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会員（125社）2021年5⽉1⽇現在

株式会社アイメックス http://www.imecs.co.jp/

⻘野海運株式会社 http://www.aono.co.jp/aonomarine

旭海運株式会社 http://www.asahiline.co.jp/

旭汽船株式会社

旭タンカー株式会社 https://www.asahi-tanker.com/

東海運株式会社 http://www.azumaship.co.jp/

株式会社安保商店 http://abo.co.jp/

アンカー・シップ・パートナーズ株式会社

イースタン・カーライナー株式会社 https://www.ecl.co.jp/top.html

飯野海運株式会社 https://www.iino.co.jp/kaiun

乾汽船株式会社 http://www.inui.co.jp/

出光タンカー株式会社 http://www.idemitsu.co.jp/tanker/

今治船舶株式会社

上野トランステック株式会社 https://www.uyeno-group.co.jp/

宇部興産海運株式会社 http://www.ube-ind.co.jp/usl/index.htm/

栄福海運株式会社

株式会社エクセノヤマミズ https://www.exeno.co.jp/

ＮＳユナイテッド海運株式会社 http://www.nsuship.co.jp/

NSユナイテッドタンカー株式会社 https://www.nsutanker.co.jp/

NSユナイテッド内航海運株式会社 http://www.nsu-naiko.co.jp/

NYKバルク・プロジェクト株式会社 http://www.nbpc.co.jp/

ENEOSオーシャン株式会社 http://www.on.jx-group.co.jp/

MOLケミカルタンカー株式会社 https://molchemtankers.com/ja/

⼤阪船舶株式会社 http://www.osakashipping.jp/

⼤阪旭海運株式会社

株式会社オーシャン・ジオ・フロンティア

オーシャントレーディング株式会社

オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社

株式会社オフショア・オペレーション http://www.oocltd.com/

海祥海運株式会社

神原汽船株式会社 https://www.kambara-kisen.co.jp/
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技術研究組合CO2フリー⽔素サプライチェーン推進機構

川崎汽船株式会社 https://www.kline.co.jp/

川崎近海汽船株式会社 https://www.kawakin.co.jp

河菜海運株式会社 http://www.kawana-kaiun.co.jp/

株式会社関⻄ライン https://www.kansai-line.co.jp/

喜多浦海運株式会社

共榮タンカー株式会社 http://www.kyoeitanker.co.jp

共和産業海運株式会社

株式会社共和産商 http://kyowa-sansho.com/

極東海運実業株式会社 https://www.fest.co.jp/

近海郵船株式会社 https://www.kyk.co.jp/

栗林商船株式会社 https://www.kuribayashishosen.com/

栗林物流システム株式会社 https://www.kuribayashishosen.com/indexkuribayashibuturyuu.html

ケイラインローローバルクシップマネージメント株式会社 http://www.krbs.co.jp

恵洋汽船株式会社

神⼾船舶株式会社

国華産業株式会社 http://www.kokuka.co.jp/

佐藤汽船株式会社

佐藤國汽船株式会社 https://www.satokunikisen.net/

三光汽船株式会社 http://www.sankoline.co.jp/

三社汽船株式会社

三徳船舶株式会社 http://www.santokuship.co.jp/

三洋海運株式会社 http://www.sanyo-kaiun.co.jp/

株式会社ジェネック http://www.geneq.co.jp/

株式会社七福組

春⼭海運株式会社

正栄汽船株式会社 http://www.shoei-kisen.com/

株式会社商船三井 https://www.mol.co.jp/

商船三井オーシャンエキスパート株式会社

商船三井近海株式会社 http://www.mokinkai.co.jp/

商船三井客船株式会社 https://www.nipponmaru.jp/

昭和⽇タン株式会社 http://www.showa-nittan.co.jp/

菅原汽船株式会社 http://sugaharakisen.co.jp/

瀬野汽船株式会社

センコー汽船株式会社 http://www.senko.co.jp/jp/

太平洋汽船株式会社 http://www.taiheiyo-kisen.co.jp

株式会社⾠⺒商會 https://www.tatsumi-cs.co.jp/

⽥渕海運株式会社 https://www.tabuchi-kaiun.co.jp/

⽟井商船株式会社 http://www.tamaiship.co.jp/
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第⼀タンカー株式会社 http://www.ititan.co.jp/

第⼀中央内航株式会社 http://www.daiship.co.jp/

第⼀中央汽船株式会社 https://www.firstship.co.jp/

⼤光船舶株式会社

⼤東通商株式会社 http://www.daitohnet.co.jp/

⼤⽇インベスト株式会社

⼤和汽船株式会社

千葉商船株式会社 https://www.chibaship.co.jp

鶴丸海運株式会社 http://www.tsurumaru.co.jp

鶴⾒サンマリン株式会社 http://www.trsm.co.jp

洞雲汽船株式会社

株式会社東栄ジャパン http://www.toeijapan.co.jp/

株式会社東栄リーファーライン http://www.toeireefer.co.jp/

東海商船株式会社

東慶海運株式会社

東広運輸株式会社

東興海運株式会社 http://www.tokoline.co.jp/index.html

藤光汽船有限会社

東都海運株式会社

東洋船舶株式会社 http://www.toyosenpaku.com

株式会社ナカタ・マックコーポレーション http://www.nakata-mac.co.jp/

⽇産専⽤船株式会社 http://www.nissancarrier.co.jp/

⽇伸海運株式会社

⽇鮮海運株式会社

新⽥汽船株式会社 https://www.nittakisen.co.jp/index.html

⽇鉄物流株式会社 https://www.log.nipponsteel.com/

⽇本海運株式会社 https://www.nipponkaiun.com/

⽇本海洋事業株式会社 https://www.nmeweb.jp/

⽇本サルヴェージ株式会社 http://www.nipponsalvage.co.jp/

⽇本マリン株式会社 http://www.nihopponmarine.co.jp/

⽇本マントル・クエスト株式会社 http://www.mqj.co.jp/

⽇本郵船株式会社 https://www.nyk.com/

伯洋海運株式会社

⼋⾺汽船株式会社 https://www.hachiuma.co.jp/

備後共同汽船株式会社

福神汽船株式会社 http://fukujin-kisen.com/

福永海運株式会社 http://www.fline.co.jp/

プリンス海運株式会社 http://prince-kaiun.co.jp/

船⽥海運株式会社
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富洋海運株式会社

株式会社フレッシュキャリアーズ

平和海運株式会社

邦洋海運株式会社 http://hoyokaiun.main.jp/

豊洋汽船株式会社

枡本海運産業株式会社

美須賀海運株式会社 http://www.misuga-kaiun.co.jp

瑞穂産業株式会社

三菱鉱⽯輸送株式会社 https://www.mot-tky.com

明治海運株式会社 https://www.meiji-shipping.com/

株式会社⼭下事務所

⼭丸汽船株式会社

⼭本汽船株式会社

郵船クルーズ株式会社 https://www.asukacruise.co.jp/

吉屋海運株式会社

リベラ株式会社 http://www.libera.co.jp/

   

http://hoyokaiun.main.jp/
http://www.misuga-kaiun.co.jp/
https://www.mot-tky.com/
https://www.meiji-shipping.com/
https://www.asukacruise.co.jp/
http://www.libera.co.jp/
https://www.jsanet.or.jp/contact/index.html
https://www.jsanet.or.jp/privacy/index.html
https://www.jsanet.or.jp/sitemap/index.html
https://www.jsanet.or.jp/e/index.html

