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Company Outline 
Corporate  Info

〒221 - 0854  
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町15-7
TEL  045-290-9222  

本社

FAX  045-290-9223  

東京都大田区東海５－５－９

東京営業所
〒143 - 0001  

TEL  03-5755-2121 
FAX  03-5755-2131  

川崎営業所業所
〒210-0869  
神奈川県川崎市川崎区東扇島24番地 (財)日本食肉流通ｾﾝﾀー  F棟208号
TEL  044-277-1435
FAX  044-277-3157 

横浜ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ

〒222-0035

神奈川県横浜市港北区鳥山町33

設　立

営業目的

２．自動車運送取扱事業
３．倉庫業の荷役の請負
４．前各号に付帯する一切の業務

資本金

営業許可取得

関東運輸局認可　関自貨２第３１２４号

Gマーク取得 川崎営業所　　２０１３年 １月　東京営業所　２０１５年　１月

代表取締役

事業内容
主要取扱品目
グループ会社

取引銀行 商工中央金庫

横浜信用金庫　神奈川銀行

保有車輌台数

コンテナ専用シャーシ 　34台

２０ＦＭＧシャーシ　 　４台
ＭＧ付２軸シャーシ　 　５台

３トン冷凍冷蔵車　　　８台ＭＧ付３軸シャーシ　 　11台
４トン冷凍冷蔵車　　　11台

大型冷凍冷蔵車　　    ５台

大型ウィング車　　　　 ２台
４トンウィング車　　　 ７台

ジャバラタイプ平　　　１台

３トン平ボディーＧ　  １台
専属協力会社　　　　  70社

従　業　員

トランスネット株式会社

福岡県春日市小倉1－86－2　ｵﾌｨｽｴﾙ 2号

福岡営業所
〒816 - 0824  

TEL  092-573-7700 
FAX  092-573-7709  

海上ｺﾝﾃﾅ輸送・一般貨物輸送・一時保管倉庫

冷凍・冷蔵輸送

倉庫

平成５年１１月３０日

１．一般貨物自動車運送事業

１，６００万円

平成８年１０月１７日

村上　卓司

海上コンテナ輸送、冷凍冷蔵品輸送、輸出輸入貨物輸送
冷凍冷蔵食品全般、一般雑貨貨物、引越運搬家具配送、危険物
山勝商事(株) 丸辰運輸(株) (株)丸一物流 丸辰運輸倉庫(株)

かながわ信用金庫

トラクターヘッド 　 　 15台
２トン冷凍冷蔵車　　　１台

５８名

冷凍・冷蔵倉庫

輸出入国際貨物取扱
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    横浜ロジスティック
   センター

神奈川県横浜市港北区鳥山町33

本社　・　横浜倉庫　・　概念

　本社

TEL　 045-290-9222
FAX　045-290-9223

Head office

港北インターより１０分　
ＪＲ横浜線小机駅より徒歩
１５分

神奈川県横浜市神奈川区三
ツ沢南町15-７

私たちは物流事業の最前線で培っ
た豊富な経験とノウハウで、お客
様の多彩なご要望にお応えするた
め、より良い形でご希望にかなえ
られるよう努めています。

概念　Concept

　コラム　三ツ沢

現在国道一号沿いの横浜市営地下鉄の三ツ沢上町駅から三ツ沢下
町駅付近 にかけて三ツ沢せせらぎ緑道という遊歩道が整備されて
います。地下鉄に
湧く地下水を使っ
て心地よいせせら
ぎをも再現してま
す。かつてはここ
に「滝の川」が流
れ、小さな三つの
沢が有ったことか
ら三ツ沢と名付け
られたそうです。

横浜市営地下鉄ブルーライン
三ッ沢下町駅より徒歩6分
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& WarehouseCargo

川崎営業所　Chilled and Frozen

※ 北海道から九州、沖縄まで協力会社の協力を得ての配
       送も可能です。

※ 冷凍・冷蔵倉庫にも協力会社が有ります、お客様のご
        要望に添った倉庫をお探しします。

冷凍・冷蔵倉庫現在、物流の拠点となる川崎市
川崎区東扇島に配送センターを有
し、立地の高条件を生かせる営業所でご
ざいます。自社協力会社車輌で首都圏エ
リアをカバーします。首都圏エリアの共同
配送は勿論、チャーター便での対応も可
能です。２ｔ冷凍車、３ｔ冷凍車、４ｔ冷
凍車、大型冷凍車、冷凍トレーラーバン

※冷凍保管庫　10坪×2
    マイナス25度設定
※冷蔵保管庫　38坪×2
    プラスマイナス0度設定
※低温荷捌場　39坪
　プラス10度設定
    冷却ファン設置帯

冷凍・冷蔵輸送

冷蔵・冷凍車両
の荷台もサビに
強いステンレス
フロア・ステン
レスリア枠・抗
菌仕様、お客様
のもとへ安心・安全にお届けします。

まで手配可能で
す。冷蔵倉庫、冷
凍倉庫を併設し
保管から通過貨
物を取り扱い一
貫した輸送が可
能です。

お客様のニーズに応えて様々なサービスをご提供します。

２層式・ツーエバーなので２温度帯（冷凍・冷
蔵）の混載運行も可能です。冷凍機も前後にそ
れぞれ独立したものを設置して前後室の温度設
定も可能です。冷蔵品はフレッシュな状態でお
届け出来ます。

大型冷蔵冷凍車
（増トン）・エアサス仕様

最大積載量
１２,６００Ｋｇ

当社が保有する車輌タイプのメインになります。
関東首都圏、甲信越、東海方面を主体に３６５
日運行しております。チャーターから小口混載
便まで、お客様のニーズにお答えして、お客様
の代わりに大切なお荷物を安全にお届け致しま
す。

４トン冷蔵冷凍車
 エアサス仕様

最大積載量
２,７００Ｋｇ

大型車輌、４トン車輌で走行不可能な市街地等
比較的狭い地域の集荷・配送を行います。

３トン冷蔵冷凍車

最大積載量　　
３,０００Ｋｇ
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東京営業所　Truck
Corporate  Info

全国網羅した強力なネットワークからお客様のニーズに沿った最適な提携
倉庫を提供・提案します。

海上による輸出輸入貨物・エアカーゴ・
国内貨物あらゆる輸送を全国ネットワーク
にて配送を行います。自社コンテナ輸送との連
携により、DE-VAN ON TRUCK作業を迅速かつ柔軟に提供します。

CARGO

デジタルタコグラフ機能とあわせたGPSの装備
、パケット通信などにより、リアルタイムで
運行経路や輸送状況、到着時間など、車両の
動態管理が可能になります。事務所と各車両の
間でメッセージを通信するサービスもあります。
事務所側では、車両の現在位置に加えて、交通情報
や気象情報を確認し、適正な運行経路を選択するため
の情報を確認し、事故渋滞情報などを各車両に一斉送信します。

大型ジャバラタイプ平ボディー車（エアサス仕様）大型ジャバラタイプ平ボディー車（エアサス仕様）

大型増トンウィング車（エアサス仕様）２台大型増トンウィング車（エアサス仕様）２台

３トン平ボディーパワーゲート車３トン平ボディーパワーゲート車

４トンウィング車７台（エアサス仕様）４トンウィング車７台（エアサス仕様）

提携倉庫提携倉庫

全車両ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ装着。全車両ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ装着。

パワーゲート   1,000kg 

車両 : 長さ 6,230  幅2,180  高さ  2,400

荷台 : 長さ9.600  幅2,400  高さ2,600

荷台 : 長さ 4,500  幅2,070  ｱｵﾘ高さ 400

車両 : 長さ8,600  幅2,490  高さ 3,400

最大積載量3,000kg

最大積載量2,800 kg

荷台 : 長さ6,210  幅2,400  高さ 2,300 

車両 : 長さ11,950 幅2,490  高さ 3,750

（ワイド車両）

車両 : 長さ11,950 幅2,490  高さ3,750

最大積載量13,500kg

最大積載量13,500kg 

荷台 : 長さ9.300  幅2,350  高さ 2,600 
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東京営業所　Container 

東京港からの輸出入のコンテナ、特にＭG付シャーシ２０台を保有し
冷凍、冷蔵、低温のリーファーコンテナ輸送に重点を置き港内から全
国区への輸送を行っております。また各営業所グルー
プ会社とのネットワークにより全国各地からの配送
のご用命もお受けいたします。

専属協力会社 70社との強力なネットワークにより、全国各地をカバーしています。

Cargo

海上コンテナ輸送海上コンテナ輸送

２軸シャーシ：９台３軸シャーシ：３台

２軸シャーシ：８台３軸シャーシ：１4台

（２０F　２軸MG　：　4台）

（４０F　３軸MG　：　11台）
（４０F　２軸MG　：　5台）

トレーラヘッド保有台数トレーラヘッド保有台数 １５台保有（専属力店社3台含む）

20フィートシャーシ保有台数20フィートシャーシ保有台数

40フィートシャーシ保有台数40フィートシャーシ保有台数

MG(リーファーコンテナ用発電機)保有台数MG(リーファーコンテナ用発電機)保有台数
菱重コールド社　　　：　 9台

キャリアコールド社　：　３台

サーモキング社　　　：　８台

全長       ： 12,55mm
全幅       ： 2,490mm
全高       ： 1,600mm
最大積載量 ： 24,000kg
車両重量   ： 3,470kg

全長       ： 12,55mm
全幅       ： 2,490mm
全高       ： 1,600mm
最大積載量 ： 30,480kg
車両重量   ： 4,190kg

第5輪荷重 : 11,500kg
車両重量  ： 7,040kg 

全長       : 5,610mm
全幅       : 2,490mm
全高       : 3,210mm

全長       ： 9,115mm
全幅       ： 2,490mm
全高       ： 1,960mm
最大積載量 ： 24,000kg
車両重量   ： 6,260kg

全長       ： 8,660mm
全幅       ： 2,490mm
全高       ： 1,585mm
最大積載量 ： 20,000kg
車両重量   ： 3,440kg (標準装備車)

(標準装備車)

(標準装備車)

コンテナサイズ (内寸)   長さ      幅       高さ      内容積     自重    最大積載重量 最大総重量 
             20’（8’6）    5,90m  2,35m  2,38m 33,29㎡  2,2ton  28,28ton   30,48ton
             20’（9’6）    5,90m  2,35m  2,69m 37,29㎡  2,4ton  28,14ton   30,48ton
          40’（8’6）  12,03m  2,35m  2,38m 67,28㎡  3,8ton  26,68ton   30,48ton
          40’（9’6）  12,03m  2,35m  2,69m 76,04㎡  3,9ton  26,58ton   30,48ton
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トランスネット福岡営業所 国際事業本部

海外に生産拠点をシフトしている企業情勢に対応するため、国際貨物フォワーディング、
海上輸送、航空輸送、陸上輸送を組み合わせた複合輸送サービスを提供しております。
これまで培ってきた物流に関する豊富な知識と経験をもとに複数の物流企業を一括し、
客観的立場から荷主である御社のニーズに最適な選択肢を提案させていただきます。
専門家による物流コストを最適化することによって、物流改善を行い、作業品質と生産
性が向上し、物流コストの圧縮化や見える化、変動費化を図ることができます。
また、輸出入に際し発生する煩雑な業務の一切を引き受ける代行業務も私たちにお任せ
ください。専門家により、通関に際し必要となる各種書類の作成や申告手続、国内倉
庫・梱包、船積、現地配送までを迅速かつ的確に遂行いたします。

国際事業本部

１ . 国際物流
海外輸出入の業務は、書類の作成や倉庫管理など細やかな管理が必要です。発送から輸
出入通関、海上・航空輸送、納入まで一切の業務を代行致します。

海 外

弊社代理店輸出者様

ブッキング

訪問・連絡

倉 庫

港・空港
工 場

陸上輸送

日 本

船便にて手配
＊コンテナ輸送・混載輸送にも対応

航空便にて輸送
＊緊急品にも対応

トランスネット/福岡

倉 庫

港・空港
工 場

陸上輸送

輸送ご依頼
問合せ

進捗状況報告
各ご回答

輸入者様

※弊社、輸出入通関・作業取扱い実績
輸出︓設備機械、健康食品、牛肉（和牛）、樹脂ドラム、建材、その他食品
輸入︓ホテルアメニティー、包材、加湿器、冷温水機、木材、冷凍鰻、風力発電設備、雑貨

1.国 際 物 流　2.国 内 物 流　3.商 社 機 能
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２.国内物流（倉庫作業・配送・梱包作業）
輸入通関後の貨物配送も、独自のネットワーク体制で、日本全国、様々なジャンルの物
流に対応します。

充実した中国・東南アジア拠点網で輸出入をサポートいたします。
（深圳、厦門、上海、威海、大連）

A社

B社

C社

＊輸入 バイヤースコンソリデーションのシュミレーション例
（複数のベンダー出荷を1コンテナに集約して出荷する / 物流コストの削減）
モデルケース ︓ ホテルアメニティー商品、包装資材

弊社指定

•入庫
•出庫
•ｺﾝﾃﾅｰ
ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ
•ｺﾝﾃﾅｰﾄﾞﾚｰｼﾞ

船社
CY

JAPAN
CY

輸入通関

輸出通関
(CY通関/各ﾍﾞﾝﾀﾞｰ様毎)

輸入通関は1件
に纏めて申告

ベンダー各社

日本の主要港 苫小牧・釜石・東京・横浜・大阪・名古屋・松山・福岡・那覇 各拠点に
提携倉庫会社があり、荷主様のニーズに応じた 配送サービスが可能。混載便・チャーター便

※釜石港での風力発電ブレードとタワーのデバン作業・配送作業

※苫小牧港での風力発電ブレードとタワーのデバン作業・配送作業
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３.商社機能（輸入代行業務）
・　仕入商品の市場調査から効果的な販売計画を策定し、物流会社の強みを生かした
一貫輸送が可能です。
・　現地との商談の遣り取り、決済、輸入通関、納品に至るまでの複雑な手続を一括で代行致します。
（サプライチェーンマネージメントへの取組み 輸入代行・在庫管理・納品の一元管理）

※横浜港でのファイバードラムの輸出梱包作業・バンニング作業

グローバルな生産・物流プロセスの中では、各プロセスの情報を一元的に管理して全体最適を図ら
ないと競合に後れを取ってしまいます。このような状況下において、サプライチェーン全体でモノ・カネ・
情報の流れを連携管理する必要性が高まっていることが、サプライチェーンマネジメントが注目され
る理由の一つです。

調達から製造，物流，販売まで
の一連のプロセスを改善し，
納期，コストの最適化を図るこ
とができる。

※輸入代行実績

韓国製︓電気冷温水機（PSE申請代行まで）、銀イオン電気加湿器（PSE申請代行まで）
AC/DCアダプター（PSE申請代行まで）、銀イオンハンディースプレー、東レ製ROメンブレン

中国製︓浄水器、製造機械、金型、ミネラルウォーター用プリフォーム、ラベル、キャップ
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新規事業への取組 Change and Challenge
福岡営業（国際事業本部）においては、関連事業者との協力により業界を超えた
新規事業へ挑戦しています。

１.輸入商品の販売
弊社で輸入代行を行った商品の在庫管理・販売・配送を行っています。
※Silverex 銀イオン加湿器

特許技術

Ag Care銀イオンの力で
大切な人を守ります
・FDA認証済
・3段階の銀イオンシステム
本製品には特許技術の銀イオンを3箇所に
内蔵し最大限に除菌します。
・特許取得の銀イオンにより、肺炎菌、黄色
ブドウ球菌、スーパーバクテリア等
を除菌します。
・タンク洗浄不要、タンク内の水を銀イオン
によって清潔に保ちます。

※Silverex Silveray（銀イオン除菌スプレー）

※使用用途
寝具、リビングのソファー、除菌、ペット、トイレ、キッチン、衣類、車内の除菌・消臭に
有効。無臭、勿論、人体にも無害、銀イオンなので安心してご使用頂けます。

Ag+

銀イオン
溶液

浄水
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新規事業への取組 Change and Challenge
2.湯布院ミネラルウォーター事業への参入
今後、関連事業者と協力し、ミネラルウォーターの資材調達・製造管理・在庫保管・輸出
代行・販売を行っていきます。

湯布院の天然水

２０００年の時を経て由布岳から湧き出る泉をボトリング
したミネラルウォーターは自然の大地によって
濾過された稀に見るバランスの良い硬度18という超軟水で
す。その水に含まれるカルシウムとマグネシウム
の比率は２︓１という正に黄金比と呼ばれています。

「東の軽井沢、西の湯布院」と言われ、女性を中心に
人気の湯布院。その景観は条例や地元の人たちの長
年の努力によって守られ、全国2位の源泉数・湧出量を
誇る温泉や豊かな自然、ショッピングやグルメ、個性的な
アートスポットなど多彩な魅力にあふれています。

湯布院地方の背景

美味しい水の黄金比率

カルシウム : マグネシウム＝2 : 1

大分県湯布院町（現・由布市湯布院町）と別府市と
の境にある山。
双耳の岩峰を東西に突き上げるようにして屹立する姿は、
古代から神います山としてあがめられ、数多くの伝説や物
語が残されている。
また『豊後風土記』には「柚富峰」として記され、『万葉集
』には「木綿山」として詠われている。そのシンボリックな山
容から、
「豊後富士」の愛称がある。大分県の名峰の1つ。

由布岳について

・ゆふいん工場所在地
大分県湯布院市由布町塚原1239番地135
大分自動車道由布岳ICより降りて約5分
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新規事業への取組 Change and Challenge
3.和牛肉輸出（JAPANESE “WAGYU”BEEF）
今後、関連事業者と協力し、大分県産 豊後牛を東南アジア・中国向けに輸出を行って
いきます。サプライヤー種類・出荷の遣り取り、冷蔵庫での保管、輸出通関、動検検査
コンテナバンニング、目的地までの海上輸送、全てにおいて弊社がサポート致します。

日本から中国への牛肉輸出は牛海綿状脳症（BSE）の影響で2001年に停止した。2010年には家
畜伝染病の口蹄疫（こうていえき）が発生。長らく輸出再開協議は滞っていたが、2019年11月25日
に日中両政府は、月齢30か月以下の骨なしの牛肉を対象に、中国への輸出再開で合意した。日本に
とっても中国への輸出再開は「悲願」だった。人口減少で国内消費が縮む中、海外の和食ブームを追い
風にして、日本政府は牛肉の海外輸出に力を入れている。2018年の輸出量は2010年に比べ6.6倍
の3560トンに増加。農産物輸出の看板商品に成長しつつあり、巨大市場・中国への牛肉輸出解禁は
その勢いを促進させる。

※今後の和牛輸出についての展望

※和牛輸出の業務フローの流れ

12



Every Thing Company Group 
Corporate  Info

営業種目　： 
本　　　 社  ：神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町１５－７   TEL：０４５－２９０－９２２２

東京営業所：東京都大田区東海５－５－９   　　　         TEL：０３－５７５５－２１２１

川崎営業所：神奈川県川崎市川崎区東扇島２４番地  
 (財)日本食肉流通センターF棟 ２０８号                       TEL：０４４－２７７－１４３５

横浜ロジスティックセンター　（倉庫）：神奈川県横浜市港北区鳥山町３３

山勝商事株式会社

本　　　社   ： 神奈川県横浜市都筑区川向町１０２３－１  TEL：０４５－４７６－１８８１

東京営業所：東京都大田区東海４ -  ８  - １９　２Ｆ 
コンテナ　課    TEL：０３－５７５５－１７６１

トラック    課    TEL：０３－３７９９－３０５４

埼玉営業所：埼玉県春日部市下柳１０６８ 　　　　　　        TEL：０４８－７４５－２１５１

FAX：０４５－３９２－６２９１

本　　　社  ：神奈川県横浜市泉区和泉町６５４８－１ 　　 TEL：０４５－３９２－６２８１

重量物運搬トレーラ ・ 精密機械輸送 ・ 海上コンテナ

丸辰運輸株式会社

株式会社丸一物流

本　　　社   ： 東京都板橋区小茂根２－５－１８　　　　　   TEL：０３－３９５８－０６２４

 一般貨物輸送 ・ 冷凍,冷蔵輸送 ・ ユニック車

本社営業所：東京都板橋区高島平６－１－１　　　　　　   TEL：０３－５９６７－５３８１

トランスネット株式会社
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本　　　社   ： 東京都大田区東海  ４ - ８ - １９  ３Ｆ 　　　　TEL：０３－５４９２－７９７９

海上コンテナ ・ 一般貨物輸送 ・ 冷凍,冷蔵輸送

丸辰運輸倉庫株式会社

海上コンテナ ・ 一般貨物輸送 ・ 冷凍,冷蔵輸送

海上コンテナ ・ 一般貨物輸送 ・ 冷凍,冷蔵輸送営業種目　： 

営業種目　： 

営業種目　： 

営業種目　： 



トランスネット株式会社はＧマーク取得。
荷主企業がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、全国貨
物自動車運送適正化事業実施機関（全日本トラック協会）が厳しい評価をし、認定
した事業所です。マークは安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の
証しです。
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