


株式会社ナミツー

代表取締役 竹之上誠直

昭和25年の設立以来、弊社は一貫して重量闊大品、特に鋼製橋梁、鋼管、鐵骨、工

事機材、切板等の鋼構造品の輸送業者として歩んでまいりました。弊社を今日まで育

て、導き、多年に亘り継続的に御愛顧賜りました御得意先様、並びに各地域において

弊社へ常にご支援を頂いた各仕入先様に対し、改めて御礼申し上げる次第であります。

これまで長年積み重ねてまいりました、技能と技術そして、各地域に伸長する協力

提携関係を活かし、御得意先様と仕入先様の双方から、最適且つ最良の提携先企業と

して、永続的に選択される様更に努力して参る所存でありますので、今後につきまし

ても倍旧の御愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ



会社名 株式会社ナミツー

代表者 代表取締役社長 竹之上 誠直

所在地 〒290-0066 千葉県市原市五所90-7

TEL 0436-40-1711

FAX 0436-40-7633

創立 昭和25年7月

資本金 15,750千円

従業員数 50名

営業項目 一般貨物自動車運送業

自動車運送取扱業

陸海運送業

荷造梱包業

上記に付帯する業務一切

会社概要

免許の種類

一般貨物自動車運送業 近運貨二第393号
76東陸自2貨2第458号

自動車運送取扱 大第400号

内航運送取扱業 近W第225号

一般労働者派遣事業 派12-300413







大型貨物の本船・台船による船積から水切り保管・陸上運送を含む一切の海上業務

海上輸送部門



各種輸送の計画立案事前調査から・積込輸送・現場搬入までの一貫業務

陸上輸送部門



加工業務と構内荷役の一括作業

構内・置場作業



車両手配から運行管理までの一括作業

配車部門



主な取引先

岩崎産業 株式会社 株式会社 ダイトーコーポレーション 株式会社 正光

株式会社 NSロジ東日本 ⼤和物流株式会社 松原建設 株式会社

株式会社 上組 大成スチール 株式会社 マルタアマゾン 株式会社

株式会社 ク ボ タ 高田機工 株式会社 株式会社 ミ ッ ク

倉敷運輸 株式会社 株式会社 T A G ミック運輸 株式会社

ケービーエスクボタ 株式会社 東亜鉄工建設 株式会社 ミナト運輸 株式会社

株式会社 駒井ハルテック 東栄鉄工 株式会社 宮地エンジニアリング 株式会社

駒運輸機工 株式会社 株式会社 東京鐵⾻橋梁 株式会社 横河システム建築

三栄運輸 株式会社 トランスオーシャン 株式会社 株式会社 横河ブリッジ

産業振興 株式会社 ⽇鉄住⾦物産 株式会社

JFE物流 株式会社 ⽇本橋梁 株式会社

住商鉄鋼販売 株式会社 株式会社 富士鉄鋼センター (敬称略、五⼗⾳順)



実績紹介
工 事 名 工 事 名

北海道地区
北海道開発局 共和川橋 北海道 中部地方建設局 名濃道路 愛知県
北海道旭川土木事務所 歌内川橋 北海道 日本道路公団 名港西高架橋 愛知県
旭川開発建設局 新熊ノ沢橋 北海道 日本道路公団 大府第一高架橋 愛知県
北海道開発局 琴平2号橋 北海道 日本道路公団 潮見高架橋 愛知県
北海道開発局 琴平５号橋 北海道 名古屋高速公社 各工区 愛知県
北海度開発局 新石狩大橋 北海道 名古屋高速道路公社 小牧工区 愛知県

豊田市役所 豊田大橋 愛知県
東北地区 名古屋高速道路公社 小牧工区 愛知県

東北地方整備局 高梨ご道橋 山形県 ＪＲ東海 セントラルビル 愛知県
西北地域県民局 五所川原車力線橋 青森県 日本道路公団 苅安賀高架橋 愛知県
東京電力 広野火力発電所 福島県 中京競馬場 鉄骨輸送 愛知県
学校法人岩手医科大学 岩手医科大 岩手県 トヨタ自動車 広瀬工場 鉄骨輸送 愛知県
青森県 新田名部橋 青森県

近畿地区
関東地区 日本道路公団 瀬田川橋 滋賀県

西武球場ドーム 屋根材輸送 埼玉県 阪神高速道路公団 竹田第３工区 京都府
首都高速道路公団 ＯＭ２３工区 埼玉県 阪神高速道路公団 保津高架橋 京都府
首都高速道路公団 町谷立体橋 埼玉県 水源開発公団 日吉ダム管理橋 京都府
日野自動車 古河工場 鉄骨輸送 茨城県 阪神高速道路公団 竹田第１工区 京都府
東日本高速道路㈱関東支社 新葛飾橋 埼玉県 大阪府モノレール 大阪モノレール 大阪府
ららぽーと富士見 鉄骨輸送 埼玉県 大阪国際会議場 鉄骨輸送 大阪府
東京湾横断道路㈱ 東京湾横断道 千葉県 和歌山県庁南別館 鉄骨輸送 和歌山県
千葉都市モノレール 県庁前駅舎 千葉県 本州四国連絡橋公団 明石海峡大橋 兵庫県
東京電力 千葉火力発電所 千葉県 近畿地方建設局 高原橋 兵庫県
首都高速道路㈱東京建設局 丸型鋼殻トンネル 東京都 近畿地方建設局 永井谷ＪＣＴ 兵庫県
関東地方整備局 町田立体高架橋 東京都 日本道路公団 木津橋 兵庫県
東京都モノレール事務所 多摩モノレール 東京都
大川端リバースティ 鉄骨輸送 東京都 中国地区
首都高速道路公団 ＯＭ４５工区 東京都 広島高速道路公社 広島南道路 広島県
首都高速道路公団 ＯＭ５３工区 東京都
東京都モノレール事務所 多摩モノレール 東京都 四国地区
東京都本庁建設局 晴豊１号橋 東京都 本州四国連絡橋公団 多々羅大橋 愛媛県
東京都第５建設局 隅田川橋梁 東京都 本州四国連絡橋公団 来島大橋 愛媛県
東京都 都庁ビル 東京都 本州四国連絡橋公団 鳴門大橋 兵庫県
首都高速道路公団 ＯＪ１３工区 東京都 本州四国連絡橋公団 明石海峡大橋 兵庫県
虎の門ヒルズ 鉄骨輸送 東京都 愛媛県今治支局土木 生名橋 広島県
六本木ヒルズ 鉄骨輸送 東京都
帝京大学八王子 図書館 鉄骨輸送 東京都 九州地区
米軍横田基地 ラック倉庫 鉄骨輸送 東京都 北九州高速道路公社 野多目高架橋 福岡県
首都高速道路公団 ＢＹ５４２工区 神奈川県 福岡県道路公社 今宿高架橋 福岡県
首都高速道路公団 ＢＹ５２４工区 神奈川県 北九州高速道路公社 金偶高架橋 福岡県
日本道路公団 横浜緑ＩＣ 神奈川県 北九州高速道路公社 第４０２工区 福岡県
首都高速道路㈱ 横浜環状YK41 神奈川県 九州地方雲仙復興 中安徳高架橋 長崎県
ラゾーナ川崎 鉄骨輸送 神奈川県 大分土木建設事務所 出合橋 大分県
千葉葛南土木事務所 妙典橋その2 千葉県
千葉葛南土木事務所 妙典橋その4 千葉県 沖縄地区

沖縄モノレール事務所 沖縄モノレール 沖縄県
中部地区

日本道路公団 富士高架橋 静岡県 鋼管（市川工場） 輸送及び横持 各地
静岡県道路公社 新新天竜川橋 静岡県 一般鋼材 陸上輸送 各地
日本道路公団 千曲川橋 長野県 軽量鉄骨輸送 輸送及び横持 各地
水源開発公団 荒谷橋 岐阜県
近畿地方建設局 油坂６号橋 岐阜県
日本道路公団 楠高架橋 愛知県
名古屋高速道路公社 各工区 愛知県
中部地方建設局 名濃道路 愛知県
名古屋高速道路公社 清洲料金所 愛知県



http://www.namitsu-net.com


