ＭＤＳＳ契約事業所一覧表
地区
苫小牧
東北・
小名浜
新潟・
直江津

事業所名
石油資源開発㈱北海道事業所
出光興産㈱北海道製油所
小名浜石油㈱

大阪

令和元年６月１日現在
事業所名

事業所名

ホクレン農業協同組合連合会 苫小牧
苫小牧埠頭㈱

計 ４事業所
計 １事業所

日本海洋石油資源開発㈱新潟鉱業所
インペックスロジスティクス㈱オイルターミナル直江津

AGC㈱千葉工場
日本曹達㈱千葉工場
コスモ石油㈱千葉製油所
ＫＨネオケム㈱千葉工場
出光興産㈱千葉事業所
千葉
丸善石油化学㈱千葉工場
JNC石油化学㈱市原製造所
三井化学㈱市原工場
富士石油㈱袖ヶ浦製油所
住友化学㈱千葉工場
日本ゼオン㈱川崎工場
三愛石油㈱羽田支社
日油㈱川崎事業所
セントラル・タンクターミナル㈱川崎事業所
麒麟麦酒㈱横浜工場
京浜
昭和電工㈱川崎事業所
昭和電工㈱川崎事業所（千鳥）
JXTGエネルギー㈱川崎製油所・川崎
JXTGエネルギー㈱川崎製油所・浮島
東亜石油㈱京浜製油所
鹿島石油㈱鹿島製油所
三菱ケミカル㈱茨城事業所
鹿島
花王㈱鹿島工場
信越化学工業㈱鹿島工場
鈴与㈱袖師埠頭事業部
清水
・大井川 鈴与液体物流サービス㈱
コスモ石油㈱四日市製油所
三菱ケミカル㈱三重事業所
四日市
東ソー㈱四日市事業所
石原産業㈱四日市工場
出光興産㈱愛知製油所
日産化学㈱名古屋工場
名古屋
日清オイリオグループ㈱名古屋工場
和歌山
・阿南

事業所名

花王㈱和歌山工場
JXTGエネルギー㈱和歌山製油所
日清オイリオグループ㈱堺工場
コスモ石油㈱堺製油所
大阪国際石油精製㈱
日本酢ビ・ポバール㈱

デンカ㈱千葉工場
JXTGエネルギー㈱千葉製油所
東洋合成工業㈱高浜油槽所
ＪＦＥケミカル㈱東日本製造所
ＤＩＣ㈱千葉工場
丸善㈱京葉油槽所
日新理化㈱
日本燐酸㈱
東レ㈱千葉工場
ティー・エム・ターミナル㈱市原事業所
旭化成㈱川崎製造所
三菱ケミカル物流㈱川崎油槽所
出光ルブテクノ㈱
ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所京浜地区
東京油槽㈱
JXTGエネルギー㈱川崎事業所
JXTGエネルギー㈱横浜製造所
JXTGエネルギー㈱根岸製油所
セントラル・タンクターミナル㈱横浜事業所
鈴江コーポレーション㈱新杉田埠頭倉庫営業所
日本製鉄㈱鹿島製鉄所
扶桑化学工業㈱鹿島事業所
JSR㈱鹿島工場
AGC㈱鹿島工場
セントラル・タンクターミナル㈱大井川事業所
㈱J-オイルミルズ静岡事業所
昭和四日市石油㈱四日市製油所
ＪＳＲ㈱四日市工場
ＫＨネオケム㈱四日市工場午起製造所
ＫＨネオケム㈱四日市工場霞ヶ浦製造所
セントラル・タンクターミナル㈱名古屋事業所
日本製鉄㈱名古屋製鉄所
ケミカルロジテック㈱名古屋ケミポート
日本製鉄㈱和歌山製鉄所
四国電力㈱ 火力本部 阿南発電所
三井化学㈱大阪工場
JXTGエネルギー㈱堺製油所
宇部興産㈱堺工場
丸紅エネックス㈱堺ターミナル

エヌアイケミカル㈱千葉事業所
日本タンクターミナル㈱
㈱Ｊ－オイルミルズ千葉工場

キャボットジャパン㈱千葉工場
ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所
JXTGエネルギー㈱市川油槽所
丸紅エネックス㈱千葉ターミナル
千葉ベグオイルタンクターミナル㈱
成田国際空港㈱
㈱市川アストモスターミナル
JXTGエネルギー㈱川崎製油所
大東タンクターミナル㈱横浜油槽所
日清オイリオグループ㈱横浜磯子事業場
㈱ＮＵＣ川崎工業所
川崎化成工業㈱川崎工場
東燃化学合同会社川崎製造所
日本埠頭倉庫㈱横浜事業所
㈱日本触媒川崎製造所千鳥工場
㈱日本触媒川崎製造所浮島工場
JXTGエネルギー㈱千鳥事業所
鹿島バース㈱
DIC㈱鹿島工場
㈱クラレ鹿島事業所
日本水産㈱鹿島工場
三和化成工業㈱静岡工場

計 ２事業所
旭化成㈱川崎製造所千葉工場
ダウ・東レ㈱千葉工場
ＪＳＲ㈱千葉工場
京葉シーバース㈱
日本製鉄㈱君津製鉄所
瀝青化学㈱袖ケ浦事業所
ニチレキ㈱東京支店 千葉営業所
日本板硝子㈱千葉事業所
君津共同火力㈱君津共同発電所
計 ３９事業所
日本乳化剤㈱川崎工場
日本合成樹脂㈱
三菱ケミカル㈱鶴見工場
㈱東京液体化成品センター川崎営業所
EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場
シェルルブリカンツジャパン㈱横浜事業所

計 ３６事業所
鹿島タンクターミナル㈱
㈱シーケム鹿島製造所
計 １４事業所
計 ５事業所

DIC㈱四日市工場
丸善石油化学㈱四日市工場
伊藤製油㈱
シンコーケミカル・ターミナル㈱四日市油槽所
東レ㈱東海工場
JXTGエネルギー㈱知多製造所
丸紅エネックス㈱名古屋ターミナル
大岩石油㈱青岸油槽所
岩本石油㈱青岸油槽所
内外輸送㈱大阪支店
ＫＨネオケム㈱堺物流センター
高石ケミカル㈱高砂油槽所
不二製油㈱阪南事業所

計 １２事業所
シンコーケミカル・ターミナル㈱名古屋事業所
㈱東京液体化成品センター名古屋営業所
宝ケミカル㈱
計 １２事業所
計 ６事業所
関西エアポート㈱

計 １３事業所

ＭＤＳＳ契約事業所一覧表
地区
姫路

神戸

水島

福山

事業所名
関西熱化学㈱加古川工場
姫路タンクターミナル㈱
㈱ダイセル姫路製造所 網干工場
ティー・エム・ターミナル㈱神戸事業所
三菱ケミカル物流㈱尼崎油槽所
セントラル・タンクターミナル㈱神戸事業所
三菱ガス化学㈱水島工場
日本ゼオン㈱水島工場
三菱ケミカル㈱岡山事業所
JXTGエネルギー㈱水島製油所Ｂ工場
ＪＦＥケミカル㈱西日本製造所倉敷工場
ＪＦＥケミカル㈱西日本製造所笠岡工場

事業所名
日本製鉄㈱広畑製鉄所
日鉄ケミカル＆マテリアル㈱広畑製造所
広畑ターミナル㈱
JXTGエネルギー㈱尼崎油槽所
日油㈱尼崎工場
シンコーケミカル・ターミナル㈱神戸事業所
㈱大阪ソーダ水島工場
旭化成㈱水島製造所
関東電化工業㈱水島工場
ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所
中国電力㈱水島発電所

事業所名

計 ９事業所
㈱J-オイルミルズ神戸工場
計 １０事業所

計 １４事業所

計 ２事業所
四国電力㈱伊方発電所
住友化学㈱愛媛工場
日本製紙㈱岩国工場
鹿川ターミナル㈱
三井化学㈱岩国大竹工場
日本ゼオン㈱徳山工場
徳山積水工業㈱
昭和電工㈱徳山事業所
日本化学工業㈱徳山工場
西部石油㈱山口製油所
小野田化学工業㈱小野田工場
太平洋マテリアル㈱小野田工場
日産化学㈱小野田工場
日本製鉄㈱大分製鉄所
昭和電工㈱大分コンビナート
ＮＳスチレンモノマー㈱大分製造所
日鉄ケミカル＆マテリアル㈱九州製造所
丸紅エネックス㈱門司ターミナル
小野田化学工業㈱門司工場
セントラル・タンクターミナル㈱門司事業所

博多

沖縄

㈱カネカ高砂工業所
㈱日本触媒姫路製造所
住友精化㈱姫路工場
JXTGエネルギー㈱神戸油槽所
シェルルブリカンツジャパン㈱神戸事業所
昭和産業㈱神戸工場
中国電力㈱玉島発電所
JXTGエネルギー㈱水島製油所Ａ工場
日清オイリオグループ㈱水島工場
三菱自動車工業㈱水島製作所

計 １事業所

三菱ケミカル㈱香川事業所
坂出
コスモ石油㈱ 坂出物流基地
太陽石油㈱四国事業所
今治・
松山
波方ターミナル㈱
三菱ケミカル㈱広島事業所
岩国・
JXTGエネルギー㈱麻里布製油所
広島
東洋紡㈱岩国事業所
出光興産㈱ 徳山事業所
㈱トクヤマ徳山製造所
徳山・下松
東ソー㈱南陽事業所
日本精蝋㈱
宇部興産㈱宇部ケミカル工場
セントラル硝子㈱宇部工場
宇部
テクノUMG㈱宇部工場
協和発酵バイオ㈱山口事業所宇部
JXTGエネルギー㈱大分製油所
大分
住友化学㈱大分工場
パンパシフィック・カッパー㈱佐賀関製錬所
三菱ケミカル㈱福岡事業所
日本製鉄㈱八幡製鉄所
北九州
大東タンクターミナル㈱西日本支店
日本コークス工業㈱北九州事業所
シンコーケミカル・ターミナル㈱博多事業所
鹿児島

令和元年６月１日現在
事業所名

住友化学㈱大江工場
計 ５事業所
日本製紙㈱大竹工場
㈱ダイセル大竹工場
帝人㈱岩国事業所
日鉄ステンレス㈱製造本部 光製造所
日鉄ステンレス㈱製造本部 周南製鋼所

ユニオン石油工業㈱岩国工場
計 １０事業所

計 １０事業所
チタン工業㈱
太陽石油㈱山口事業所
戸田工業㈱小野田事業所
西部特アス㈱
大分ケミカル㈱
日本エラストマー㈱大分工場
日本硫炭工業㈱大分工場
㈱Ｊ－オイルミルズ若松工場
出光ルブテクノ㈱門司事業所
三菱マテリアル㈱九州工場（苅田地区）
三菱マテリアル㈱九州工場（黒崎地区）

計 １２事業所
大分エル・エヌ・ジー㈱
ニチレキ㈱九州支店 大分営業所
計 １１事業所
光和精鉱㈱戸畑製造所

計 １３事業所
計 １事業所

太陽石油㈱加治木オイルターミナル
計 １事業所
南西石油㈱西原製油所
計 １事業所
※敬称略・順不同・略字使用をご容赦ください。

赤字：新規契約分 基準日から1年以内
青字：社名変更等 基準日から1年以内

合計２４４事業所

