
confidential － 物流・情報・販売・金融を一元的に提供する「総合物流商社」 －

バックヤードバックヤードバックヤードバックヤード支援支援支援支援サービスサービスサービスサービス
【【【【パッケージプランパッケージプランパッケージプランパッケージプランのごのごのごのご提案提案提案提案】】】】

－－－－コストコストコストコストをををを削減削減削減削減しししし、、、、手間手間手間手間をををを省省省省くくくく－－－－
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バックヤードバックヤードバックヤードバックヤード支援支援支援支援サービスサービスサービスサービス【【【【パッケージプランパッケージプランパッケージプランパッケージプラン】】】】

パッケージプラン

＊保管料、一般管理費（作業費の総額10％）

は別途発生致します。

１坪からのご案内になります。

＊全国一律料金は沖縄、離島、一部の地域

を除きます。

運賃

送り状貼付

送り状発行

梱包

入庫検品

入荷料

全国一律全国一律全国一律全国一律 （税抜）
・ ・ ・ ・

オプション料金

・ピースピッキング・・・１０円／１ピース～

・流通加工（値札・タグ付等）・・・１０円／１個～

・納品書作成・・・１０円／１枚～

・梱包資材・・・５０円～

＊その他の作業は別途ご相談ください。

１１１１個個個個20202020ｋｇｋｇｋｇｋｇまでまでまでまで＆＆＆＆縦縦縦縦・・・・横横横横・・・・高高高高ささささ合計合計合計合計130130130130cmcmcmcmまでまでまでまで

６５０６５０６５０６５０円円円円／／／／１１１１個個個個～～～～

ケース
ピッキング
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サービスサービスサービスサービスごごごご提供提供提供提供のののの拠点拠点拠点拠点

１．トラックターミナル 538ヶ所

２．車両 23,834台

３. 人員 34,775名

４. 倉庫 181,151坪

５. 2010年3月期 連結売上 4,858億円

６. 東京証券取引所 第１部上場

証券コード 9076

７. 創業 昭和5年(1930年)2月11日

創業80周年

全国全国全国全国ののののトラックターミナルトラックターミナルトラックターミナルトラックターミナル、ＷＭＳ、ＷＭＳ、ＷＭＳ、ＷＭＳをををを標準装備標準装備標準装備標準装備されたされたされたされた物流物流物流物流センターセンターセンターセンターをををを
ごごごご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。 ＊＊＊＊保管料保管料保管料保管料はははは地域地域地域地域によってによってによってによって異異異異なりますなりますなりますなります

※※※※※※※※倉庫倉庫倉庫倉庫のののの空空空空きききき状況状況状況状況によりによりによりにより、、、、ごごごご希望希望希望希望にににに沿沿沿沿ええええ倉庫倉庫倉庫倉庫のののの空空空空きききき状況状況状況状況によりによりによりにより、、、、ごごごご希望希望希望希望にににに沿沿沿沿ええええ
ないないないない場合場合場合場合もありますのでごもありますのでごもありますのでごもありますのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。ないないないない場合場合場合場合もありますのでごもありますのでごもありますのでごもありますのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。
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サービスサービスサービスサービスごごごご利用拠点利用拠点利用拠点利用拠点ののののレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト（（（（サンプルサンプルサンプルサンプル））））サービスサービスサービスサービスごごごご利用拠点利用拠点利用拠点利用拠点ののののレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト（（（（サンプルサンプルサンプルサンプル））））

入荷仮置き
ｴﾘｱＥＶ

事務所

■ 入荷ｽﾄﾚｰｼﾞｴﾘｱ

■ 入荷仮置きｴﾘｱ

■ 軽量棚保管ｴﾘｱ（在庫品）

■ 軽量棚保管ｴﾘｱ（引当品）

■ 重量棚保管ｴﾘｱ（即応品）

■ 加工ｴﾘｱ

ＥＶ

入荷ｽﾄﾚｰｼﾞｴﾘｱ

ＥＶ

加工ｴﾘｱ

【パレットラック配置】
・１２モジュール
・10 × 12 ＝＞ １２０ﾗｯｸ

【重量ラック配置】
・１４．５モジュール
・4 × 14．5 ＝＞ ５８ﾗｯｸ

【軽量ラック配置】
・１８モジュール
・10 × 18 ＝＞ １８０ﾗｯｸ

【軽量ラック配置】
・２０モジュール
・10 × 20 ＝＞ ２００ﾗｯｸ

プラットフォーム
（搬送コンベアーの投入口）

【重量ラック配置】
・２．５モジュール
・4 × 2．5 ＝＞ １０ﾗｯｸ

（ロケーションコード）
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代金引換代金引換

・・・・商品商品商品商品のののの出荷出荷出荷出荷とととと引引引引きききき換換換換えにえにえにえに商品代金商品代金商品代金商品代金をををを回収回収回収回収できるのでできるのでできるのでできるので、、、、未収未収未収未収がががが発生発生発生発生しませんしませんしませんしません。。。。
・・・・督促業務督促業務督促業務督促業務やややや未収未収未収未収がががが発生発生発生発生しませんしませんしませんしません。。。。
・・・・振込明細書振込明細書振込明細書振込明細書をををを発行発行発行発行するのでするのでするのでするので、、、、代金回収内容代金回収内容代金回収内容代金回収内容をごをごをごをご確認確認確認確認いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。

代金引換代金引換代金引換代金引換のごのごのごのご提供提供提供提供代金引換代金引換代金引換代金引換のごのごのごのご提供提供提供提供

①①①① 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県・・・・離島離島離島離島のののの一部一部一部一部をををを除除除除くくくく全国展開全国展開全国展開全国展開がががが可能可能可能可能
（（（（ただしただしただしただし、、、、宅配代引宅配代引宅配代引宅配代引のみのみのみのみ沖縄県本島沖縄県本島沖縄県本島沖縄県本島・・・・石垣島石垣島石垣島石垣島・・・・宮古島宮古島宮古島宮古島・・・・久米島久米島久米島久米島はははは取扱可能取扱可能取扱可能取扱可能））））

②②②② 出荷出荷出荷出荷からからからから品代金品代金品代金品代金のののの回収回収回収回収までをまでをまでをまでを完全管理完全管理完全管理完全管理
③③③③ 一週間分一週間分一週間分一週間分のののの回収回収回収回収できたできたできたできた品代金品代金品代金品代金をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて振込振込振込振込

２，１００円２００，００１円～３００，０００円

１，０５０円１００，００１円～２００，０００円

３１５円～１００，０００円

代金引換手数料商品代金（消費税込）

※※※※※※※※振込振込振込振込振込振込振込振込手数料手数料手数料手数料手数料手数料手数料手数料、、、、収入印紙代収入印紙代収入印紙代収入印紙代、、、、収入印紙代収入印紙代収入印紙代収入印紙代
はははは振込振込振込振込みのみのみのみの際際際際、、、、振込金額振込金額振込金額振込金額よよよよはははは振込振込振込振込みのみのみのみの際際際際、、、、振込金額振込金額振込金額振込金額よよよよ
りりりり差差差差しししし引引引引くくくく形形形形となりますとなりますとなりますとなります。。。。りりりり差差差差しししし引引引引くくくく形形形形となりますとなりますとなりますとなります。。。。



confidential
5

Seino Financial Co.,LTD. All Right Reserved

お振込サイクルお振込サイクル

・・・・振振振振りりりり込込込込みみみみ方法方法方法方法はははは2222通通通通りりりり（＊（＊（＊（＊振込手数料振込手数料振込手数料振込手数料ははははおおおお客様客様客様客様負担負担負担負担））））

①①①① 週締週締週締週締めめめめ・・・・・・・・・・・・前週金曜日前週金曜日前週金曜日前週金曜日からからからから木曜日木曜日木曜日木曜日までのまでのまでのまでの回収分回収分回収分回収分をををを、、、、
翌週火曜日翌週火曜日翌週火曜日翌週火曜日にごにごにごにご指定指定指定指定のののの口座口座口座口座にににに振振振振りりりり込込込込みみみみ

②②②② 月締月締月締月締めめめめ・・・・・・・・・・・・第一木曜日第一木曜日第一木曜日第一木曜日にににに締締締締めてめてめてめて、、、、翌週火曜日翌週火曜日翌週火曜日翌週火曜日にごにごにごにご指定指定指定指定のののの口座口座口座口座にににに振振振振りりりり込込込込みみみみ

6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
● ●

締
切
日

振
込
日

6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

● ●

締
切
日

振
込
日

月締の場合

週締の場合

最短５日

最短５日代引回収済み分

（代引サービス）

または

商品発送済み分

（集金サービス）

代引回収済み分

（代引サービス）

または

商品発送済み分

（集金サービス）

商品代金商品代金商品代金商品代金のおのおのおのお振込振込振込振込についてについてについてについて商品代金商品代金商品代金商品代金のおのおのおのお振込振込振込振込についてについてについてについて
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【【【【Web代引精算書画面代引精算書画面代引精算書画面代引精算書画面イメージイメージイメージイメージ図図図図】】】】

～代引精算書をインターネットにて閲覧するサービス～

○精算書を郵便より早く（締め日の翌日）入手できます。
○精算書をデータでご提供致します。＊1
○入金状況をデータでご提供いたします。
○過去の精算書も閲覧でき、探す手間が要りません。＊2
○精算書再発行のご依頼がインターネットより可能です。＊3
○無料でご利用いただけます。＊4
＊1 Web代引振込明細書発行のご利用後は、従来の紙による発行は停止となります。
＊2 Web代引振込明細書は発行は、直近６ヶ月間の精算書をいつでも閲覧できます。
＊3 精算書は弊社担当者よりお届けいたします。
＊4 ご利用のお申し込みが必要となります。
ＳＳＬで保護されたログイン画面からご利用できます。※代引精算書と代引振込明細とは同一です。

代引清算書代引清算書代引清算書代引清算書ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂサービスサービスサービスサービスのごのごのごのご提供提供提供提供代引清算書代引清算書代引清算書代引清算書ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂサービスサービスサービスサービスのごのごのごのご提供提供提供提供
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出荷支援出荷支援出荷支援出荷支援システムシステムシステムシステム出荷支援出荷支援出荷支援出荷支援システムシステムシステムシステム ((((((((カンガルーマジックカンガルーマジックカンガルーマジックカンガルーマジックカンガルーマジックカンガルーマジックカンガルーマジックカンガルーマジックⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ))))))))のごのごのごのご提供提供提供提供のごのごのごのご提供提供提供提供（（（（無料無料無料無料））））（（（（無料無料無料無料））））

＜お客様＞
＜西濃運輸の支店・営業所＞

⑦集荷トラック

⑥お客様の出荷情報が、西濃運輸の最寄営業所に流れます。

②送り状・荷札印刷
③出荷一覧表印刷
④出荷情報送信

⑤送り状、荷札をお届物へ貼付

⑧出荷一覧表＆送り状・荷札HTスキャン
⑨お届物の出荷

カンガルーマジックⅡ　

①Ｗｅｂ出荷登録

「カンガルーマジックⅡ」をご利用いただき、ＥＣ店舗の出荷支援システムをご提供いたします。

カンガルーマジックⅡ
（Web出荷支援システム）

インターネット

カンガルーオンラインシステム
（西濃運輸・輸配送基幹システム）

出荷情報

出荷情報

出荷情報

送り状発行システム
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ＳＬＩＭＳ－ＷＨは、物流センター機能や規模に応じた最適構成を経済的かつ短期に導
入できる先進の実行ソリューションです。

�庫内作業の進捗管理と実績管理

�ＦＩＦ０/ロット/賞味期限管理

�作業導線を短縮（導線考慮指示）

�柔軟な作業バッチ編成

　　（方面別/輸送形態/帳合先）

�ゾーン・ロケーション管理

　　（固定/フリーロケーション）

�商品分析・庫内効率向上への応用

�複数寄託者・複数倉庫対応

など

主な特徴

倉庫管理倉庫管理倉庫管理倉庫管理システムシステムシステムシステム（ＷＭＳ）（ＷＭＳ）（ＷＭＳ）（ＷＭＳ）のごのごのごのご提供提供提供提供倉庫管理倉庫管理倉庫管理倉庫管理システムシステムシステムシステム（ＷＭＳ）（ＷＭＳ）（ＷＭＳ）（ＷＭＳ）のごのごのごのご提供提供提供提供（（（（有料有料有料有料））））（（（（有料有料有料有料））））



confidential － 物流・情報・販売・金融を一元的に提供する「総合物流商社」 －

バックヤードバックヤードバックヤードバックヤード支援支援支援支援サービスサービスサービスサービス

【【【【そのそのそのその他他他他のごのごのごのご提案提案提案提案】】】】
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そのそのそのその他他他他ののののサービスサービスサービスサービスそのそのそのその他他他他ののののサービスサービスサービスサービス

商業物流業界商業物流業界商業物流業界商業物流業界トップトップトップトップのののの西濃運輸西濃運輸西濃運輸西濃運輸グループグループグループグループののののネットワークネットワークネットワークネットワークをををを駆使駆使駆使駆使しししし、、、、
御社御社御社御社のののの物流物流物流物流をををを最適化最適化最適化最適化いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
どんなどんなどんなどんな案件案件案件案件（（（（大型案件大型案件大型案件大型案件、、、、特殊作業等特殊作業等特殊作業等特殊作業等））））でもごでもごでもごでもご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。
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○○○○業界業界業界業界シェアトップシェアトップシェアトップシェアトップ◎◎◎◎
日本郵便日本郵便日本郵便日本郵便へへへへ委託委託委託委託
信書取信書取信書取信書取りりりり扱扱扱扱いいいい不可不可不可不可

◎◎◎◎

3kg3kg3kg3kg・・・・厚厚厚厚ささささ3.5cm3.5cm3.5cm3.5cmまでのまでのまでのまでの書類書類書類書類ややややカタロカタロカタロカタロ
ググググなどをなどをなどをなどを配送配送配送配送
配達時配達時配達時配達時のののの受領印取得受領印取得受領印取得受領印取得やややや追跡追跡追跡追跡サービスサービスサービスサービスはははは
提供提供提供提供されませんされませんされませんされません

メールメールメールメール便便便便

○○○○

◎◎◎◎

△△△△

○○○○

◎◎◎◎

○○○○

◎◎◎◎

△△△△

○○○○

◎◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎◎◎

自社自社自社自社トラックトラックトラックトラック保有保有保有保有
なしなしなしなし

自社自社自社自社トラックトラックトラックトラック保有保有保有保有
なしなしなしなし

グループグループグループグループ全体全体全体全体でででで取取取取
りりりり扱扱扱扱いありいありいありいあり

2222トントントントン以上以上以上以上のののの商品商品商品商品をををを配送配送配送配送
トラックトラックトラックトラック車両車両車両車両１１１１台台台台をををを借借借借りりりり切切切切ってってってって、、、、商品商品商品商品
をををを配送配送配送配送
料金料金料金料金はははは車両車両車両車両・・・・距離距離距離距離でででで設定設定設定設定されていますされていますされていますされています

貸切貸切貸切貸切

宅配宅配宅配宅配・・・・特積特積特積特積みみみみ共共共共にににに
代引可能代引可能代引可能代引可能

商品商品商品商品とととと引引引引きききき換換換換えにえにえにえに、、、、品代金品代金品代金品代金をををを回収回収回収回収しましましましま
すすすす
はじめてのおはじめてのおはじめてのおはじめてのお届届届届けけけけ先先先先でもでもでもでも、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心
にににに代金回収代金回収代金回収代金回収がががが出来出来出来出来きますきますきますきます

代金引換代金引換代金引換代金引換

配送日数配送日数配送日数配送日数にににに制限制限制限制限ああああ
りりりり（（（（宅配宅配宅配宅配がががが優先優先優先優先））））

業界業界業界業界シェアトップシェアトップシェアトップシェアトップ

YYYY社社社社

全国全国全国全国のののの保管拠点保管拠点保管拠点保管拠点にににに
物流管理物流管理物流管理物流管理システムシステムシステムシステム
SLIMSSLIMSSLIMSSLIMS----WHWHWHWHをををを導導導導
入済入済入済入済みみみみ

商品商品商品商品をををを一旦一旦一旦一旦おおおお預預預預かりしてかりしてかりしてかりして在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理をををを行行行行
いいいい、、、、おおおお客様客様客様客様のののの指示指示指示指示にににに基基基基づきづきづきづき商品商品商品商品をををを梱梱梱梱
包包包包・・・・出荷出荷出荷出荷をををを行行行行いますいますいますいます

ロジスティクスロジスティクスロジスティクスロジスティクス

業界業界業界業界シェアトップシェアトップシェアトップシェアトップ

2222トントントントンまでのまでのまでのまでの商品商品商品商品をををを配送配送配送配送
料金料金料金料金はははは、、、、距離距離距離距離とととと重量重量重量重量でででで設定設定設定設定されておりされておりされておりされており、、、、
同一届同一届同一届同一届けけけけ先先先先にににに複数個口複数個口複数個口複数個口をおをおをおをお届届届届けするけするけするけする場場場場
合合合合におにおにおにお得得得得ですですですです

特積特積特積特積みみみみ（（（（※※※※1111））））
（（（（一般貨物一般貨物一般貨物一般貨物））））

企業企業企業企業からのからのからのからの通販通販通販通販のののの
配送配送配送配送がががが中心中心中心中心

企業向企業向企業向企業向けにけにけにけに特化特化特化特化しししし
たたたたミニミニミニミニ便便便便、、、、メルアメルアメルアメルア
ドドドドだけでだけでだけでだけで配送配送配送配送できできできでき
るるるるメルメルメルメル友便友便友便友便ありありありあり

20kg20kg20kg20kgまでのまでのまでのまでの商品商品商品商品をををを配送配送配送配送
料金料金料金料金はははは、、、、発着発着発着発着のののの地域地域地域地域ととととサイズサイズサイズサイズ・・・・重量重量重量重量にににに
よるよるよるよる分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく設定設定設定設定されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、
1111個単位個単位個単位個単位にににに料金料金料金料金がががが発生発生発生発生しますしますしますします

宅配宅配宅配宅配

SSSS社社社社西濃西濃西濃西濃特徴特徴特徴特徴サービスサービスサービスサービス

全配送サービス
を網羅※1：様々なお客様のお荷物を積み合わせて運ぶ運送の種類

当社当社当社当社のののの事業領域事業領域事業領域事業領域当社当社当社当社のののの事業領域事業領域事業領域事業領域
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1111個個個個20Kg20Kg20Kg20Kgまでまでまでまで かつかつかつかつ縦縦縦縦・・・・横横横横・・・・高高高高さのさのさのさの合計合計合計合計1.3m1.3m1.3m1.3m迄迄迄迄までまでまでまで

全国一律料金全国一律料金全国一律料金全国一律料金：：：：５３０５３０５３０５３０円円円円／／／／１１１１個個個個
((((沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・離島離島離島離島はははは追加料金追加料金追加料金追加料金))))

条件条件条件条件：：：：バックヤードバックヤードバックヤードバックヤード支援支援支援支援サービスサービスサービスサービスをごをごをごをご利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける場合場合場合場合のののの
特別料金特別料金特別料金特別料金ですですですです。。。。

①①①① 全国一律個数別全国一律個数別全国一律個数別全国一律個数別 宅配便運賃宅配便運賃宅配便運賃宅配便運賃

輸送輸送輸送輸送サービスサービスサービスサービス輸送輸送輸送輸送サービスサービスサービスサービス

②②②②距離距離距離距離・・・・重量別重量別重量別重量別 特積特積特積特積みみみみ運賃運賃運賃運賃
①①①① 貨物貨物貨物貨物がががが集集集集まればまればまればまれば、、、、宅配便運賃宅配便運賃宅配便運賃宅配便運賃よりよりよりより割安割安割安割安なななな特積特積特積特積みみみみ運賃運賃運賃運賃をごをごをごをご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。

②②②② 宅配便専業宅配便専業宅配便専業宅配便専業のののの運送会社運送会社運送会社運送会社ではではではでは、、、、ごごごご提供提供提供提供がががが出来出来出来出来ないないないないサービスサービスサービスサービスですですですです。。。。
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大型商品大型商品大型商品大型商品・・・・複数小口複数小口複数小口複数小口のののの運賃運賃運賃運賃大型商品大型商品大型商品大型商品・・・・複数小口複数小口複数小口複数小口のののの運賃運賃運賃運賃（（（（距離別距離別距離別距離別・・・・重量別運賃重量別運賃重量別運賃重量別運賃（（（（距離別距離別距離別距離別・・・・重量別運賃重量別運賃重量別運賃重量別運賃20102010201020102010201020102010年度年度年度年度年度年度年度年度67.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.50％）％）％）％）％）％）％）％）
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倉庫倉庫倉庫倉庫のごのごのごのご提供提供提供提供倉庫倉庫倉庫倉庫のごのごのごのご提供提供提供提供

共用倉庫共用倉庫共用倉庫共用倉庫
１１１１．．．．全国全国全国全国のののの政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市にはにはにはには、、、、複数複数複数複数のおのおのおのお客様客様客様客様にににに共同共同共同共同ででででごごごご利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける

共同倉庫共同倉庫共同倉庫共同倉庫をををを設置設置設置設置していますしていますしていますしています。。。。

２２２２．．．．１１１１ラックラックラックラック・・・・１１１１坪坪坪坪からからからから商品商品商品商品をおをおをおをお預預預預かりしますかりしますかりしますかりします。。。。

３３３３．．．．ごごごご利用利用利用利用いただいたいただいたいただいたいただいたラックラックラックラック数数数数・・・・坪数坪数坪数坪数にににに応応応応じてじてじてじて賃料賃料賃料賃料をををを計算計算計算計算しますしますしますします。。。。
季節波動季節波動季節波動季節波動にもにもにもにも柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できますできますできますできます。。。。

４４４４．．．．倉庫管理倉庫管理倉庫管理倉庫管理システムシステムシステムシステム(SLIMS(SLIMS(SLIMS(SLIMS））））がががが標準標準標準標準でででで導入導入導入導入されていますされていますされていますされています。。。。

専用倉庫専用倉庫専用倉庫専用倉庫
1.1.1.1. 売上売上売上売上げのげのげのげの拡大拡大拡大拡大やややや、、、、事業規模事業規模事業規模事業規模のののの合合合合わせてわせてわせてわせて御社専用御社専用御社専用御社専用のののの倉庫倉庫倉庫倉庫をごをごをごをご提供提供提供提供いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

2.2.2.2. 仕入先仕入先仕入先仕入先、、、、販売状況販売状況販売状況販売状況にににに応応応応じてじてじてじて最適最適最適最適なななな場所場所場所場所をごをごをごをご提供提供提供提供いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

3.3.3.3. 倉庫管理倉庫管理倉庫管理倉庫管理システムシステムシステムシステム（（（（SLIMSSLIMSSLIMSSLIMS））））もももも導入可能導入可能導入可能導入可能ですですですです。。。。
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１１１１．．．．面倒面倒面倒面倒なななな梱包作業梱包作業梱包作業梱包作業をををを代行代行代行代行しますしますしますします。。。。
(1)(1)(1)(1) 貴社貴社貴社貴社のののの事務所事務所事務所事務所、、、、倉庫倉庫倉庫倉庫でででで作業作業作業作業

(2)(2)(2)(2) 最寄最寄最寄最寄りのりのりのりの弊社弊社弊社弊社トラックターミナルトラックターミナルトラックターミナルトラックターミナルでででで作業作業作業作業

２２２２.  .  .  .  ダンボールダンボールダンボールダンボールなどなどなどなど梱包梱包梱包梱包にににに必要必要必要必要なななな資材資材資材資材をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします。。。。
ごごごご提供提供提供提供するするするする資材資材資材資材

１１１１. . . . ダンボールダンボールダンボールダンボール箱箱箱箱 ５５５５．．．．エアキャップエアキャップエアキャップエアキャップ
２２２２. . . . クラフトテープクラフトテープクラフトテープクラフトテープ ６６６６．．．．パレットパレットパレットパレット
３３３３. . . . 布布布布テープテープテープテープ ７７７７．．．．ラップラップラップラップ 等等等等
４４４４. . . . 巻巻巻巻ダンボールダンボールダンボールダンボール

３３３３．．．．貴社貴社貴社貴社のののの社名社名社名社名・・・・ロゴロゴロゴロゴのののの入入入入ったったったった梱包資材梱包資材梱包資材梱包資材をををを作成作成作成作成しますしますしますします。。。。

４４４４．．．．急急急急なななな大量出荷大量出荷大量出荷大量出荷ににににもももも対応可能対応可能対応可能対応可能ですですですです。。。。弊社物流弊社物流弊社物流弊社物流センターセンターセンターセンターややややトラックトラックトラックトラック
ターミナルターミナルターミナルターミナルをごをごをごをご利用利用利用利用いただくことでいただくことでいただくことでいただくことで、、、、緊急出荷緊急出荷緊急出荷緊急出荷へのへのへのへの対応対応対応対応やややや、、、、最終最終最終最終
受注時間受注時間受注時間受注時間をををを延長延長延長延長することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですですですです。。。。

梱包梱包梱包梱包サービスサービスサービスサービス梱包梱包梱包梱包サービスサービスサービスサービス
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海外海外海外海外からのからのからのからの輸出輸出輸出輸出・・・・輸入輸入輸入輸入海外海外海外海外からのからのからのからの輸出輸出輸出輸出・・・・輸入輸入輸入輸入

「「「「西濃西濃西濃西濃シェンカーシェンカーシェンカーシェンカー((((株株株株))))」」」」によりによりによりにより輸出輸出輸出輸出・・・・輸入輸入輸入輸入をををを代行代行代行代行いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

DB SCHENKERDB SCHENKERDB SCHENKERDB SCHENKER社社社社とのとのとのとの合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社

航航航航 空空空空 貨貨貨貨 物物物物 世界第世界第世界第世界第２２２２位位位位

海海海海 上上上上 貨貨貨貨 物物物物 世界第世界第世界第世界第３３３３位位位位

ロジスティクスロジスティクスロジスティクスロジスティクス 世界第世界第世界第世界第６６６６位位位位

欧州陸上輸送欧州陸上輸送欧州陸上輸送欧州陸上輸送 第第第第１１１１位位位位

海外拠点数海外拠点数海外拠点数海外拠点数 約約約約130130130130ヶヶヶヶ国国国国 2,0002,0002,0002,000支店以上支店以上支店以上支店以上

中国中国中国中国 45454545都市都市都市都市 60606060支店支店支店支店

全世界従業員数全世界従業員数全世界従業員数全世界従業員数 約約約約 91,00091,00091,00091,000名名名名

中国中国中国中国 3,6003,6003,6003,600名名名名


