）を設立。

1991 年 07 月　　・社名を現在の株式会社ニヤクコーポレーションに改称。

1991 年 10 月　　・国際物流業務に進出（国際複合一貫輸送開始）。

1992 年 04 月　　・高圧ガス物流業務に進出。

1996 年 12 月　　・本社を東京都港区芝大門に移転。

1998 年 02 月　　・LNG物流業務に進出。

2000 年 09 月　　・愛知県石油運輸株式会社を系列化（後の株式会社アイセキ、2016 年吸収合併）。

2002 年 07 月　　・物流管理基幹システム「BUSS」の稼働を開始。

2003 年 07 月　　・光和輸送株式会社を系列化。

2004 年 06 月　　・有限会社北陸石油物流を設立。

2009 年 02 月　　・上海荷役国際貨運代理有限公司（2020 年に上海金潤荷役物流有限公司に経営統合）を設立し、海外物流業務に本格的に進出。

2009 年 05 月　　・福島県郡山市にオペレーションセンターを開設。

2009 年 09 月　　・株式会社MCI 物流西日本（現株式会社ガスケミカル物流西日本）を系列化。

2011 年 11 月　　・本社を東京都江東区冬木に移転。

2012 年 06 月　　・株式会社大急を系列化。　食品飲料物流業務に進出。

2013 年 03 月　　・東邦運送株式会社を系列化（2015 年吸収合併）。

2013 年 04 月　　・国内最大規模を誇る横浜タンククリーニングデポを開設。

2013 年 06 月　　・株式会社一光梱包輸送を系列化（2016 年吸収合併）。

2015 年 07 月　　・超低温ガス物流に関する研修制度として「NCTS」を構築。

2016 年 01 月　　・高圧ガス容器点検整備技能センターを開設。

沿　革

2010 年 12 月　　・山陰酸素工業株式会社より高圧ガス物流業務の事業譲渡を受ける。

2012 年 04 月　　・太平洋石油輸送株式会社、宗谷共石油送株式会社より石油物流業務の事業譲渡を受ける。

2012 年 06 月　　・テイコク運輸株式会社より高圧ガス物流業務の事業譲渡を受ける。

2019 年 04 月　　・堀田運送グループを系列化。

2019 年 04 月　　・西部酸素株式会社より高圧ガス物流業務の事業譲渡を受ける。

2020 年 04 月　　・上海金潤化工物流有限公司（現上海金潤荷役物流有限公司）を系列化。

2021 年 07 月　　・株式会社ニヤクガスエンジニアリングサービスが営業開始。

2023 年 04 月　　・クレハ運輸株式会社、クレハ運輸トラック株式会社より、両社が鹿島・千葉の拠点で展開している化学品物流業務の事業譲渡

                                      を受ける。

創業者　堀江 平重郎

タンクローリー第１号

新橋の社屋
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広範囲にわたって寄せられるお客様からの物流ニーズに対し、全国を隈なく網羅するサービス拠点により

木目細やかに対応いたします。

全国拠点網
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★ 本社

● 支店／営業所

● 事業所／OC

● グループ会社本社

★



ニヤクコーポレーショングループは、「石油」「化学品」「高圧ガス」「食品飲料」「国際」のバルク物流における
エキスパート集団として、下記の多彩なサービスラインアップを柔軟に組み合わせることにより、単なる拠点間
輸送のみならず、高次元かつ付加価値の高い包括物流サービスをご提供するとともに、 お客様へのサービス向上
に対する不断の取り組みを続けます。

事業領域

主力であるバルクローリーのほか、トラック･ISOコンテナなどの多彩な輸送手段と、陸上･鉄道･
船舶といった多様な輸送モードにより、国内拠点間輸送や国際複合一貫輸送などの各種の物流
のご要請にお応えいたします。

物流

構内作業
お客様の製品保管基地･ストックポイント等の運営受託や、構内作業請負サービスをご
提供いたします。

倉庫 /地上タンク保管
危険物倉庫、定温倉庫、一般倉庫、危険物地上タンクなどを所有しており、お客様の製品
の一時保管ニーズにご活用いただけます。

ＪＲ代納業務
ＪＲ各社に対する石油製品の納入代行を行っております。

ISOタンクコンテナなどのバルク容器の洗浄、保管、加温が可能なデポを保有しており、バルク容器
の有効活用や、製品品質保全･納期調整などにご利用いただくことが可能です。また、ご使用済み
のドラム缶を回収し、洗浄→ 整形→ 塗装の再処理工程を経た再生ドラム缶として再びご使用いた
だけるリサイクルサービスも行っております。

デポ /タンククリーニング / ドラムリサイクル販売

オリジナルソフトの開発や、パッケージソフトのご利用などにより、システムを利用した効率的なビ
ジネスプロセスをご提案いたします。また、IBMと共同開発した物流基幹システム「BUSS」を駆使
し、在庫管理、計画配送、与信管理、受注配車、出荷手配、実績管理など、各種サービスの包括請負を
コスト変動費化や徹底した見える化とともにご提供し、お客様の物流3PL化を実現いたします。

情報システム開発 /保守 / アウトソーシング請負

車両資機材販売 /石油販売 /保険販売
タンクローリーを中心とした車両や、ISOコンテナ･IBCなどの各種物流容器、およびそれらの周辺資機
材を販売しております。また、産業用（事業所、工場、船舶、自動車等）から一般用まで､幅広い分野
に応じた石油製品を販売しております。その他、自動車保険、生命保険、損害保険等、各種保険も取
り扱っております。

防災
石油コンビナートの共同防災事業等、地域防災を支えています。
また、消火器・消防ホースなど各種防災商品の販売を行っております。

高圧ガス検査主任者による定期自主検査や容器再検査、また、統括保安検査等による保安検査等の
法定点検をはじめ、使用する全ての機材に関する点検整備を自社で実施しています。

高圧ガスエンジニアリング ( 容器点検整備技能センター）
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＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

営業第3グループ   担当：木村
TEL：03-5809-8758

e-mail： y_kimura@niyac.co.jp

国内最大数の石油製品用ローリーにより、 全国の生活用･産業用エネルギー
輸送を支えています。
また、石油製品基地の運営を受託し、受入･保管･払出業務を代行しています。

石油物流のトップ企業として
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化成品･毒劇物など、豊富な知識と繊細な取扱技術を要する物流サービスを、
「輸送」「倉庫･地上タンクによる保管」の両面からご提供しております。

＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

営業第4グループ   担当：山本
TEL：03-5809-8759

e-mail：k_yamamoto@niyac.co.jp

化学品物流
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国内トップの顧客基盤を有するLNG輸送のほか、セパレートガス、炭酸ガス、
産業ガスといった各種高圧ガス製品の輸送･保管、製品基地の運営受託サー
ビスを行なっています。
高圧ガス業務従事者数は、国内最多です。

＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

営業第4グループ   担当：山本
TEL：03-5809-8759

e-mail：k_yamamoto@niyac.co.jp

ＮＣＴＳは、高圧ガス物流のなかにおいて、 とり
わけ超低温の高圧ガス物流に関する幅広い知識
や技能を習得するための研修制度です。
全国にインストラクターを配置し、関係法令･製品
知識･特性などに関する講義、カットモデルを用い
た車両･資機材の構造理解を深めるための机上研
修のほか、充填･荷卸訓練、非常時の対応などを
習得するための 実技訓練を行なうことにより、 国
内最大規模を誇るニヤクコーポレーショングルー
プの高圧ガス物流サービスの品質を支えています。 

当社グループでは全国の複数拠点に実物大の「ＬＮＧ車両カットモデル」を配置し、
ＮＣＴＳ教材として活用しています。　実物大のＬＮＧ車両カットモデルの製作は、
おそらく世界で初めてとなる試みであり、タンク側面に開放口をつけることで断面や
内部の構造が分かる仕様となっています。　実際にタンク内に入ることも可能であり、
ガスラインや液面計ラインなどの圧力容器の仕組みについて、理解の深度化を図っ
ています。

経済産業省より指定保安検査機関の認可を取得して
いる(株)ニヤクガスエンジニアリングサービスでは、
全国に５箇所の「高圧ガス容器点検整備技能センタ
ー」を有し、超低温高圧ガス容器の定期自主検査、
容器再検査や保安検査といった法定点検をはじめ、
整備等を自社で実施しています。

国内最大の高圧ガス物流
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NCTS （Niyac Cryogenic Technical School）NCTS （Niyac Cryogenic Technical School）

高圧ガスエンジニアリング（容器点検整備技能センター）

当社グループでは、エネル
ギー多様化社会も視野に
入れ、液体水素の取扱い
も積極的に行っています。



徹底したフードディフェンス管理徹底したフードディフェンス管理

紛体･液体など、食品飲料物流における多彩な荷姿に対応した輸送と、
デポを利用した納期･方面調整サービスを実施するとともに徹底した
フードディフェンス管理を行っております。

＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

営業第4グループ   担当：山本
TEL：03-5809-8759

e-mail：k_yamamoto@niyac.co.jp

食品飲料物流業務においては、ドライバーの作業服から、輸送容器、その保管場所に至るまで専用化することで、
フードディフェンス管理に万全を期しています。　また、作業手順についても詳細なマニュアル化を行い、衛生品質
管理を徹底しています。

食品飲料物流
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＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先  ＊ ＊ ＊

営業第4グループ   担当：桜庭
TEL：03-5809-8795

e-mail: satoshi_sakuraba@niyac.co.jp

ニヤクコーポレーショングループの国内ネットワークとホイヤーグロバルトランスポート社の世界的なネットワークにより、
安全・確実なタンクコンテナ輸送をコーディネート。
海上・陸上・鉄道を組み合わせドア・ツー・ドアにて世界のどこへでもお届けいたします。

GLOBAL NETWORK

ドア・ツー・ドアにて世界のどこへでも

食品 薬品 化学品 高圧ガス 毒物･劇物

汎用タンクコンテナから特殊タンクコンテナまで、お客様のニーズに合わせタンクコンテナをリースいたします。

国際複合一貫輸送サービス

タンクコンテナリース

国際物流

● 汎用タンクコンテナ
　※リーチスタッカー・トップリフターを使用
　　せずにタンクコンテナを保管することが
　　可能である「ストレージフレーム」もご
　　用意しております。

● 電気加温の特殊タンクコンテナ ● 大容量タンクコンテナ（29 ～ 36KL） ● FOOD専用タンクコンテナ

独ホイヤー社の日本総代理店として、
世界中に展開しているグローバルネ
ットワークを利用した輸出入はもち
ろん、三国間輸送など多彩なサービ
スを提供しています。
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＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先  ＊ ＊ ＊

営業第4グループ   担当：桜庭
TEL：03-5809-8795

e-mail: satoshi_sakuraba@niyac.co.jp

タンクコンテナデポによる、 コンテナ洗浄･保管･保温･加温･容器
メンテナンスサービスにおいては、国内最大級の規模を誇るデポ
において、これらサービスを総合的に展開しており、輸送サービ
スとの組み合わせによって、より多面的な物流をご提供すること
が可能です。

デポ /タンククリーニング

神奈川県横浜市、 および山口県下松市にコンテナ洗浄･保管･保温･加温･容器メンテナンスサービス
に至るまで多彩なサービスを提供することができるデポを所有しています。

コンテナ洗浄･保管･保温･加温･容器メンテナンスサービス

タンクコンテナからタンクローリー、ＩＢＣ容器等への積替（移液）も可能です。

危険物積替

下松コンテナデポ
横浜コンテナデポ
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＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先  ＊ ＊ ＊

営業第4グループ   担当：桜庭
TEL：03-5809-8795

e-mail: satoshi_sakuraba@niyac.co.jp

中国国内物流はもとより世界のあらゆる国々まで、安全で確実な
物流サービスを提供いたします。

中国国内での物流サービスにおいては、中国現地法人のオペレーションによって、中国全土の物流を網羅
することが可能です。
この現地法人は、とりわけ「高圧ガス」「化学品」「食品」とったバルク物流サービスに加え、国際複合
輸送手配も可能なフルラインナップのライセンスを保有し、中国国内に類を見ないトップクラスの事業基
盤を有しております。

現地法人による物流サービス

中国での取り組み

【保有ライセンス一覧】

2類 ３類 ４類 ５類 ６類 ８類 ９類

高圧ガス 可燃性液体 可燃性固体 酸化性物質 毒物 腐食性物質 その他
有害物質

中国国内の主要
都市に拠点を有
し、各種物流サ
ービスを展開し
ております。



＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

オペレーション統括グループ   担当：高田
TEL:03-5809-8769

e-mail: s_takada@niyac.co.jp

N
iyac B

est PracticeN B P

全国の業務処理を統一したルールを策定し、どの拠点におい
ても同一の業務処理体制と最良手順で、組織エラーのないロ
ーコストオペレーションを実現すると同時に 定期的な内部監
査制度により、継続的改善を実行しております。

O
peration C

enterO C
オペレーションセンターで全国の受注配車業務をカバーして
います。　 また、受注・配車、発注の代行から製品の納入ま
でニヤクコーポレーションがアウトソーシングにより代行し、
お客様の物流オペレーションコストの変動費化をお手伝い致
します。

B
uisness SupportB S

請求処理、支払処理、会計処理、給与処理等を事務センター
にて専門家が集中処理しています。　 これにより常に質の高
い業務処理をお客様にご提供致します。

B
ulk H

aul M
anagem

ent Support System 災害時にも万全の保守＆セキュリティ。

BUSS は、インターネット環境があればどこか
らでもご利用が可能なWEB ベースの総合物流
システムです。　IBMとニヤクが共同開発した
BUSS により、あらゆるお客様の物流業務適正
化をお手伝いいたします。

Bulk Haul Management Support System

ウィルスチェック

ネットワーク２重化

ファイアウォール

ホスト冗長化

ＳＳＬ暗号化通信

自家発電

配送実績データ

INTERNET

【輸送会社様】

【オペレーションセンター】

オーダー入力

配車データ

運賃請求データ

配車情報

オーダー表出力

納入場所台帳出力

納品伝票発行可能

運賃請求データ

【お客様】

在庫管理 配送計画 与信管理

受注配車 出荷手配 実績管理

専用サーバーを外部の高度なセキュリティー施設にホスティング。
サーバー24時間監視保守。　自家発電等によるバックアップ体制。

強固なオペレーション基盤
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ニヤクコーポレーショングループにとって最大の使命は「安全」です。 　一人ひとりが常に「安全」運転、
「安全」作業を意識し、実行する。　  それがニヤクコーポレーショングループです。

“Safety is our business”

● 個人表彰

● 団体表彰

＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

安全統括グループ   担当：山口
TEL：03-5809-8768

e-mail：m_yamaguchi@niyac.co.jp

職場全体の年間事故防止目標として無事故２００万ｋｍを掲げています。
※無事故２００万Ｋｍとは、ドライバーの入社から定年までの総走行距離に相当します。

どんな小さな事例でも必ずその発生に関する根本原因を分析して、
改善策を立案･実行することで、事故の予防に努めています。

対象：１年間無事故ドライバー
　　　１５年連続無事故ドライバー（国外表彰）
　　　２５年連続無事故ドライバー（　  〃  　）
　　　３５年連続無事故ドライバー（　  〃  　）
　　　４５年連続無事故ドライバー（　  〃  　）

対象： 無事故２００万 Km走行達成した車両事業所
　　　年間無事故を達成した車両事業所
　　　１０年間連続して人的、物的災害のない構内事業所

「無事故２００万ｋｍ走行」

社団法人全日本トラック協会が、貨物自動車運送事業安全性評価事業における、交通安全対策
などの取組みを評価し、認定するものです。　   ニヤクコーポレーショングループでは、ほぼ全
ての車両事業所がその認定を受けています。

1
29

300

ニアミス・
ヒヤリハット等

重大な事故

軽微な事故

安全推進活動

無事故表彰制度

安全性優良事業所

安全性向上へ向けた取り組み

安全への取り組み

安全目標
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＊ ＊ ＊ 上記内容に関するお問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

経営企画グループ   担当：児玉
TEL：03-5809-8791

e-mail：s_kodama@niyac.co.jp

ニヤクコーポレーショングループは企業の社会的責任を果たすことについて前向きに取り組んでいます。

ニヤクコーポレーショングループは、個人情報
の適正な取扱いと管理を徹底していくための個
人情報保護方針を定めています。

■ コンプライアンスと内部統制
■ 経営監査体制と業務執行監査体制の仕組み
■ 全国業務処理統一ルール
■ 内部通報システム

社会に信頼される存在であり続けるために、
コーポレートガバナンスの充実を重要な経営
課題として取り組んでいます。

■ 大気汚染防止
■ エコドライブ
■ 配送効率の向上
■ グリーン購入

自動車運送事業を営む企業として、グループ
全体で地球環境の保全にも積極的に取り組ん
でいます。

事故･トラブル等の緊急事態に対し、全国どの
場所においても迅速な初動対応を行うことが
できるよう、全ての拠点に所定の緊急資機材
を備置しています。

安全への取組み

環境への取組み

コーポレート

ガバナンス

個人情報保護

ＣＳＲ
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● 北海道支店 053-0056 苫小牧市あけぼの町 5-1-16 0144-53-5135

釧路事業所 084-0913 釧路市星が浦南 1-7-9 0154-51-2421
帯広事業所 080-2475 帯広市西 25 条南 1-3-1 0155-61-1223
苫小牧事業所 053-0056 苫小牧市あけぼの町 5-1-16 0144-55-4728
旭川事業所 079-8452 旭川市永山北 2条 7-10-1 0166-48-4156

留萌事業所 077-0000 留萌市大字留萌村字ヲムロ 2447 番 1 0164-43-4737
小樽事業所 048-2672 小樽市塩谷 1-1-36 0134-26-2550
室蘭事業所 050-0063 室蘭市港北町 1-2-12 0143-55-5131
函館事業所 049-0111 北海道北斗市七重浜 8-12-3 0138-49-2078

022-361-3620● 東北支店 985-0833 多賀城市栄 3-5-7
0178-24-6601八戸事業所 039-1162 八戸市豊洲 1-22
017-766-4155青森事業所 038-0012 青森市柳川 2-1-17
0193-24-2765釜石事業所 026-0002 釜石市大平町 4-1-4 岩手県ｵｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ内
0197-64-1264北上事業所 024-0064 北上市若宮町 1-2-12 

多賀城事業所 022-365-7131985-0833 多賀城市栄 3-5-7

0234-33-6801酒田事業所 998-0072 酒田市北浜町 1-30

018-839-7667秋田事業所 010-1415 秋田市御所野湯本 2-1-11 

0246-56-7647小名浜事業所 971-8183 いわき市泉町下川字大剣 326-17
024-945-2049郡山事業所 963-0107 郡山市安積 3-116-1

086-485-3766水島事業所 710-0145 倉敷市福江字 578-8
境港事業所 684-0034 境港市昭和町 2-5 0859-44-6221
福山事業所 721-0956 福山市箕沖町 16-1 084-954-0289
大竹事業所 739-0621 大竹市港町 2-3-20 0827-57-3170

浜田事業所 697-0063 浜田市長浜町 796-2 0855-27-2967
下松事業所 744-0074 下松市潮音町 8-6-20 0833-41-3726
宇部事業所 759-0206 宇部市大字東須恵 3861-1 0836-41-9596

● 本　社 135-0041 江東区冬木 14 番 5号
経営企画グループ
人事労務グループ

安全統括グループ
営業第１グループ

03-5809-8791
03-5809-8793

03-5809-8768
03-5809-8763 オペレーション統括グループ

営業第２グループ 03-5809-8751
03-5809-8769

03-5809-8701( 代 )

● 近畿四国支店 595-0075 泉大津市臨海町 2丁目 17 番地 0725-20-5721
堺事業所 592-0001 高石市高砂 2-3-4 072-268-0260

神戸事業所 658-0033 神戸市東灘区向洋町西 3丁目 1-8 078-846-1751
姫路事業所 672-8019 姫路市木場前七反町 1 0792-45-6522

坂出事業所 762-0055 坂出市築港町 2-6-10 0877-45-2505
徳島事業所 771-0219 板野郡松茂町笹木野字山南 96 088-699-2834
松山事業所 791-8057 松山市大可賀 3-150-26 089-951-3811
高知事業所 781-0831 高知市中の島 2-83 088-882-8238

金沢事業所 920-0231 金沢市大野町 4-レ 40-140 076-237-9289
富山事業所 930-2243 富山市四方荒屋 79-3 076-435-3544
三国事業所 913-0032 坂井市三国町山岸 33 上往還跨口割 11-1 0776-82-1275
知多事業所 478-0046 知多市北浜町 5-3 0562-39-3200

名古屋 ENEOS 事業所 455-0028 052-611-4510名古屋市港区潮見町 9 ENEOS 名古屋油槽所内

蒲郡事業所 443-0036 蒲郡市浜町 14-1 0533-68-4620

四日市事業所 510-0051 四日市市千歳町 1-18 059-357-5900

● 中部支店 455-0028 052-619-6580名古屋市港区潮見町 37-45

● 中国支店 739-0621 大竹市港町 2-3-20 0827-59-2299

広島事業所 734-0054 広島市南区月見町 2244-17 082-890-3311

025-273-5915新潟事業所 950-0885 新潟市東区下木戸 1-2-23
025-544-3132上越事業所 942-0013 上越市大字黒井 2296-2
027-346-1125高崎事業所 370-1201 高崎市倉賀野町 3206-1
0268-22-8805上田事業所 386-0043 上田市大字下塩尻 378
0263-86-2987 松本事業所 390-1131 松本市大字今井 7255

市原事業所 0436-20-2984市原市玉前西 3-5-20290-0044
047-434-6969船橋事業所 273-0016 船橋市潮見町 20-7
0479-40-1271鹿島事業所 314-0255 神栖市砂山 2626-44

045-504-4911横浜事業所 230-0035 横浜市鶴見区安善町 2-5-27
0285-53-1814宇都宮事業所 329-0502 下野市下古山字北林 3221-1

054-622-2461大井川事業所 421-0212 焼津市利右衛門 1246-1
0545-32-0885田子の浦事業所 417-0002 富士市依田橋 360

045-504-4920● 関東支店 230-0035 横浜市鶴見区安善町 2-5-27

03-5809-8758営業第３グループ

029-229-3335日立事業所 312-0004 ひたちなか市大字長砂字渚 163-41

ニヤクコーポレーション

オペレーションセンター 963-8014 郡山市虎丸町 6-16（NK 第 2ビル） 024-927-9380

札幌担当事務所 065-0010 札幌市東区北十条東 5-1-10 011-711-0226

隠岐事業所 685-0004 隠岐郡隠岐の島町飯田有田 27-2 08512-2-2555

佐世保事業所 857-1161 佐世保市大塔町 1320-1 0956-31-1532

大分事業所 870-0138 大分市原川 1-2-6 097-503-1722

鹿児島事業所 890-0072 鹿児島市新栄町 14-26 099-253-5522
日向事業所 883-0062 日向市日知屋 5552-498 0982-52-3540
宮崎事業所 880-0912 宮崎市赤江 88-2 0985-56-2138
鹿児島 ENEOS 事業所 890-0073 鹿児島市宇宿 2-3-24 ENEOS 鹿児島ｶﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ内 099-254-4178

八代事業所 866-0035 八代市大島町 5055 0965-37-0348

福岡事業所 810-0076 福岡市中央区荒津 1-10-5 092-771-1861
小倉事業所 803-0801 北九州市小倉北区西港町 95-4 093-561-1531
唐津事業所 847-0832 唐津市石志 3281-1 0955-78-1368

● 九州支店 810-0076 092-771-2893福岡市中央区荒津 1-10-5

03-5809-8759営業第４グループ（国内）
03-5809-8795営業第４グループ（国際）

稚内事業所 097-0023 稚内市開運 2-2-6 0162-73-4802

0234-33-6801酒田事業所 998-0072 酒田市北浜町 1-30
018-839-7667御所野事業所 010-1415 秋田市御所野湯本 2-1-11
018-845-0147秋田事業所 011-0901 秋田市寺内字後城 322-4 出光興産秋田油槽所内

0766-45-1780北陸事業所 933-0115 高岡市伏木古府元町 3‐26
0766-44-0931伏木事業所 933-0102 高岡市伏木磯町 1‐14 出光興産伏木油槽所内

0254-27-2266● 本社 957-0082 新発田市佐々木 2558
0254-27-2267新潟事業所 957-0082 新発田市佐々木 2558

025-543-2092直江津事業所 942-0013 上越市大字黒井 2296-2
0259-23-5001佐渡事業所 952-0011 佐渡市両津夷  新潟県魚連佐渡油槽所内
0254-27-2269新潟整備工場 957-0082 新発田市佐々木 2558

025-255-3311東港事業所 950-3101 新潟市北区太郎代浜辺 2881-28 出光興産新潟油槽所内 

957-0082 新発田市佐々木 2558 0254-27-0070新潟配車センター

510-0001 四日市市八田三丁目2-29 059-365-7261桑名事業所

光和輸送株式会社
236-0003 横浜市金沢区幸浦 2-13-3 045-784-9003
236-0003 横浜市金沢区幸浦 2-13-3 045-784-9003横浜事業所

● 本社

有限会社北陸石油物流
● 本社 0766-44-1710933-0115 高岡市伏木古府元町 3‐26

金沢事業所 076-237-1177920-0211 金沢市湊 1-56-3
福井事業所 0776-82-6756913-0031 坂井市三国町新保 35-1-1

● 本社 595-0075 泉大津市臨海町 2丁目 17 番地 0725-21-4388
倉庫部 595-0075 泉大津市臨海町 2丁目 17 番地 0725-22-1661
運輸部 高石事業所 592-0001 高石市高砂 1丁目 6番地 072-268-1104

株式会社ガスケミカル物流西日本

山形事業所 990-2163 山形市伊達城 1-6-10 023-687-4322

ニヤクトレーディング株式会社

北海道営業所 053-0056 苫小牧市あけぼの町 5-1-16 0144-53-5135
022-361-3620東北営業所 985-0833 多賀城市栄 3-5-7

九州営業所 092-771-2893810-0076 福岡市中央区荒津 1-10-5
中国営業所 739-0621 大竹市港町 2-3-20 0827-59-2299
近畿四国営業所 595-0075 泉大津市臨海町 2丁目 17 番地 0725-20-5721
中部営業所 455-0028 052-619-6580名古屋市港区潮見町 37-45

総務部 135-0041 江東区冬木 14-5 03-5809-8921

石油防災株式会社

釧路防災事業所 084-0914 釧路市西港 1-98-15 0154-52-3165
017-781-0317青森防災事業所 038-0012 青森市柳川 2-11-8
0178-46-1727八戸防災事業所 039-1161 八戸市大字河原木字宇兵エ河原 10-5
0234-33-3664酒田防災事業所 998-0064 酒田市大浜 2-2-8

金沢防災事業所 920-0231 金沢市大野町 4-ｿ-2 076-237-5128
025-544-0290直江津防災事業所 942-0013 上越市大字黒井字添 2891 ｲﾝﾍﾟｯｸｽ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ（株）内

043-247-4681千葉防災事業所 261-0002 千葉市美浜区新港 231

03-5809-8961● 本社 江東区冬木 14 番 5号135-0041

株式会社ニヤクドラムコンテナサービス

横浜コンテナデポ 横浜市鶴見区安善町 2-5-27 045-642-7153230-0035

● 本社 744-0074 下松市潮音町 8-6-20 0833-43-5181

福岡営業所 福岡市中央区荒津 1-10-5 092-741-9571810-0076

名古屋事業所 455-0028 名古屋市港区潮見町 37-45 052-611-3338

大分 ENEOS 事業所 870-0112 大分市一の洲 1-1 ENEOS 大分製油所内 097-589-5145

商品販売部輸送機器ﾁｰﾑ 135-0041 江東区冬木 14-5 03-5809-8928
商品販売部ｴﾈﾙｷﾞｰﾁｰﾑ 135-0041 江東区冬木 14-5 03-5809-8924
保険販売部 135-0041 江東区冬木 14-5 03-5809-8923

住所録

株式会社ヨウコー

株式会社ニヤクシステムサポート

135-0041 江東区冬木 14 番 5号 03-5809-8945システムサポートグループ
135-0041 江東区冬木 14 番 5号 03-5809-8941経営管理グループ

135-0041 江東区冬木 14 番 5号 03-5809-8941ビジネスサポートグループ

上海金潤荷役物流有限公司
+86-21-3430-7995201109 上海市闵行区元江路 525 号 金领谷科技产业园 6 号 8F● 本社

0551-30-4081韮崎事業所 407-0033 韮崎市龍岡町下條南割 995-354
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長崎事業所 852-8013 長崎市梁川町 1-5 095-862-3906

石油ガス輸送株式会社
● 本社 073-492-4555649-0164 海南市下津町上 1182-1

堀田運送株式会社
● 本社 073-492-1155649-0164 海南市下津町上 1200-3

堺事業所 592-8331 堺市西区築港新町 3-14-1 ｺｽﾓ石油堺製油所内 072-280-0801
紀の川事業所 649-6112 紀の川市桃山町調月2822-13 0736-66-3921
海南ｺｽﾓ石油ﾙﾌﾞﾘｶﾝﾂ事業所 649-0101 海南市下津町下津 27-1 ｺｽﾓ石油ﾙﾌﾞﾘｶﾝﾂ下津工場内 073-492-1119

海南事業所 649-0164 海南市下津町上 1200-3 073-492-1155

閔行事業所 201108 上海市闵行区颛兴路 1959 号 +86-173-2117-7997
+86-173-0169-9705宝山事業所 201900 上海市宝山区蕰川公路 3888 号
+86-173-2116-7997金山事業所 200540 上海市金山区石化鎮卫二路 287 号
+86-159-6306-0190済寧事業所 273519 山東省済寧市邹城昌寧路 2888 号

嘉興事業所 314005 浙江省嘉興市新丰镇工业功能区（北区）东方特钢厂内 +86-173-2116-7997
+86-157-5166-9454儀征事業所 211417 江蘇省儀征市青山鎮創業路 9-7

+86-150-0066-5865西安事業所 710119 陕西省西安市长安区兴隆社区二区 16 号
寧波事業所 315807 浙江省寧波市北仑区霞浦臨港二路 188 号 +86-152-5835-0805

+86-181-2127-9136広州事業所 510700 広東省広州市黄埔区保盈大道 82 号 210 室

0766-44-1710933-0115 高岡市伏木古府元町 3‐26富山事業所

596-0011 岸和田市木材町 16-7 072-433-3554大阪事業所

744-0074 下松市潮音町 8-6-20 0833-43-5181下松ドラム／コンテナデポ

高圧ガス容器点検整備技能センター ( 苫小牧 ) 053-0056 苫小牧市あけぼの町 5-1-16 0144-55-4728
高圧ガス容器点検整備技能センター ( 多賀城 ) 022-365-7131985-0833 多賀城市栄 3-5-7

株式会社ニヤクガスエンジニアリングサービス
● 本社 135-0041 江東区冬木 14 番 5号 03-5809-8767

0436-20-2984市原市玉前西 3-5-20290-0044高圧ガス容器点検整備技能センター ( 市原 )
高石市高砂 2-3-4 072-242-4289592-0001高圧ガス容器点検整備技能センター ( 堺 )
福岡市中央区荒津 1-10-5 092-771-1862810-0076高圧ガス容器点検整備技能センター ( 福岡 )



わたしたちは、人びとの豊かなくらしを支えています。

16 Last updated  2022-10-25

■ 本社　オペレーション統括グループ

■ 本社　営業グループ

■ オペレーションセンター

■ 関東支店　横浜事業所

■ 本社　経営企画グループ

■ 本社　安全統括グループ

◆ 採用データ ◆

　募集人員　： 15 名程度

　職　　種　：  総合職

　給　　与　：  基本給   月給 203,000 円 ( 地域により異なる )

　昇給 ・ 賞与：  昇給年１回（4月）、賞与年 2回（6月 /12月）

　勤務地　　： 【本社】東京都江東区

　　　　　　   【支店】北海道・宮城県・神奈川県・愛知県・大阪府

　　　　　　　　　   広島県・福岡県

　　　　　　   【グループ会社】国内外 12 社

　　　　　　   【事業所】全国約 130ヵ所

　勤務時間　： 8:30 ～ 17:30（職場により異なる）

　休日 ・ 休暇 ： 日曜、祝日、週休（日曜、祝日以外に月平均 3回）、

　　　　　　    年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇ほか

　保       険　  ： 社会保険完備

　福利 厚生    ： 【制度】 退職金

　　　　　　　　　     共済会（社員が傷病のために病欠した期間

　　　　　　　　　     の給与を補償、慶弔給付、貸付制度など）、

　　　　　　　　　     堀江育英会など

　　　　　　    【施設】 独身寮、借り上げ社宅

　教育 制度    ： 新入社員基礎研修

　　　　　　　新入社員6箇月実地研修

　　　　　　    新入社員フォロー研修 ( 入社 6ヵ所月後に実施 )

　　　　　　    入社 2～ 3年目社員研修

　　　　　　　OJT、管理職研修、資格取得支援、海外研修など

◆ 採用実績 ◆

　全国の国公立および私立大学、大学院（学部学科不問）

◆ エントリー ◆

　「リクナビ」では、詳細な事業内容および説明会情報を掲載して

　いますので、是非ともご覧下さい。

　当社ホームページ (http://www.niyac.co.jp/）にも様々な情報を

　掲載していますので、こちらもご覧下さい。

◆ お問い合せ ◆

   〒135-0041 東京都江東区冬木 14-5 人事労務グループ

   ℡ ： 03-5809-8793

   E-mail ： saiyo1@niyac.co.jp

   採用担当 ： 植野

2022 RECRUITING GUIDE




