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会社概要 

商号 株式会社 石松商会 

本社 〒806-0031 北九州市八幡西区熊西 2 丁目 6 番 5 号 

TEL (093)621-6853  FAX (093)621-6007 

創業 昭和１１年 ６月１日 

設立 昭和４０年 ９月１日 

役員 代表取締役 会長 石松 巧児 

代表取締役 社長 石松 礼二 

取締役   石松 壽一 

取締役   大谷 絵里香 

取締役   浦川 浄春 

資本金 ２,０００万円 

営業車台数 ７２台（2022 年３月） 

従業員数  １７８名（2022 年３月） 

営業種目 ・一般区域貨物自動車運送事業  ・高圧ガスの製造及び販売 

・産業廃棄物処理業   ・機械工具及び溶接材料の販売 

・家庭用電気製品の販売  ・管工事業 

・医療機器販売及び賃貸  ・医薬品販売業 

・一般工業薬品の製造及び販売  ・食品添加物の製造及び販売 

・毒劇物の製造及び販売  ・前各号に付帯する一切の業務 

 

取引金融機関 福岡銀行 黒崎支店 西日本シティ銀行 黒崎支店 

佐賀銀行 八幡支店 北九州銀行 八幡支店 

 

営業所 

二島営業所(輸送１課) 〒808-0109 北九州市若松区南二島２丁目７番５号 

TEL(093)701-5373  FAX(093)701-5374 

 洞南営業所(輸送２課) 〒807-0812 北九州市八幡西区洞南町 3 番 1 号 

(販売課)          TEL (093)631-4119  FAX (093)631-4120 

 戸畑事務所(輸送３課) 〒804-0053 北九州市戸畑区牧山５丁目１番１０号 

                         高圧ガス工業㈱ 北九州営業所内 

TEL (093)663-3630  FAX (093)663-3631 

陣原工場(次亜製造)  〒807-0821 北九州市八幡西区陣原２丁目１１番７号 

TEL (093)616-6811  FAX (093)616-6822 

 夕原車庫(整備課)   〒807-0813 北九州市八幡西区夕原町７番１３号 

TEL (093)642-7129  FAX (093)642-7131 

 生産部        〒806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石１番１号 

三菱ケミカル(株）福岡事業所内 

 



沿革 

1936 年 6 月 三菱化成黒崎工場創業と同時に指定運送業者として石松組を創立 

1948 年 3 月 石松組を石松商会とする 

1953 年 11 月 福岡県陸運局より三菱化成黒崎工場特定運送事業の許可を受ける 

1955 年 10 月 福岡県陸運局より一般貨物事業の許可を受ける 

1959 年 9 月 大陽東洋酸素（現大陽日酸）黒崎工場の指定運送業者となる 

1965 年 9 月 石松商会を株式会社石松商会に組織を変更する 

1975 年 2 月 高圧ガス及び溶接材料の販売及び配管工事を始める 

1975 年 3 月 工場内包装荷役を開始 

1975 年 9 月 産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける 

1979 年 2 月 医療用酸素及び笑気吸入設備の販売及び配管工事を開始 

1981 年 10 月 標準ガスの販売を開始 

1989 年 8 月 九州運輸局より自動車運送取扱い業の許可を受ける 

1993 年 3 月 特別管理産業廃棄物収集運搬業を開始 

1999 年 6 月 建設業（管工事業）の許可取得 

2004 年 3 月 ISO14001 取得（登録証番号：JQA-EM3796） 

2014 年 12 月 本社を現在の住所に移転 

2016 年 8 月 二島営業所を開設 

2021 年 4 月 陣原工場建設 次亜塩素酸ナトリウムの小分け製造開始 

2022 年 7 月 小倉営業所を北九州市戸畑区に移転 

 

 

  

  

 

本社 

〒806-0031 

北九州市八幡西区熊西 2 丁目 6 番 5 号 

TEL (093)621-6853 FAX (093)621-6007 

http://www.kk-ishimatsu.net 

http://www.kk-ishimatsu.net/


ご挨拶 

当社は、1936 年（昭和 11 年）6 月、三菱化成工業㈱黒崎工場【現 三菱ケミカル㈱福岡事業所】の

指定運送業者として創業されました。また、1959 年（昭和 34 年）より大陽酸素㈱黒崎工場【現 大陽

日酸㈱】の指定運送業者として高圧ガスの運搬を開始しました。さらに、1975 年（昭和 50 年）に三菱

化成工業㈱黒崎工場の半導体薬品の充填・梱包・出荷業務を菱成産業㈱【現 三菱ケミカル物流㈱】よ

り請負い、業務を開始、同年 大陽酸素㈱の販売代理店として高圧ガス・その他関連商品の販売業務を

開始、同年 ㈱新菱ケミカル【現 ㈱新菱】の依頼により産業廃棄物の収集運搬業務を開始致しました。 

また、2021 年（令和 3 年）4 月には陣原工場を建設し、化学品の製造も開始致しました。 

 

設立以来、化学製品の運搬・製造・出荷業務、高圧ガスの運搬・販売業務、産業廃棄物の収集運搬業

務を主体として創業 85 年を迎えることができました。これも一重にお客様・地域の皆様のご指導の賜

物であります。 

 

当社の取扱う製品は、化学製品の中でも常に危険を伴う毒物・劇物・危険物・高圧ガスなどです。長

年の間、このような製品を安全にお客様にお届けするために、社員一丸となって努力を重ねて参りまし

た。今後とも、製品の製造・運搬・販売をワンストップで提供できるよう、‘危ないモノを安全に！’を

モットーにお客様・地域・社会へお届けすべく走り続けます。 

代表取締役社長 石松 礼二 

 

 

 

企業理念 

「我社は物流企業の責任として、地球温暖化防止を永遠のテーマに掲げ、環境・安全・品質活動に取り

組み、豊かで快適な社会生活を目指します。」 

 

経営理念 

「我社は社会を支える一企業として、全ての業務に対し社員全員がプロ意識を持ち、一丸となって取り

組み、この責任を達成する事により社の発展と社員の生活安定、そして社会への貢献を目指します。」 

 

 

   



営業部（輸送部門） 

●化学薬品輸送 

次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・塩酸・混酸・ジエチレングリコールなどの「危険物」や「劇物」、

ウイング車、大型・中型の平車、大型のタンクローリー車をご準備しています。また適応した保護具を

準備するなど、長年の取扱い経験を活かして、安全・確実な輸送を行っています。 

   

 

●産業廃棄物収集運搬 

各地の工場や施設から排出される産業廃棄物を回収し、廃棄物処理施設まで運搬します。弊社では、

九州一円と山口県、広島県、岡山県、兵庫県、三重県より収集運搬業の許可を受け、特別管理の廃棄物

を含めた多様な廃棄物の回収に対応できるよう、数多くの品目を網羅しています。 

  
 

 

●高圧ガス輸送 

主に液化ガスを取り扱っており、代表的な品目として、酸素・窒素・水素・ヘリウム・アルゴン・ア

セチレンなどを輸送しています。荷姿は、ガスの種類や用途に合わせて、大小様々なボンベやカードル

と呼ばれる供給装置、タンクローリー車などがあります。 

  

  

お問い合わせ先 

化学薬品・産業廃棄物 高圧ガス 

二島営業所(輸送１課) 

〒808-0109 

北九州市若松区 

南二島２丁目７番５号 

TEL (093)701-5373 

FAX (093)701-5374 

洞南営業所(輸送２課) 

〒807-0812 

北九州市八幡西区 

洞南町 3 番 1 号 

TEL (093)631-4119 

FAX (093)631-4120 

戸畑事務所(輸送３課) 

〒804-0053 

北九州市戸畑区牧山５丁目１番１０号 

高圧ガス工業㈱ 北九州営業所内 

TEL (093)663-3630 

FAX (093)663-3631 



主要取引先                  主要仕入れ先 

三菱ケミカル 株式会社 

 三菱ケミカル物流 株式会社 

 株式会社 新菱 

株式会社 リサイクルテック 

株式会社 ダイセキ 

大陽日酸 株式会社 

大陽日酸ガス＆ウェルディング 株式会社 

九州液送 株式会社 

株式会社 巴商会 

株式会社 九酸 

福岡酸素 株式会社 

水研化学工業 株式会社 

株式会社 九州ネギシ 

富士化学 株式会社 

黒崎化学工業 株式会社 

株式会社 吉福運送 

 

 

 

UD トラックス 株式会社 

九州日野自動車 株式会社 

三菱ふそうトラック・バス 株式会社 

いすゞ自動車九州 株式会社 

セントラル自動車工業 株式会社 

株式会社 中嶋自動車修理工場  

株式会社 オートメカ未来 

昌加自動車工業 有限会社 

小松フォークリフト 株式会社 

株式会社 シンコウ貴輪支店 

中央タイヤ工業 株式会社 

三谷商事 株式会社 

株式会社 新出光 

コスモ石油 株式会社 

株式会社 ENEOS サンエナジー 

ニチユ産業 株式会社 

NX 商事 株式会社（日通商事 株式会社） 

小倉興産エネルギー 株式会社 

株式会社 西日本宇佐美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



陣原工場（次亜塩素酸ナトリウムの小分け製造） 

 

陣原工場は次亜塩素酸ナトリウムを小分け製造する工場であり、2021 年 4 月より稼働を開始致しま

した。次亜塩素酸ナトリウムは殺菌・漂白・酸化作用があり、上下水道の浄水場や配水場、下水処理施

設、研究施設、食品工場などにおいて、主に水道などの消毒剤として広く使用されています。 

 

 

 

 

 

陣原工場には、次亜塩素酸ナトリウム専用冷却設備を備えた、20 ㎥タンクを２基設置し、大型車両

も使用できるトラックスケールや有効塩素濃度分析設備、荷役用フォークリフト、保管倉庫などを有し、

安定した製品供給を行います。 

また、最大容量３㎥の移動槽や１㎥コンテナを使用して、比較的小さなタンクを使用する施設や大型

車が入れないような施設などへの供給にも対応できます。 

 

 

 

 

 

主要取引先 

 東ソー 株式会社   東ソー・ニッケミ 株式会社   田中藍 株式会社 



営業部（販売部門） 

●工業用ガス 

工業用ガス（アセチレン、酸素、アルゴン、窒素、ヘリウム、

混合ガス等）を三菱ケミカル、三菱マテリアル、一般ユーザー

に販売し、ガス配管、設備工事も行っています。 

 

●特殊ガス 

 標準ガス、高純度ガス及び関連機器商品（減圧弁等）を販売し、配管、設備工事も行っています。 

 

●医療用ガス 

 医療用酸素ガス、笑気ガス、炭酸ガス、窒素ガス及び関連機器の酸素湿潤器、吸引器、パルスオキシ

メーター等を販売し、医療ガス配管、設備工事、保守点検を行っています。又医療機関を通して在宅酸

素療法機器（酸素濃縮器・人工呼吸器・CPAP 等）のレンタルを行っています。 

 

  

  

 

 

●溶接材料販売 

 溶断機器、溶接棒、溶接機器消耗品、溶断機、調整器、ガスホース販売、修理を行なっています。 

 

  

 

 
 

 

 

●機械工具 

 一般工具、機械工具、電動工具、エアツール、消火器、保護具などの販売を行っています。 

 

  
 

  



主要取引先 

三菱ケミカル 株式会社 

 三菱ケミカル物流 株式会社 

三菱マテリアル 株式会社 

三菱ケミカルエンジニアリング 株式会社 

 株式会社 新菱 

山九プラントテクノ 株式会社 

 株式会社 高田工業所 

 エムイーシーテクノ 株式会社 

株式会社 大坂ソーダ 

 特定医療法人東筑会 東筑病院 

 医療法人社団誠心会 萩原中央病院 

 青山中央外科病院 

 社団法人遠賀中間医師会 おんが病院 

 社団法人遠賀中間医師会 おかがき病院 

 八幡西病院 

 医療法人しょうわ会 正和なみき病院 

 医療法人財団はまゆう会 新王子病院 

 医療法人羅寿久会 浅木病院 

 

 

主要仕入れ先 

大陽日酸 株式会社 

大陽日酸ガス＆ウェルディング 株式会社 

大陽日酸エネルギー 株式会社 

株式会社 小池メディカル 

有限会社 メディカル技研 

株式会社 F&S ユニ北九州営業所 

エア・ウォータメディカル 

福岡理研工業 株式会社 

ジェイフィルム 株式会社 

高圧ガス工業 株式会社 

日本液炭 株式会社 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

(株)石松商会 洞南営業所《販売課》 

〒807-0812 北九州市八幡西区洞南町３番１号 

TEL (093)631-4119  FAX (093)631-4120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生産部 

生産部は、三菱ケミカル社で製造された製品の充填や包装、出荷など一連の業務を担っています。 

 

● 生産１課 ケミカル製品の充填・出荷業務 

 半導体製造工程で使用される洗浄液や EL 薬品の充填作業、液晶ディスプレイのカラーフィルターに

用いられるカラーレジストの充填作業を担い、それぞれの製品の包装から出荷までを行っています。ま

た、液体や粉体に含まれる水分量を測定する試薬の充填、包装、出荷作業も行っています。 

 輸出用コンテナやタンクローリー車のような大型のものから、ドラム缶などの中型容器、20Ｌポリ缶、

４Ｌポリ缶などの小型容器などに充填を行い、積込みから出荷までの一連の業務を担っています。製品

は、三菱ケミカル製品として国内外に出荷されます。 

 

  
作業スタッフ数 ６６名(2022 年３月) 

設備 フォークリフト：４台(2022 年３月) 

        プラッター：１台(2022 年３月) 

 

 

● 生産２課 樹脂製品の包装・梱包業務 

 プラスチックや CD、DVD、ヘッドライトカバーなどの自動車関連部品、スマートフォンのディスプ

レイ保護フィルムなどに使用される原料であるポリカーボネート樹脂を紙袋やフレキシブルコンテナ

に充填、包装したり、そのポリカーボネート樹脂の原料となるビスフェノール、ジフェニルポリカーボ

ネートなどをフレキシブルコンテナに充填、包装したりする作業を担っています。三菱ケミカル社の製

品として国内外に出荷されます。 

 

   

作業スタッフ数 ２２名(2022 年３月) 

設備 フォークリフト：４台(2022 年３月) 

 

生産部 北九州市八幡西区黒崎城石１番１号 三菱ケミカル(株）福岡事業所内 



許認可一覧 

◆一般区域貨物自動車運送事業 

◆高圧ガス販売営業許可（第 1614 号） 

◆高圧ガス製造許可 

◆建設業（管工事業）許可（第 109222 号） 

◆毒劇物一般販売業（第 613869 号） 

◆高度管理医療機器販売・貸与許可（第 31450050 号） 

◆医薬品販売業許可（第 313173 号） 

◆添加物製造業(小分け包装)営業許可（第 50263090 号） 

 

 

産業廃棄物収集運搬業（許可番号） 

 産業廃棄物収集運搬業許可 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 

福岡県 第 04000001877 号 第 04050001877 号 

佐賀県 第 04101001877 号 第 04151001877 号 

長崎県 第 04200001877 号 第 04250001877 号 

熊本県 第 04305001877 号 第 04355001877 号 

大分県 第 04408001877 号 第 04458001877 号 

宮崎県 第 04500001877 号 第 04550001877 号 

鹿児島県 第 04605001877 号 第 04650001877 号 

山口県 第 03500001877 号 第 03550001877 号 

広島県 第 03400001877 号 第 03450001877 号 

岡山県 第 03303001877 号 第 03353001877 号 

兵庫県 第 02857001877 号 － 

三重県 第 02400001877 号 第 02450001877 号 

 


