
危険物・毒劇物輸送のスペシャリスト 
 

会社案内 
 



 「安全理念」 
 
・安全は経営の基盤であり、社会的責務である。 

・私たちは相互信頼のもと、現場に密着した、確かな仕組みで、継続して安全を高めていきます。 

・私たちは一人ひとりの熱意と責任ある誠実な行動により安全を堅持します。 
 

 

商    号        菱華運輸株式会社 

所  在 地       神戸市長田区長楽町７丁目１番２６号 

創    業        昭和２１年８月（菱華運輸商会） 

会社設立         昭和２４年６月（菱華運輸合資会社） 

組織変更         昭和３６年３月（菱華運輸株式会社） 

資  本  金       ４０百万円 

株       主       内芝  幸次郎 

                       ＥＮＥＯＳ株式会社                             

                ＵＤトラックス株式会社                                             

営業品目       一般貨物自動車運送事業 

             中古ドラム缶仕入販売業 

             荷役作業（瀬戸内共同火力パイプライン立会監視） 

                      産業廃棄物収集運搬 「第１５８９９２号」 

関連会社       菱華石油サービス株式会社（ＥＮＥＯＳ（株）特約店） 

             有限会社水島容器商会（中古ドラム缶仕入販売） 

           株式会社ＲＩＡ 

主な取引先     ＥＮＥＯＳ（株） 京極運輸商事（株） 昭和電工（株）  

                       三菱ケミカル（株） 他                   

主要取引銀行 三菱ＵＦＪ銀行 伊予銀行 商工中金  

取扱高        売上額   ３０億円（令和２年度） 

              輸送数量 １，７６５千ＫＬ（令和２年度） 

従業員数       ２１６名（Ｒ３．５末） 

車両数        １７０輌 タンクローリー１６７両・高圧ガス車３両（Ｒ３．５末） 

役          員    代表取締役社長  内芝 幸次郎 

               取締役副社長       内芝 幸太 

               常務取締役     西山 典行 

               常務取締役     白井 克明 

             取締役         大西 教一 

               取締役               内芝 雄二 

                監査役         内芝 知憲（菱華石油サービス㈱社長） 
 

会社概要 

  

昭和21年  8月  内芝伝一（初代） 神戸に菱華運輸商会を設立 進駐軍ドラム缶洗浄修理業務開始 

昭和24年  6月  大阪に菱華運輸合資会社を設立 三菱石油㈱の貨物運送業務・ドラム缶洗浄業務 

           構内荷役業務開始 

昭和26年  2月  京都府に神足営業所を開設 運送業務・構内荷役業務を開始 

昭和28年  9月  神戸市に神戸営業所を開設 運送業務・ドラム缶洗浄修理業務を開始 

昭和35年  8月  倉敷市に水島支店を開設 運送業務を開始 

           広島市に広島営業所を開設 運送業務・構内荷役業務を開始 

昭和36年  3月  会社組織変更のため菱華運輸株式会社を設立 

           倉敷市にドラム缶洗浄修理工場を開設 三菱石油水島製油所潤滑油洗浄ドラム缶納入開始 

昭和36年12月  菱華運輸合資会社を吸収し、菱華運輸株式会社の本社を神戸市長田区に移転 

昭和42年  4月  高松営業所を開設 四国地区アスファルト輸送を開始 

昭和47年  3月  大阪泉大津営業所を開設 

昭和60年10月  四日市営業所を開設 運送業務開始 

昭和62年  5月  福山出張所を開設 ＪＡ山陽石油基地の運送業務開始 

平成12年11月  広島営業所を大竹市に移転  麻里布製油所よりの出荷・配送に切り替わる 

平成13年  4月  関西地区で近畿運油㈱と中谷石油㈱を統合して事業拡大 

平成13年10月  大阪第二営業所を事務所統合の上、名称を大阪支店に変更（現支店） 

平成15年10月  効率化を図るため営業所の集約完了（神戸・大阪・水島・広島の四４拠点集約化完了） 

平成17年11月  水島支店を新築移転（現支店 水島中通3-3-3） 

令和元年  6月      広島営業所を広島支店に昇格 

会社沿革 



◆関西地区
白油 台
黒油 台

潤滑油ローリー 台
ケミカルローリー 台
計 台

白油 台
黒油 台

計 台

◆中国地区
燃料油ローリー 白油 台

黒油 台
潤滑油ローリー 台
高圧ガスローリー 台
計 台
燃料油ローリー 白油 台

黒油 台
計 台

2021.5現在
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燃料油ローリー

車両台数 

車両の大型化による環境負荷低減 

新型２４ＫＬ超短尺トレーラー 高圧ガス１０ｔローリー 

産業廃棄物ローリー 

営業案内  タンクローリーによる危険物・高圧ガスの輸送 

◆燃料油ローリー◆ 
 
 

燃料油（ガソリン・灯油・軽油・重油等）を 

ガソリンスタンドや需要家へお届けします。 

◆潤滑油ローリー◆ 
 

潤滑油（ベースオイル・エンジンオイル・作動油等）を 

工場へお届けします。 

◆化成品ローリー◆ 
 

化成品を化学工場へお届けします。 

◆高圧ガスローリー◆ 
 

高圧ガス（液化アンモニア等）を工場へお届けしま

す。 

◆産業廃棄物ローリー◆ 
 

廃油等産業廃棄物を輸送します。 
（産業廃棄物収集運搬第１５８９９２号） 



「１００％安全」を目指して安全活動に取り組んでいます 
 

当社では安全に危険物をお客様にお届けするため、日々安全活動に取り組んでいます 

「安全活動」 

１．運行前・運行後点呼による安全管理 

２．全ドライバー参加の安全会議実施 

３．月1回の班長会議・班会議による小グループミーティングの実施 

４．添乗指導による実践的教育 

５．車載端末による速度管理、位置管理 

６．リーダーミーテイング（班長交流会）による他事業所との意見交換会 

「貨物自動車運送事業安全性優良事業所認定」 
 

           令和元年度更新  大阪支店・水島支店・神戸営業所・広島支店  
 

全体安全会議 

当社は環境対策に積極的に取り組んでおります 

神戸 

広島 水島 

大阪 

班長交流会 

「環境方針」    

当社は、深刻化する大気汚染・地球温暖化を防止するため、環境保全活動を推進する

ことが、企業の社会的責任の一つと認識し、輸送サービスの提供という事業活動から生

まれる環境負荷を低減していきます。 

エコドライブ講習会開催 

環境省・独立行政法人環境再生機構 

エコドライブコンテスト 

平成22年度エコドライブ活動賞受賞 

 



特長

用途 OIL、液体の充填、輸送、貯蔵、油の入替え等

仕様 材質：鉄 色：水色、緑 容量：２００ℓ 重量：２１kg

注意
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特長
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仕様

注意

特長
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仕様

注意

特長

用途 OIL、液体の充填、輸送、貯蔵、油の入替え等

仕様 材質：鉄 色：水色、緑 容量：１８０ℓ

注意

特長

用途

仕様

注意

材質：鉄 容量：２００ℓ 厚み：1.0mm 1.2mm など

未洗浄の為、混合時には調べが必要

空OIL缶をアルカリ洗浄し、塗装を剥し吹付け塗装したドラム缶です。

長期保管時に腐食、破損の恐れあり

廃油処理等

【洗浄塗装ドラム缶】

材質：鉄、ポリエチレン 容量：２００ℓ

未洗浄の為、混合時には調べが必要

【未洗浄空ドラム缶】
中身を使い終わった空ドラムです。

【オープンドラム缶（C）】
天蓋が取り外し可能でバンドで止めるタイプのドラム缶です。

汚泥、アスファルトなど輸送、貯蔵できます。

材質：鉄 容量：１８０ℓ

穴があいているような腐食はありませんが残液、錆、臭いが

あります。

【オープンドラム缶（A）】
天蓋が取り外し可能でバンドで止めるタイプのドラム缶です。

高粘度の液体や固体を輸送、貯蔵できます。

材質：鉄 容量：１８０ℓ

中はきれいですが未洗浄の中古缶です。

材質：鉄 容量：１８０ℓ

中は比較的きれいですが、少量の残液、錆があります。

スチールドラムの中にポリエチレンの容器が入っています。

酸、アルカリ性、耐薬品に優れた容器

【オープンドラム缶（B）】
天蓋が取り外し可能でバンドで止めるタイプのドラム缶です。

鉄くず、おが屑、ゴミ入れなど多目的用途で使えるドラム缶です。

【未洗浄ケミカルドラム缶】

【洗浄塗装オープンドラム缶】
洗浄塗装ドラム缶をオープンタイプにしたドラム缶です。

長期保管時に腐食、破損の恐れあり

【洗浄ハネドラム缶】
洗浄ラインに通し製品不可能だったドラム缶です。

廃油を入れたり加工してアイデア用品として使えます。

材質：鉄 容量：２００ℓ 重量：２１kg

洗浄してリサイクルとして使えなかった物なので錆や汚れはあります。

ドラム缶事業 

   

   空ドラム缶 各種買い取ります 

   ・空ドラム缶各種買取 

   ・中古洗浄ドラム缶販売 

   ・新・中古オープンドラム缶販売 

   ・スクラップドラム缶引取 
 



本社 〒653-0054　　
神戸市長田区長楽町７丁目１番26号
ＴＥＬ　078-733-0031（代）　　ＦＡＸ　078-735-4507

大阪支店 〒592-0001
高石市高砂１丁目１番地
ＴＥＬ　072-268-1991（代）　　ＦＡＸ　072-268-3191

水島支店 〒712-8072
倉敷市水島中通３丁目３番３号
ＴＥＬ　086-444-4352（代）　　ＦＡＸ　086-444-2078

ＴＥＬ　078-733-0036（代）　　ＦＡＸ　078-733-0157
広島支店 〒739-0622

神戸営業所 〒653-0054　
神戸市長田区長楽町７丁目１番26号

大竹市晴海２丁目１０番１７号
ＴＥＬ　0827-59-1151（代）　　ＦＡＸ　0827-59-1157

● ご 案 内 ● 


