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株式会社　髙助

企業理念

（人・隣保相愛）

私たちの社会は

人の集団で成りたっている

私たちは  常に  それぞれの

“価値観” と “人格”を

尊重しあい

共に 生きねばならない

私たちの会社も また  人の集団で

成りたっていると共に

社会の一員である

私たちは  常に  地域社会との

よりよい共生をめざし

共に  発展し継続せねばならない

ごあいさつ

　平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚くお礼申し

上げます。

　当社は明治18年（1885年）、四代目高橋助七が運送業

の傍ら、北洋漁業の運営に乗り出して以来、明治・大正時代

を通じ北洋漁業・海陸運送業及び食塩の取扱い業のほか、

セメント・石炭の販売を営み、昭和の戦時統制経済を経て

昭和27年に株式会社に改組いたしました。

　昭和35年、エネルギー転換に対応して石油の取扱いを

始め、建設資材の販売も手がけて現在に至っております。

その他の事業として、運送業・生コンクリート製造業・石油

販売業やサービス業等、6社の系列会社を擁し、地域経済

の発展と共に事業展開をして参りました。

　また、今日まで地域経済への奉仕を念願し、大正6年

（1917年）以来四代にわたり、社会福祉事業の施設の拡

充、運営にもあたって参りました。

　創業130年余り、幾多の経済環境の変遷を経て今日に

至りましたが、今後尚一層の飛躍を念願し、鋭意社業の発

展に努力をして参ります。

　よろしくご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長　高橋　秀松
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石油部門
地球温暖化や原油高騰などにより、環境対応や省エネ

等、社会の求めるエネルギーが変わろうとしています。ま

た、自動車業界においては省エネ化がいっそう進みハイ

ブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの開発競争が盛

んに行われています。

しかし、石油は依然としてエネルギーの主流を占めて

おり、国民生活と産業界の発展に寄与しています。

石炭の販売に始まった当石油部門も昭和35年エネル

ギー転換に対応して石油の取扱いを始め、今日に至りま

した。

県内外の提携40店舗の給油所と官公庁及び主だった

企業に石油製品、各種エネルギー、タイヤ等の販売を行い

お客様や社会のニーズに応え続けています。

今後、国内の石油需要は減少していくものと思われま

すが、これに替わる新たなエネルギーを模索しながら、エ

ネルギーの安定供給という大きな使命を柱に地域の皆様

と共に発展し、愛される石油部門を目指して行きたいと

考えています。

地域と共に発展する
エネルギー部門
エネルギー商社の「雄」を目指す

リテール部門

給油所というイメージも、今ではサービスステーション

という呼び名にふさわしいものに定着しています。最近で

は、さらに「快適で、いいフィーリング」という強い要望も

出ております。これらに対応すべく、きれいな設備で先ず

イメージを変え、その上従業員の笑顔と真心でお客様の

満足を追及するという基本的な姿勢を常日頃心掛けてい

ます。

今般、時代のニーズに応えられるよう新たにレンタ

カー事業も始めました。これにより給油から車両販売、

リース、レンタカーとお客様のカーライフを今まで以上に

サポート出来る体制を整えました。これからも安全を第一

義に心からのコミュニケーションを大切にして、もっと

もっと多くの人々から愛されるサービスステーションで

ありたいと考えています。

　　　　　　サービスステーション

■ リテール部門

　 直営サービスステーションの運営
　 レンタカー
　 車両関連部門の運営
　 車両販売
　 車両リース

■ 石油部門

　 石油製品

　 工業用潤滑油

　 L.P.ガス

　 各種エネルギー

　 アスファルト

　 タイヤ

　 太陽光発電

　 複合機
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建材部門

アルミセンターでは、三協立山アルミ製の部材を加工し

て主にビル用のアルミサッシを製作しています。ビルの窓

の大きさや形状、仕様は目的によりさまざまですが、設計

から製作、そして施工へと一貫したサービスの提供を行

い、お客様のご要望にお応えしています。

アルミサッシの設計・製作・施工と、
一貫したサービスをご提供

■ 建材部門

　 セメント関連
　 セメント
 　生コン
　 混和剤

　 コンクリート二次製品
　 ヒューム管
　 PHCパイル
　 ALC

　 機器・設備
　 昇降機各種
　 遠赤外線暖房
　 冷暖房機器

　 金属製建具工事

　 硝子工事

　 金属製屋根工事

　 再生砕石

　 アルミセンター

　 アルミサッシ製作

生活様式、事業形態の変化に伴って、建築物にもその

時々のニーズがあります。

セメント販売に始まった建材部門も、建築様式、材質、仕

様、納期の短縮など、そのニーズの変化に対応すべく、セ

メント、生コンの販売、アルミサッシ、ガラス、外壁材、昇降

機、住宅設備等の責任施工、及びアフターサービスを一貫

して行う方向に移行してきました。取扱い品目が多岐に

わたることにより、お客様の様々なニーズに的確に対応

することができ、更なる信頼を得、テリトリーの拡大につ

ながっています。

新しい街づくりに貢献します

運送事業部門
■ 運送事業部門

　 一般貨物自動車運送事業

 　貨物運送取扱事業

　 港湾運送事業

　 営業倉庫（930㎡）

運送事業部門は輸入塩の配送を主体として、幅広く一般

貨物を取扱っています。配送エリアは県内を中心として、

また県外では主に関東近辺に配送しています。

車種は3トン車から、増トン平車、増トンウイング車、

ユニック車を揃えて多様なお客様ニーズにお応えでき

ます。

930㎡の営業倉庫・第一類常温倉庫を備えており、保

管から配送まで行えます。

また、全車にデジタルタコグラフを装着して、エコドラ

イブに努めており、環境にやさしい運転、そして無事故を

目指して日々、配送業務に取り組んでいます。

安全・確実・スピーディーに
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ボトルウォーター
事業部門

ボトルウォーター事業部門は「クリクラ萬代」の名称で

営業をしています。

おいしくて安心できる水を選びたい。誰もが思っている

ことです。けれども毎日のようにペットボトルを運ぶには

面倒で、しかも重労働。

クリクラは純水に、ミネラル成分をバランスよく配合し

た水です。企業から一般家庭まで定期的にお届けします。

水が替わる。  生活が変わる。

食品部門

食品部門は、水産加工食品、味噌、醤油、漬物等の加工

製品に使用される業務用塩や一般家庭用塩等、良品質な

塩を安定的に供給させていただいております。

冬期間は道路の安全走行を維持する目的として各道路

管理者へ凍結防止剤の安定供給を行い皆様の生活を守

る使命を担っています。

また他にもディーゼル車の排ガス規制に対応する浄化

システムに使用され今後利用の拡大が見込まれる尿素水

（ウレアクリーン）をはじめ各種商材を取扱っております。

お塩でお役に立つ事を目指して！

■ 食品部門

　 業務用塩

　 一般家庭用塩

　 凍結防止剤

　 尿素水（ウレアクリーン）

凍結防止剤
【解氷一発】

■ ボトルウォーター事業部門

　 ボトルウォーターの販売
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創業以来一世紀余、21世紀 の新たな飛躍。

高助商店　創立

運送業並びに北洋漁業経営

直江津港に於いて鉄道運送取扱い

大蔵省塩務局の食塩運送取扱い

浅野セメント 株式会社　特約店

大倉鉱業 株式会社　特約店

住友炭鉱 株式会社　特約店

小運送業　免許（通運免許）

大阪住友海上火災保険株式会社　代理店

一般港湾運送事業　登録

株式会社 高助商店に改組

資本金700万円

亜細亜石油 株式会社　特約店

 亜細亜石油 株式会社新潟油槽所　受託

東新潟港駅通運事業　免許

株式会社 長岡高助　設立

山ス運送 株式会社　設立

港湾運送業（沿岸荷役事業）　免許

資本金4,000万円に増資

新潟アサノ生コン 株式会社　設立

内航運送取扱い業　許可

一般建設業 新潟県知事　許可

貨物自動車運送事業　許可

株式会社 高助本店　設立

自動車運送取扱い事業　登録

創業100周年

株式会社高助商店から株式会社髙助

に名称変更

一般区域貨物自動車運送事業　許可

明治18年 １月

29年 １月

32年 ４月

大正５年 １月

12年 ３月

昭和５年 ４月

12年 ４月

23年12月

昭和26年 ９月

昭和27年 ４月

35年 ９月

36年12月

37年 ９月

38年 ４月

39年 ５月

11月

41年 ４月

43年11月

44年 ５月

49年 ５月

54年 ９月

55年 １月

58年11月

60年 １月

４月

11月

船江町事務所　開設

臨海営業所　開設

株式会社 日本海ソルト　設立

新潟東港常温倉庫　新築

新潟東港冷凍冷蔵倉庫「髙助Ｃ＆Ｆセン

ター」　新築

初のセルフ給油所ロードスワンセルフ

ステーション　開所

創業120周年

髙助アルミセンター　開設

創業125周年

ボトルウォーター事業部を設置し、クリ

クラボトルウォーターの取扱を開始

新日鉱HDと新日本石油の二社合併に

よる㈱JX日鉱日石エネルギー　特約店

ニュービジネス推進課を設置し、太陽光

発電システム、事務機器等の取扱を開始

レンタカー事業を開始

太陽光発電システムによる売電事業開始

創業130周年

平成４年 ４月

７年 ６月

８年10月

11年 ３月

12年 ３月

14年 ６月

17年 １月

18年 ４月

22年 １月

4月

7月

24年 ７月

24年 ８月

25年 ３月

27年 1月

■主要特約店

JX日鉱日石エネルギー 株式会社

JX日鉱日石トレーディング 株式会社

株式会社 十全商会

株式会社 ブリヂストン

太平洋セメント 株式会社

三協立山 株式会社　三協アルミ社

山崎パイル 株式会社

日本板硝子 株式会社

クリオン 株式会社

三菱電機 株式会社

ＢＡＳＦポゾリス 株式会社

日精オーバル 株式会社

花王 株式会社

三菱商事 株式会社

ダイヤソルト 株式会社

富士ゼロックス新潟 株式会社

■主要代理店

日本塩回送 株式会社
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株式会社　髙助

会社案内
Company profile

本　　　社
〒951-8632（専用郵便番号） 新潟市中央区礎町通四ノ町2100番地
TEL （025）222-7161  FAX （025）222-7160

■事 業 所

臨海営業所
〒950-0047 新潟市東区臨海町1番21号
TEL （025）271-7771  FAX （025）271-7845

髙助アルミセンター
〒950-3308 新潟市北区下大谷内378番地25
TEL （025）259-8008  FAX （025）259-8007

■系列会社

この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

リバーサイド新潟サービスステーション
〒951-8052 新潟市中央区下大川前通三ノ町2230番地 TEL（025）223-2779

紫竹サービスステーション
〒950-0854 新潟市東区南紫竹2丁目2番6号 TEL（025）286-9680

Dr.Drive 黒埼インター店
〒950-1101 新潟市西区山田2515番地3 TEL（025）267-1836

Dr.Drive タイヤプラザ116店
〒950-2134 新潟市西区保古野木字尾崎450番地2 TEL（025）264-6016

Dr.Drive セルフロードスワン店
〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山80番地2 TEL（025）257-1761

スーパーウイング河渡セルフサービスステーション
〒950-0015 新潟市東区河渡庚131番地 TEL（025）250-8391

車販リース部門（Dr.Drive タイヤプラザ116店内）
〒950-2134 新潟市西区保古野木字尾崎450番地2 TEL（025）263-8880

サービスステーション

山ス運送 株式会社 新潟市北区太郎代2670

山ス流通サービス 株式会社 新潟市北区太郎代2670

新潟アサノ生コン 株式会社 新潟市中央区礎町通四ノ町2100番地

株式会社 高助本店 新潟市中央区礎町通四ノ町2100番地

株式会社 日本海ソルト 新潟市中央区礎町通四ノ町2100番地

株式会社 長岡髙助 長岡市城内町3丁目3番10号

髙助C&Fセンター 北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字横道下5322-12


