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ご挨拶

当社は1922年(大正11年)創業以来、一貫して"お客様の立場に立った輸送のご提供"をモットーに、

より速く、より安全に、より良いサービスを常に心掛け、お客様のご信頼を頂いてまいりました。

今日我が国を取り巻く経済情勢は激変、激動し、それに伴いお客様は、現状を打破したより経済性

のある、より高品質な物流サービスのご提供を強く望まれております。

この様なお客様のご要望に的確に対応すべく、当社は創業以来蓄積されたノウハウを基盤に変化

に即応し、より幅広く、経済的、なおかつ高品質なサービスをご提供、ご提案できるグローバルな

トータル物流オーガナイザーとして、今まで以上にお客様のお役に立てる様に、全社一丸となり努

力を続けてまいります。

何卒今後とも一層のご支援、ご愛顧を頂きたく、よろしくお願い申しあげます。

グローバルトータル物流オーガナイザーとして高品質なサービスを提供します。

貨物管理や業務処理においてセキュリティと法令遵守体制を整備し、2013年6月12日付で東

京税関より、AEO認定通関業者として認定されました。

AEOは国際認証であり、日本だけでなく世界に広がっています。国際物流において、AEO認定

事業者がサプライチェーンを繋ぐことにより、より高いセキュリティが確保された物流サービス

がご提供されるよう、各国税関も、認定事業者に対する更なる税関手続きの簡素化、迅速化

などのメリットを検討しております。

国際一貫輸送、トータルフォワーディングを柱として事業展開している当社にとって、国際物流

のセキュリティ向上の一役を担うことを目指し、お客様とともに、正しく効率的な通関手続きを

実現することによって、より信頼される通関業者を目指してまいります。

2013年6月12日付で東京税関より、AEO認定通関業者として認定されました。

AEO Customs Broker



会社概要

商号 : 矢吹海運株式会社

創立 : 1922年(大正11年)2月1日

設立 : 1938年(昭和13年)4月11日株式会社組織とする

本社 : 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目17番4号

TEL : (03)3453-1371(代表) 

資 本 金 : 6,000万円

代 表 者 : 代表取締役社長 矢吹 欣一郎

従業員 : 120名

取引銀行 : みずほ銀行 浜松町支店、みずほ銀行 横浜支店、三井住友銀行 三田通支店、

三井住友銀行 横浜支店、三菱東京UFJ銀行 田町支店

企業理念

世界中のお客様に満足頂き、日々挑戦、変革を続け社員が生き甲斐を持って働ける会社であり続けます。

行動指針
より速く・より安全に・より確実に世界へ羽ばたきます。

陸・海・空を自由に駆けるグローバル・ネットワークを

駆使した、スケールの大きなダイナミック・ロジスティ

クス。私たちが独自に築き上げたこの物流力で、国際

物流に関する皆様のあらゆるニーズにお応えすると

ともに、さらなる先進性とパイオニア精神で、新時代

を創造します。世界へ、未来へ、常に前進し続ける物

流企業－それが矢吹海運です。

当社では、海外の提携フォワーダーと、世界を網羅す

るネットワークにより、相互に物流の情報交換を行い、

各種の輸送手段と経路を組み合わせた最適な輸送

方法を選定します。一貫した責任体制のもとで、安

全・正確・迅速な輸送を行うと同時に、物流経費のコ

ストダウンを図り、皆様に大きなご満足をいただいて

おります。

ダイナミック・ロジスティクス 国際複合一貫輸送



沿革

創立期

1922年2月

矢吹欣造、大阪市西区に
矢吹欣造商店を創立。

1933年12月

本店を東京都芝区に移転。

1950年12月

横浜出張所を横浜市中区に
開設。

1961年7月

商号を矢吹海運株式会社に改称。

1968年7月

横浜市中区新山下町に倉庫
500坪（土地付）を取得し、
追浜倉庫株式会社の営業権
を譲受、営業を開始。

1938年4月

株式会社矢吹欣造商店に組織変更。

1958年5月

大阪出張所を支店に昇格。

1969年7月

横浜出張所を支店に昇格。

1986年4月

大井埠頭営業所を
東京都大田区に開設。

1934年3月

大阪出張所を大阪市西区に
開設。

1969年8月

昭運輸株式会社を合併。

矢吹欣造

矢吹二郎



未来

世界中のお客様に満足頂き、

日々挑戦、変革を続け

社員が生き甲斐を持って働ける会社であり続ける。

1992年6月

矢吹海運ビル竣工。

2001年4月

茨城県にひたちなか事務所開設。

2007年6月

矢吹国際貨物運輸代理（上海）有限公司
へ移行。

2015年4月

PT.YABUKI TANGGUH
INDONESIAへ移行。

1992年2月

創業70周年を迎える。

1999年11月

矢吹欣一郎
代表取締役社長就任。

2003年6月

貨物利用運送事業法施行に伴い海運二種に移行。

2007年10月

ひたちなか事務所をひたちなか営業所
に昇格。

2006年10月

矢吹（上海）物流諮詢有限公司開設。

2004年11月

上海に連絡事務所開設。

矢吹欣一郎



事業案内

港湾運送事業免許を所有し、小口混載貨物、コンテナ貨物、重量貨物、プラント設備など、

あらゆる輸出入貨物の船積み、船卸しに伴う運送・荷役作業を行なっております。

港湾運送事業

永年の経験と実績をもとに、輸出入通関業務を行っております。

AEO認定業者として、不正な輸出入防止にも協力し、社会にも貢献しております。

通関業

中国の現地法人や、インドネシア現地法人をはじめとし、世界各国にあるネットワークを活

用し、一貫輸送サービスをご提供いたしております。また、日本発着のみでなく、三国間の

Door to Doorのサービスも行っております。

国際複合輸送

お客様のニーズに応え、航空貨物も取り扱っております。

緊急輸送に不可欠なきめ細かい対応とサービスをご提供しております。

航空貨物取り扱い

輸出入業務に不慣れなお客様などに、輸出入に関する書類全般の作成および手配などを行い、

お客様が安心してお任せ頂けるサービスをご提供しております。

輸出入業務代行

国際物流のプロとしてのネットワークやノウハウを生かし、100％子会社である貿易商社

（株）欣洋との協業により、物流と商流のワンストップサービスをご提供します。

商流事業



輸送と直結した効率的な運営で、輸出入貨物はもとより、国内貨物の保管をお引き受け

いたします。

また外国貨物についても保税蔵置場を保有しております。

倉庫業

多様化する製品に、輸送・保管・安全を考慮した最適な包装設計を施し、あらゆる製品の対

応が可能です。

梱包業

各種工作機械の据付や、大型プラントの組み立て・解体など豊富な実績を持っております。

機械設備などの組立・解体業

輸出保険、海上貨物保険、損害保険その他、あらゆる保険代理業務を行い、ご便宜を図っ

ております。

保険代理業

自社ビル賃貸を始め各種不動産の賃貸業務を行っております。

不動産賃貸業

お客様の物流ニーズに沿った新たな物流マップをお客様の目線にて構築し、

満足して頂ける3PLサービスをご提供いたします。

3PL業務の取り扱い



部門案内

営業部

ビジネスのボーダレス化が進んでいる昨今、物流環境も大きく変化しております。

当部は、永年に亘り蓄積したノウハウを活用し、大型設備から雑貨、小物品に至るまで、物流環境変化に対応した

お客様に最適な物流手段をご提案し、ご好評をいただいております。

お客様のあらゆるニーズに応えられるよう、当社海外現地法人や、世界各国に網羅する有力フォワーダーと提携

した海外ネットワークを駆使し、豊富な実績とノウハウにより、お客様の物流の問題点を的確に把握・分析し、作業

の効率化、リードタイムの短縮化、コスト削減など最適な物流をご提案いたします。また、輸送に関しては、きめ細

かい充実したサービスをご提供すると共に、お客様から預かった大切な製品を、安全、確実にお客様にお届けい

たします。

大きなものから小さなものまで、なんでも運ぶ輸送のプロ集団です。

■営業部の特徴

長年にわたり、蓄積したノウハウ、専門知識により、お客様の物流を的確に把握・分析し、作業の効率化、

リードタイムの短縮化、コスト削減など、最適な輸送をご提案いたします。

■主な取り扱い製品

当社では食料品、雑貨、家電製品、精密機械、OA機器、工作機械、最先端部品から 発電機、変圧器などの

発変電プラントなど大きなものから小さいものまで、幅広い製品を取り扱っております。

建機プラント営業部

建設機械輸出入取扱いの専門部署である建機営業グループは、油圧ショベル、クレーン、大型ダンプ、ホイルロー

ダーなど、新車・中古車問わず、多くの製品を取扱いしており、重量品の輸出梱包、ショベル再組立作業、防錆・メ

ンテナンス等、お客様のニーズに合わせた幅広い業務を行っております。

建設機械は、重量品で容積も大きく、ＲＯＲＯ船・在来船に船積することを基本としておりますが、時には10トン以上

ある製品をドライコンテナに積み込む作業方法をご提案するといった重量品を長く取り扱っていたからこそ出来るノ

ウハウを持ち合わせており、日本国内からの輸出のみならず、海外からの輸入品における輸送費低減提案を行う

など、数多くの輸送費削減を実現しております。

部品輸送においては、リターナブルパレットの運用によるコンテナ輸送費（ラウンドユース）を実施することで作業場

所の一元管理、お客様の事務工数及び無駄な梱包費削減に貢献しております。

また、昨今増加している3国間輸送の取扱いも得意としており、建設機械（重量品）の取り扱いに熟知した海外ネッ

トワーク（約100国）に加盟しておりますので、現地からの製品引取り、通関、輸出船積、海上輸送までといった、新

たなるニーズにも幅広く対応し、大変ご好評を得ております。今後も顧客の目線に立ち、輸送方法のご提案・再構

築に、日々取り組んでおります。

建機物流のスペシャリストです。

■建設機械関係の特徴

製品特性により最適な輸送方法をご提案する事ができます。

また、製品のメンテナンス、港再組み立て作業など特殊技能を持ち合わせております。



プラント貨物やプロジェクト貨物など重量物をはじめとした輸出入全般を一貫した高い技術と豊富なノ

ウハウでお客様にとって最適な物流サービスをご提供いたします。

プラント貨物・プロジェクト案件の輸送の事なら

■プラント関係の特徴

国内外独自のネットワークを駆使し、人と人との繋がりを大切に考え、固定観念に囚われることなく、

物流のプロとして重長物輸送に関わる様々なアレンジをご提供しております。

■安全作業

コンプライアンスを遵守し、ご対応させて頂く担当者が責任と誠意をもってご対応しております。

特に作業立会いにおきましては、お客様からお預かりした製品の安全を第一に考え、国内外問わず一貫して

一人の担当者が作業の立会いを行っております。

国際営業部

陸・海・空、様々な輸送方法を組み合わせ、ご要望に応じたカスタムメイド型の輸送

方法をご提案します。

専任の営業担当者がお客様の全ての輸送モードを管理し、「矢吹海運に頼んで良かった」と言ってい

ただける、安心・安全な物流を心掛けています。

世界99ヵ国に広がる海外代理店網を活用し、責任を持って大切な貨物をお届けします。

大小様々な貨物を、世界各国にお届けします。

■国際営業部の特徴

■取扱商品

小口貨物、例えば鞄・靴・家具・雑貨・食品・機械類・部品等から、大型機械まで幅広く取り扱っております。

コンテナ船・フェリー・航空機等、ニーズに応じた手段を用いて、安全・スピーディーにお客様の貨物をお届けします。

世界各国の海外ネットワークを駆使し、輸送費低減・リードタイムの短縮など、

貨物の大小を問わず、国内外の物流サービスについて、専任担当者がお客様のご意向に沿ったきめ細かいサービスをご提案します。



海外開発室

当社が目指す「トータルフォワーディング」の先兵として、

精力的に海外ネットワークを構築し、全世界レベルでお客様が求める物流サービスをご提供できる基盤作りに

努めております。

また、海外における新たな物流サービスの企画に注力し、お客様の要望に全面的にお応えします。

グローバルオペレーション開拓の先兵

横浜支店

取扱い貨物は、雑貨貨物から100tを超える大型機械まで多種にわたり取り扱っております。

また、コンテナ船だけではなく、在来船、RORO船への船積貨物も多く取り扱っております。

迅速・適切な作業／港に精通したプロフェッショナル軍団。

■業務課の特徴

横浜支店業務課ではLCL貨物、FCL貨物、在来船、RORO船貨物の輸出入に関わる様々な業務、諸

関係官庁への手続き申請等、輸出入貨物の取扱いについてあらゆるニ－ズに応える最適なサ－ビス

をご提供いたします。

1．国内の貨物引取りから、港への搬入、梱包、貨物に応じた最適な船積み。

現地通関、工場設置までの作業。

2．重量貨物の艀、内航船積み下ろし作業、またこれに関わる海上クレーンの手配。

税関への申請手配。

3．危険物船積みに必要な手続き、検査の手配。

4．輸入貨物の特性に応じた納品体制。

その他、迅速的確にお客様のご要望にお応えいたします。

■港運機工課の特徴

横浜支店港運機工課では、お客様からお預かりした大切な貨物を、税関から許可を受けた保税蔵置場で保管管理。

通関後、大小荷役機械を駆使し、貨物の形状や特性に応じた、トラック積み下ろし、コンテナ詰出し、艀積揚げ等の

作業を安全を第一に遂行しております。



大井埠頭営業所

大井埠頭営業所は、東京港における輸出入に関わる作業を行っている営業所です。

関東一円の生産及び消費地を背後に控えている事もあり、多種多様な貨物を取扱っております。

輸出入多種多様な貨物を取り扱います。

■大井埠頭営業所の特徴

【迅速】

小口貨物から大量ロット貨物までの輸出作業、HDSに対応した輸入作業等、

ベストなタイミングで作業を行っており、お客様のご要望に常にお答えいたします。

【幅広い種類の貨物の取り扱い】

東京港は、コンテナ船取扱い貨物が中心ですが、アパレル関係のカートン貨物から・コンテナ内収容の長尺貨物、

ハダカ貨物、あらゆる形状の貨物にも対応致します。貨物の特性・性質・形状等に併せた最善の方法にて作業を

行っております。他にもお客様のニーズに対応したサービスのご提供に心掛けております。

ひたちなか営業所

各協力会社との緊密な連携を保ち、ジャストインタイムでお客様ご指定のあらゆる納入先への出荷・輸送体制を

整えております。

また、常陸那珂港での輸出入、国内作業に対して、安全且つ無駄のないきめ細かな、企画・見積もりをご提供い

たします。

常陸那珂港から世界各地へ！

■ひたちなか営業所の特徴

【お見積り】

常陸那珂港での輸出入、国内作業に対して、安全且つ無駄のないきめ細かな、企画・見積もりをご提供いたします。

【通関】

AEO認定通関業者としてスムーズな通関業務をご提供する為、常陸那珂港内にて自社通関業務を行っております。

【国内、輸出入作業・保管】

国内、輸出入作業を一貫して対応できる万全な体制を整えており、北埠頭内に28,000㎡の野積み保管場所を運営

し、県営上屋などの公共施設も使用して小口貨物から重量物まで、バンニング・デバンニング・保管とお客様の

ニーズに合ったサービスをご提供しております。

【輸送】

各協力会社との緊密な連携を保ち、ジャストインタイムでお客様ご指定のあらゆる納入先への出荷・輸送体制を整

えております。

【保管・3PL】

大井埠頭に東京海貨センター、大井海貨上屋に倉庫スペースがあり、保管・仕分改装・検査作業等のスペース等、幅広く倉庫の活用ができます。また多種

のパートナー倉庫もございますので、お気軽に問合せください。



商流事業部

国際物流のプロとしてのネットワークやノウハウを生かし、100％子会社である貿易商社（株）欣洋との協業により、

物流と商流のワンストップサービスをご提供します。

また、各商品に最適な品質を維持し、最適な輸送ルートで、安価で迅速な輸送を手配しております。

安全で高品質なMADE IN JAPANを世界中の消費者の手にお届けします。

■商流事業部の特徴

海外向けに展開を考えているが、手続きがわからないというメー

カー様・小売業者様のお手伝いをさせて頂きます。商流・物流の

両面の幅広い視点から最適なご提案をし、海外市場への架け橋

となります。

通関センター

2017年の通関業法の改正によって、輸出入申告官署が自由化になり、

特にAEO事業者については貨物が蔵置されている場所を管轄する税関官署に限ることなく、全国いずれの税関官署

でも輸出入申告が可能になりました。この制度を生かし、貨物を蔵置する場所はそのままに、確実かつリードタイム

の短縮を図る為、2018年6月大井、横浜、ひたちなかと3か所の通関営業所の拠点を本社1か所に集約しました。

国内輸送のスペシャリスト。
コンテナドレージ業務集約による輸送競争力の強化と拡充。

■通関センターの特徴

通関センターではお客様の多様なニ－ズに応えるべき迅速且つ適正

な通関業務を行っております。

【輸出】：建設機械、各種特殊・汎用機械、電気機器、化成品から雑

貨、食料品まであらゆる通関に対応。他法令や輸出貿易管理令等を

遵守し、スム－ズな通関業務を実施しております。

【輸入】：履物、衣類、カバン、食料品、特殊作業用の大型機械や金

属製品、自動車、中古バイク、雑貨等多岐ににわたる貨物を扱ってお

ります。食品届、植物検疫申請、畜産物輸入検査申請等の他法令関

係の手続及び、減免税制度を利用した通関等、お客様のご要望に応

え指定場所へ貨物をお届けいたします。

配車センター

通関体制を集約し、確実かつ迅速な手続きを実現可能としました。

㈱日立物流の働きかけによって、㈱日立物流グループと矢吹海運㈱が東京港におけるコンテナドレージ業務を集約

し、輸送競争力の強化と拡充の一躍を担い、「配車センター」が設置されました。

ドライバー不足や車両不足が顕在化する中、既存の輸送ネットワークの共有による確実な車両の確保を図ると共に、

物量集約による効率向上やラウンドユース(往復利用)やインランドデポ活用の促進、環境に配慮したモーダルシフト

の促進などを通じた輸送コストの最適化を目指します。

■配車センターの特徴

・多種多様な輸送サービスを提供致します。

・スポット案件や緊急配送にもご対応致します。

・環境に優しい輸送サービスを提供致します。

・小口貨物から大型機械まで幅広い貨物の輸送を取り扱っております。



管理部

管理部門は事業活動に伴う人、物、金、情報の流れを管理し、円滑に会社を運営していく全社横断的な役割を

担っております。

主な業務として経理、財務、人事、総務、庶務、保険代理店、不動産管理業務の他、安全衛生業務、法令遵守、環

境衛生配慮への取り組みなど商品の売上だけでなく社会に認められ貢献する存在であるよう努めてまいります。

個人のお客様へも丁寧にお応えします。

■管理部の特徴

新卒・中途採用の情報はサイト内の｢募集要項｣ページをご覧くだ

さい。

リエンジニアリング推進室

当社が取り扱う全てのロジスティクス最適化を目指し、実物流、デ－タ物流の両面からの改善策を構築・ご提案

いたします。

物流数値の見える化をし、お客様のご要望に応じた範囲内で全体最適につながるよう物流設計をさせて頂きます。

物流業務全体最適及び効率化に貢献します。

■リエンジニアリング推進室の特徴

当部は、国内、海外導入経験を実践したスタッフがおります。

当社の強みでもある国内、海外のネットワークを活用した、

お客様のニーズに応じた3PLコンサルティングを行っております。

ご要望に応じた導入範囲をお伺いし、運用・導入支援をさせて頂

きます。

またお客様のご要望に応じて実物流支援とともに情報技術に関

するご支援もさせて頂いております。



安全への取り組み

私たち矢吹海運は、国際ビジネスの未来を担う物流創造企業としての果たすべく重要な社会的責任

として「安全と安心」のご提供を第一義的に捉え、取り組んでおります。

お客様に「安全と安心」をご提供する為に、経営層から現場を支えるオペレーターにいたる全社員が

一丸となり、当社の方針やルールが確実に履行されるように努めております。

安全作業に取組み、輸送のサービス品質を確保します

- 安全確保に対する体制

お客様にご提供する輸送サービスの中身は、残念ながら形に残りません。

しかし、お客様が安心して貨物を受取って戴くためには、この形の残らない部分が大変重要だと考えております。

当社の現場では、貨物に触れて動かしております。又、書類を作成し、輸出入申告や、船積み引取りの手続きを

行っております。

これらの現場作業や手続き業務が、お客様の指示通り、確実に実施されるよう、当社のサービスとして各部署が管

理しております。

当社が、他社にお願いしている作業に関しても、同様に当社のサービスとして管理しております。

残念なことに管理が行き届かなく、事故が発生した場合は、安全推進委員会が中心となり、事故の発生した経緯を

詳細に整理したうえで、問題点を抽出し、再発防止策を講じております

安全推進委員会

- 安全・品質確保に対する体制

目 的 ： 社員の安全を維持するなかで、安全作業と作業品質に心掛け、顧客に信頼感をお届

けする。

構 成 ： 各職場から委員を選出

委員会 ： (1) 定例会（毎月第3水曜日、全委員参加）

・安全衛生に関する情報交換

・業界、関係官庁からの連絡事項を解説し、社内展開

・事故処理情報の共有化、他

(2) 事故対策会議（随時、事故処理関係者）

(3) 定期現場巡視（毎月、関係者）

(4) 協力会社安全品質ミーティング（毎月、関係事業所）

安全推進委員会

- 活動の紹介

当日予定の作業（入出庫・バンニン

グ等）を確認し、フォークリフト基本

作業の徹底を共有し、貨物の特性・

性質・形状に併せた最善の方法で

作業をしています。

災害防止、貨物に対する安全確保

を各現場の共通テーマとして、取り

組んでいます。

安全品質講師を招きフォークリフト

操縦研修・安全作業講義を各地現

場にて実施しています。

作業前朝礼 指差し呼称と声掛け フォークリフト研修



事業所一覧

〒108-0023

東京都港区芝浦2丁目17番4号

TEL : 03-3453-1371 営業部

TEL : 03-3453-1381 総経部

FAX : 03-3455-7677

本社 ■電車でお越しの場合

・JR線 田町駅東口から徒歩10分

・都営浅草線三田駅A5出口から徒歩10分

・都営三田線三田駅A5出口から徒歩10分

〒231-0801

横浜市中区新山下2丁目11番37号

矢吹海運横浜ビル2F

TEL : 045-622-8882

FAX : 045-629-1030

横浜支店 ■電車でお越しの場合

みなとみらい線 元町中華街駅 元町口から徒歩10分

■車でお越しの場合

首都高速神奈川狩場線新山下出入口より 3分

〒143-0001

東京都大田区東海4丁目3番1号

（協同組合東京海貨センタ-内 2階）

TEL : 03-3799-0440

FAX : 03-3790-9158

大井埠頭営業所 ■電車でお越しの場合

JR品川駅より都バス（品98）大田市場行き

セントラルビル前下車徒歩5分

〒143-0001

東京都大田区東海5丁目1番2号

（大井海貨上屋2号棟内）

TEL : 03-3790-8567

FAX : 03-3790-8568

大井埠頭営業所分室 ■電車でお越しの場合

JR品川駅より都バス（品98）大田市場行き

セントラルビル前下車徒歩3分

〒319-1113

茨城県那珂郡東海村照沼768-27

IPACひたちなか北ふ頭物流サイト内

TEL : 029-265-2056

FAX : 029-265-2058

■電車でお越しの場合

JR常磐線 勝田駅下車

東口(ひたち海浜公園方面)からタクシーで20分

〒231-0023

横浜市中区山下町279-3

（山下埠頭市営8号上屋 1階）

TEL : 045-641-5031/5039

FAX : 045-662-4088

山下埠頭事務所 ■電車でお越しの場合

みなとみらい線 元町中華街駅から徒歩20分

■車でお越しの場合

首都高速神奈川狩場線新山下出入口より10分

ひたちなか営業所



上海市楊浦区政益路47号

五角豊達商務広場 南楼608号室

TEL : +86-21-5522-7092/3707

FAX : +86-21-5522-7091

上海現地法人

（矢吹国際貨物運輸代理（上海）有限公司） ■電車でお越しの場合

・地下鉄10号線、最寄駅江湾体育場駅2番出口

から徒歩8分

・地下鉄10号線、最寄駅江湾体育場駅3番出口

から徒歩6分

■車でお越しの場合

・浦東空港から五角場方面へ1時間

・虹橋空港第一ターミナルから五角場方面へ40分

・虹橋空港第二ターミナルから五角場方面へ1時間

・上海駅から五角場方面へ30分

・虹橋駅から五角場方面へ1時間

Central Cakung Business Park Blok K No.37, 

Jl.Raya Cakung Cilincing Jakarta

TEL : +62-21-2606-0306

インドネシア現地法人

（PT.YABUKI TANGGUH INDONESIA）
■車でお越しの場合

スカルノ‐ハッタ国際空港からタンジュンプリオク港方

面へ車で約1時間



海外ネットワーク

アジア
ヨーロッパ

アフリカ

東・南アジア

オセアニア 南アメリカ

北アメリカ

中央アメリカ

国内ネットワーク

中国現地法人

インドネシア現地法人

取り扱い国 現地法人

●ANGOLA

●ARGENTINA

●AUSTRALIA

●AUSTRIA

●AZERBAIJIAN

●BAHRAIN

●BANGLADESH

●BELGIUM

●BOTSWANA

●BRAZIL

●BULGARIA

●CAMBODIA

●CAMEROON

●CANADA

●CHILE

●COLOMBIA

●COSTA RICA

●CROATIA

●CZECH REPUBLIC

●DENMARK

●DOMINICAN

REPUBLIC

●ECUADOR

●EGYPT

●ERITREA

●ESTONIA

●FINLAND

●FRANCE

●GERMANY

●GHANA

●GREECE

●GUATEMALA

●HONG KONG

●HUNGARY

●INDIA

●IRAN

●IRAQ

●IRELAND

●ISRAEL

●ITALY

●JORDAN

●KAZAKHSTAN

●KENYA

●KOREA

●KUWAIT

●LATVIA

●LEBANON

●LIBYA

●LITHUANIA

●MADAGASCAR

●MALAWI

●MALAYSIA

●MALTA

●MAURITIUS

●MEXICO

●MOROCCO

●MOZAMBIQUE

●MYANMAR

●NETHERLANDS

●NEW ZEALAND

●NIGERIA

●NORWAY

●OMAN

●PAKISTAN

●PHILIPPINES

●POLAND

●PORTUGAL

●QATAR

●REUNION

●ROMANIA

●RUSSIA

●SAUDI ARABIA

●SINGAPORE

●SLOVENIA

●SOUTH AFRICA

●SPAIN

●SRI LANKA

●SUDAN

●SWEDEN

●SWITZERLAND

●SYRIA

●TAIWAN

●TANZANIA

●THAILAND

●TUNISIA

●TURKEY

●UAE

●UGANDA

●UKRAINE

●UNITED KINGDOM

●URUGUAY

●USA

●UZBEKISTAN

●VENEZUELA

●VIETNAM

●ZAMBIA

●ZIMBABWE

99ヶ国
私たち矢吹海運は、中国現地法人や、インドネシア現地法人をはじめ、

世界各国にあるネットワークを活用し、

Door to Doorの国際複合一貫輸送（NVOCC）サービスをご提供しております。

INDONESIA

JAPAN

CHINA



矢吹海運１００年の歴史の中で様々な製品を取り扱い、クオリティーの高い物流

を目指しております。

日本とインドネシアで培ったノウハウを取り入れ、矢吹インドネシアならではの強

みを最大限に活かし、運ぶだけの物流ではなくお客様の大切な思いも一緒に

「矢吹海運に頼んで良かった」と言って頂ける安心、安全な物流を常に心がけて

おります。

主な業務内容

●国際海上・航空貨物輸送業務 ●国内海上・航空貨物輸送業務 ●トラック・トレーラ輸送

●倉庫管理 ●梱包業務 ●開梱・据付業務 ●通関業務 ●物流関連コンサルティング業務

作業実績 WORK EXPERIENCES

インドネシア国内の海上・陸上輸送

インドネシア国内の輸送は当社にお任せください。島内の輸送はもとより、内航船（RO-RO船、LCT船）を利用した”国内海上輸送”についても

実績がございます。最適なルート、輸送方法、費用にてご提案させて頂きます。

（※LCTとはインフラ整備されていない辺境地への輸送手段で、直接的に一般の浜に浅瀬に着桟できる船のこと。）

事例1

インドネシア現地法人

LCT輸送 ジャカルタ市内～北スラウェシ島

製品、地形を把握した輸送選択は非常に重要となり、どの船を使用するか、あるいはどの車両を使うかが品質、時間に大きく影響してきます。

港近くにある保管場所からジャカルタ港LCTバースまで陸上輸送約15㎞弱、そこからLCT船に乗せ換え、海上輸送約2,250kmを運ぶ事例

を紹介いたします

運ぶ貨物が重量物の場合、インドネシアの交通事
情や渋滞、更に暑さや雷雨などの天候に配慮しな
がら安全に目的地まで輸送しなければなりません。
現地の状況を的確に把握し、状況に応じた判断が
必要なため経験が必要となります。

（写真右は渋滞回避の為の夜間輸送の様子）



LCT船に乗せ換えスラウェシ島の北側の港まで約
2,250kmを15日間程度で輸送します。納品完了ま
で現地のスタッフが責任を持ってフォローさせてい
ただいております。

港大型貨物輸送の場合、分解をしたパーツ毎の
輸送が必要になるケースがあります。
特殊車両のトレーラー手配が必要な場合もあり、
後工程に関わる作業が全く違ってくることもある為、
製品形状ごとの輸送計画が重要となります。
船積地に到着後ばらばらに運んだ貨物の組立作
業を行い、約120tまで組みあがった貨物を細心の
注意を払いながら自走させ船に積み込んでいきま
す。

（写真は組立完了後に自走させて船積する様子）

矢吹海運インドネシアだから出来ること

矢吹海運インドネシアは重量物の車両手配を強みとしております。

海外からの一貫輸送（海上輸送から保管、陸送輸送まで）することにより、お客様の作業負担にならないご提案が可能です。

豊富な輸送経験から車両の確保も我社の強みとしており、重量貨物や長尺貨物に対応できる様々な車種選択に対応しております。

建機機械輸送 鉱山用ダンプ荷台輸送 工場用天井クレーン輸送(22m)

2008年設立の若い会社ではありますが、知識も経験も兼ね備えた140名以上のスタッフが

日々業務に励んでいます。日本流のキメの細かいサービスを徹底し、ローカル企業のみならず、

多くのお客様の信頼を頂いております。55台のトレーラヘッド、100台のトレーラを配備し、

ジャカルタのみならずインドネシア全域をカバーしています。



インドネシアから世界へ

アジア、欧州、北米など海外拠点ネットワークおよび国際的な物

流ネットワークにも多数加盟しており、当社の幅広い代理店網を

活用し世界への輸送のお手伝いをさせて頂いております。

コンテナ貨物からプロジェクト貨物まで、多品種を取り扱う実績

と経験をもとに、お客様のご要望にあった輸送をさせて頂きます。

事例2

鉱山用建機部品 自動車船輸送 東ティモール向けコンテナ輸送

90年以上の蓄積された矢吹海運の国際物流ノウハウを基に、お客様のご要望に沿う形で輸送方法などをご提案させて頂きます。

何なりとご相談ください。

物流コンサルティング業務事例3

マルチアクセル輸送(タンク)工場製造ライン積替え 内航LCT輸送(離島向け建機)

現地には日本語、英語、インドネシア語に対応可能なスタッフが駐在しておりますので、
納品完了まで現地のスタッフが責任を持ってフォローさせて頂いております。



会社概要 COMPANY PROFILES

会社名

住 所

TEL

設 立

資本金

出資者

PT.YABUKI TANGGUH INDONESIA   

Central Cakung Business Park Blok K No.37, 

Jl.Raya Cakung Cilincing Jakarta

+62-21-2606-0306

2015年1月

100万米ドル

矢吹海運株式会社（日本）67％、

PT. Tangguh Logistindo(インドネシア)33％

2015年4月より開業となったばかりの新しい会社です。

世界人口第4位のこのインドネシアの物流をお手伝いさせて頂

ければと思います。輸出/輸入/国内輸送すべてにおいて、日

本流のキメ細かなサービスを心がけ、日々挑戦してまいります。

会社情報 沿革



私どもはフォワーディングのみならず、重量物・大型貨物等のプロジェクト

貨物、3PL対応の倉庫業務にも対応します。

中国での物流に関することは、全て私どもにお任せください。

私どもは、中国物流における数多くの経験・実績を積んでまいりました。

また、私どもは、日々変化する中国国内の環境に合わせたサービスを提

供するための情報収集・分析も怠りません。

上記のことを踏まえ、私どもはこれからもお客様への「日本式」のキメ細

やかなサービスを心掛けてまいります。

作業実績 WORK EXPERIENCES

華東、華中地区

上海中心に華東地区、安微省等、華中地区の輸出入実績を豊富に持っております。フィーダー船、トレーラーを利用した

最適輸送方法をお客様にご提供致します。

事例1

華南、華北、東北、西北、西南、香港はじめとした特別区、モンゴル

香港を含め、華南地区での輸出入の豊富な実績があります。天津、大連、青島等、華北地区での輸出入実績も豊富です。

日本始め各国から内モンゴル、モンゴルへの鉄道・トラック輸送を行っております。内モンゴル・モンゴル向けコンテナ貨物、大型貨物の輸送は私ど

もにお任せください。

事例2

中国現地法人

主な業務内容

国際貨物運輸代理

(1) 国際海上航空輸送手配業務 (2) トラック輸送 (3) 倉庫保管

(4）包装 (5）代理通関、検査、保険業務等

国際複合一貫輸送(NVOCC)

(1) NVOCC（交通部許可 MOC-NVO2246) (2) B/L発行

(2) コンサルティング業務

(1) 物流関連のコンサルティング業務



重量物・大型貨物の取り扱い

重量物・大型貨物の中国各地での引き取り、納入、据付作業の実績も豊富に有しております。

事例3

Global Project Logistics Network（国際プロジェクト物流ネットワーク）に加盟しており、中

国から世界各国、世界各国から中国への輸送を行っております。コンテナ貨物からプロ

ジェクト貨物まで、お客様のご要望に応じたサービス（ドア・ツー・ドアサービス等）をご提供

致します。

国際プロジェクト物流ネットワーク

日本式の管理レベルを追求し、中国でも高品質の3PL作業をご提供致します。

お客様のニーズに応じた物流全体最適化のためのソリューションをご提案させて頂きます。

・中国での物流倉庫ご紹介から立上げ迄のコンサルティング

・全体最適化を意識した物流システムのご提供

・入出庫コントロール及び適正在庫管理

・鮮度管理及び早期ピッキングを意識したロケーション管理

・製品特性を意識した包装管理

・国際複合一貫輸送を使ったトータル物流コスト削減

輸送面でも、数量・積載効率に応じた車両手配、コストならびにお客様の要望に応じた

サービスをご提供致します。保税倉庫は、迅速な輸出入作業、三国間輸送に対応致します。

また、普通倉庫の利用による輸出入作業、重量物・長尺物、大型貨物も対応致します。

航空貨物にも対応致します。

3PL作業（一般倉庫、保税倉庫管理作業他）

会社概要 COMPANY PROFILES

会社名

住 所

TEL

矢吹国際貨物運輸代理（上海）有限公司

上海市楊浦区政益路47号 五角豊達

商務広場 南楼 608号室

＋86-21-5522-3707/7092

設 立

資本金

出資者

2007年6月

70万米ドル

矢吹海運株式会社（日本）100％

<華南事務所>

広東省深圳市南山区西麗白芒村祥昭物流園C棟・B棟1階1号

86-755-2683-2384

住 所

TEL



より詳細な情報が掲載されている、

矢吹海運Webサイトはこちら

http://www.yabuki-kaiun.co.jp/


