
平成30年6月現在

あ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

青木あすなろ建設株式会社

あおみ建設株式会社東京支店

青海流通センター株式会社

秋元運輸倉庫株式会社

アサガミ株式会社

旭倉庫株式会社

株式会社アズワン

東海運株式会社

アマノマネジメントサービス株式会社

有限会社あみ清産業

株式会社アルプス物流

安信製版株式会社

株式会社安藤・間

い イーストヘブン株式会社

五十嵐冷蔵株式会社

株式会社石川組東京店

泉海陸作業株式会社

伊勢湾海運株式会社

出光興産株式会社東京油槽所

伊藤忠ロジスティクス株式会社

井森工業株式会社東京支店

インターナショナルエクスプレス株式会社

う 株式会社宇徳

宇部三菱セメント株式会社東京支店

え エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン株式会社

お 株式会社オーシャンコマース

オーシャントランス株式会社

株式会社大滝工務店

株式会社大林組

株式会社大本組東京支店

株式会社大森廻漕店京浜支店

小笠原海運株式会社

岡本物流株式会社

株式会社奥村組東京支店

奥村組土木興業株式会社東京支店

合資会社オズプランニング

小野田ケミコ株式会社

一般社団法人東京都港湾振興協会　会員名簿
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か 株式会社海事プレス社

鹿島建設株式会社東京土木支店

鹿島道路株式会社東京支店

有限会社カタリスト

株木建設株式会社東京本店

株式会社上組東京支店

川崎汽船株式会社

川崎近海汽船株式会社

川西倉庫株式会社京浜支店

関東曳船株式会社

公益社団法人関東海事広報協会

関東港運株式会社

き 北田水産株式会社

京極運輸商事株式会社

株式会社共勝丸東京営業所

株式会社桐美人

近海郵船株式会社

く 楠原輸送株式会社

栗林運輸株式会社

栗林商船株式会社

け ケイヒン株式会社

京浜海運貨物取扱同業会

京浜急行電鉄株式会社

京浜港湾工事株式会社

株式会社京葉興業

毛塚運輸株式会社

株式会社建設資源広域利用センター

こ 鴻池運輸株式会社国際物流関東支店

五栄土木株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

コクサイエアロマリン株式会社

互興運輸株式会社

株式会社小島組東京支店

五洋建設株式会社東京土木支店

さ 坂田建設株式会社

相模運輸倉庫株式会社

佐川急便株式会社

株式会社笹田組東京支店

佐藤工業株式会社東京支店

株式會社三榮商會
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山九株式会社東京支店

株式会社山九海陸

株式会社三協

三信倉庫株式会社

三陽建物管理株式会社

し ＣＲＳ株式会社

ＣＨＦａｃｔｏｒｙ

株式会社シーライン東京

ＪＦＥ物流株式会社

株式会社シオザワ

芝浦海運株式会社

芝浦通船株式会社

芝海株式会社

澁澤倉庫株式会社

株式会社シミズオクト

清水建設株式会社

ジャパン・バン・ラインズ株式会社

株式会社ジャパンビバレッジ東京

株式会社商船三井

商船三井客船株式会社

商船三井興産株式会社

商船三井フェリー株式会社

白鳥運輸株式会社

新木場振興株式会社

新興海陸運輸株式会社

信幸建設株式会社

新東企業株式会社

新日鐵住金株式会社

一般財団法人新日本検定協会

す 株式会社鈴江組

鈴江コーポレーション株式会社

鈴政印刷製本株式会社

鈴与株式会社京浜支店

鈴与シンワ物流株式会社

スバル興業株式会社

株式会社住友倉庫東京支店

せ 一般社団法人世界貿易センター東京

株式会社世界貿易センタービルディング

船員保険　芝浦健康管理センター

センコー汽船株式会社
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千住倉庫株式会社

一般社団法人全日検東京支部

そ 相東運輸株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

た 第一港運株式会社

第一船舶企業株式会社

第一倉庫株式会社

株式会社泰運商会

大旺新洋株式会社

大王製紙株式会社

大嘉倉庫株式会社

大新土木株式会社

大成建設株式会社

大東港運株式会社

株式会社ダイトーコーポレーション

株式会社大日警東京支店

太平洋セメント株式会社

株式会社太洋マリーン

タカセ株式会社

株式会社竹中土木

たにもと建設株式会社

つ 月島倉庫株式会社

株式会社辻野

て 株式会社TMディスポーザルサービス

株式会社帝国倉庫

鉄建建設株式会社

と 東亜建設工業株式会社

東海海運株式会社

東海汽船株式会社

東急建設株式会社東日本土木支店

協同組合東京大井コールドプラザ

協同組合東京海貨センター

東京海上コンテナ輸送事業協同組合

東京外貿埠頭会

東京ガス株式会社

合同会社東京グリーン社

東京港運株式会社

一般社団法人東京港運協会

東京港港湾運送事業協同組合

東京港船舶サービス協同組合
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東京港埠頭株式会社

一般財団法人東京港湾福利厚生協会

東京国際埠頭株式会社

東京シップサービス株式会社

東京商工会議所

東京水産運輸株式会社

一般財団法人東京水産振興会

東京水産ターミナル株式会社

東京水産冷蔵株式会社

一般財団法人東京船員厚生協会

東京倉庫運輸株式会社

東京倉庫協会

東京団地倉庫株式会社

東京団地冷蔵株式会社

東京通関業会

株式会社東京デザインセンター

株式会社東京テレポートセンター

東京都

公益財団法人東京都環境公社

東京都観光汽船株式会社

東京都競馬株式会社

公益財団法人東京都公園協会

一般社団法人東京都トラック協会海上コンテナ専門部会

東京豊海冷蔵株式会社

東京はしけ運送事業協同組合

株式会社東京ビッグサイト

東京ベイエリア事業協力会

株式会社東京マリンサービス

東京木材埠頭株式会社

株式会社東京流通センター

株式会社東京菱光コンクリート

東京臨海高速鉄道株式会社

NPO東京臨海地域開発研究会

東京臨海熱供給株式会社

株式会社東京臨海ホールディングス

東京冷蔵倉庫協会

東京湾水先区水先人会

東京湾遊漁船業協同組合

東港サービス株式会社

東港丸楽海運株式会社
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東洋建設株式会社

株式会社東洋信号通信社東京港グループ

東洋水研株式会社

東洋埠頭株式会社

東横商船株式会社

株式会社トクヤマ

戸田建設株式会社

トナミ国際物流株式会社

飛島建設株式会社

株式会社トマック

豊海東市冷蔵株式会社

豊海東都水産冷蔵株式会社

株式会社ドラムエンジニアリング

トレーディア株式会社京浜支店

な 内外日東株式会社

ナヴィス東京株式会社

株式会社ナカムラロジスティクス

株式会社　縄　定

に 西松建設株式会社

株式会社ニチレイロジグループ本社

日起建設株式会社東京支店

株式会社日新

日水物流株式会社

株式会社日成

日東富士製粉株式会社東京工場

一般社団法人日本海事検定協会東京第二事業所

日本製紙株式会社

日本通運株式会社東京海運支店

日本海工株式会社

公益財団法人日本海事科学振興財団

株式会社日本海事新聞社

日本海洋コンサルタント株式会社

一般社団法人日本貨物検数協会東京支部

日本工営株式会社

日本コンテナ・ターミナル株式会社

日本コンテナ輸送株式会社

日本塩回送株式会社東京支店

日本自動車ターミナル株式会社

日本振興株式会社

一般社団法人日本チャーターヨット協会
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日本埠頭倉庫株式会社

日本郵船株式会社

株式会社ニュージェック

株式会社ニューテック康和

は 株式会社ハーベックス

株式会社はとバス

原田港湾株式会社ターミナル部

原田荷役株式会社

ひ 株式会社ピーエス三菱

平田倉庫株式会社

ヒルトン東京お台場（株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ）

ふ 株式会社福田組東京本店

冨士運輸株式会社大井営業所

藤木企業株式会社

富士港運株式会社

富士倉庫運輸株式会社

株式会社フジタ首都圏土木支店

富士電機株式会社

株式会社二葉

株式会社不動テトラ東京本店

株式会社古川組

Ｐ／ＺＥＲＯ準備会

へ 株式会社ペガサスグローバルエクスプレス

ほ 株式会社ホウスイ

株式会社ホンマ

株式会社本間組東京支店

ま 前田建設工業株式会社

前田道路株式会社東京支店

松浦企業株式会社東京営業所

株式会社マックスパート　ホテルフクラシア晴海

ホテルマリナーズコート東京　株式会社マリコットサービス

株式会社マリテックス

株式会社丸運

マルエーフェリー株式会社

丸全昭和運輸株式会社

丸八倉庫株式会社

み 株式会社三国屋

株式会社みずほ銀行

三井住友建設株式会社

三井倉庫株式会社関東支社
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三井不動産株式会社

三菱製紙株式会社

三菱倉庫株式会社東京支店

峰岸浚設株式会社

有限会社三松

みらい建設工業株式会社東京支店

む 株式会社村山商店

め 株式会社明正

も 望月海運株式会社

株式会社森田内燃機

や 屋形船東京都協同組合

安田倉庫株式会社

矢吹海運株式会社

山田倉庫株式会社

株式会社ヤマタネ

ヤマト工業株式会社東京支店

ゆ 結城運輸倉庫株式会社

郵船トラベル株式会社

株式会社ユニエツクス

株式会社ゆりかもめ

よ 横浜港湾作業株式会社

横浜船舶企業株式会社

横浜倉庫株式会社東京本社

株式会社吉田組東京支店

寄神建設株式会社東京支店

り 琉球海運株式会社

りんかい日産建設株式会社東京土木支店

わ 合資会社ワールドプランニング

株式会社ワールド流通センター

株式会社若洲

若築建設株式会社東京支店
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