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「美味しい」を日本全国へ。

SBSフレック㈱

◆お問い合わせ
〒160-6125			
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー 25F
管理本部サポート部 今井咲希
e-mail : fl-recruit@sbs-group.co.jp
tel : 03-6772-8208

物流関連を「核」とした高機能複合商社

ＮＸ商事㈱（旧社名 日通商事㈱）

事業内容

①3温度帯（ドライ、チルド、フローズン）食品専門の輸配送 ②物流業務全般を
一括で請け負う3PLサービス ③ネットスーパー個人宅配達（個配）④組み立
て、ラベル付け、セット組み、包装などの流通加工等

強み・魅力

東証一部上場SBSグループの食品物流会社です。届ける食品は、野菜やお肉、冷
凍食品など皆さんの生活に欠かせないもの。
“安全・安心な商品が当たり前のよ
うに食卓まで届く。”その「当たり前」を支えています。

メッセージ

企業にとって一番の財産は、
「人」です。まずはじっくりお話しする機会をご用
意しています。物流業界はよくわからない…そんな方でも大丈夫！職場の雰囲
気や社員の人柄を知るところからはじめませんか？

『業界を超えた物流ソリューション実行企業』

F-LINE㈱

◆お問い合わせ
〒104-0032			
東京都中央区八丁堀三丁目３番５号
住友不動産八丁堀ビル		
人事部 大河原美穂
e-mail : recruit@f-line.tokyo.jp
tel : 03-3297-1404

事業内容

貨物自動車運送事業／貨物利用運送事業／倉庫業／通関業／港湾運送事業
主に国内向けの食品や日用品の保管・配送に係る業務を行っています。

強み・魅力

メッセージ

出 展 企 業 データ

ＮＸグループ（旧 日本通運グループ）の中核商社として以下サービスを展開。物
流関連商品・機器の販売、生命・損害保険代理業、車両整備またコンテナ等の設
計・製作、石油・ＬＰガスの販売、輸出梱包・3ＰＬ等。			
			
をコンセプト
強み・魅力 「物流のすべてをコーディネートする一貫物流サービスの提供」
に、物流に関連する付加価値の高い機能をワンストップで提供する複合商社で
す。
事業内容

日通商事は【ＮＸ商事】へと社名を変更し、57年の歴史から新たな1歩を踏み出
そうとしています。私たちと共に、
『物流×商社』という無限大のフィールドに
挑戦しませんか？

メッセージ

想いとともに、暮らしを運ぶ

花王ロジスティクス㈱
等

◆お問い合わせ
〒105-8338
東京都港区海岸1-14-22
人事部 木村友紀
e-mail : yuk-kimura@nittsushoji.co.jp
tel : 03-6734-8283

◆お問い合わせ
〒136-8501
東京都墨田区文花2-1-3
人財開発部門 人財開発グループ 渡邉未裕
e-mail : watanabe.miyuu@kao.com
tel :070-3302-1875

事業内容

当社の主要事業は「花王製品」の在庫管理・配送です。花王グループが製造した
商品を販売部門の戦略に基づき、安全と環境に配慮した状態で小売店へお届け
しています。

F-LINEは、食品メーカー 5社（味の素㈱、カゴメ㈱、ハウス食品グループ㈱など）
の共同出資により誕生した、食品物流会社です。
メーカー・小売と連携し、より効率的な物流を構築しています。

強み・魅力

現場で働く社員の声を多く吸い上げられることが当社の強みです。褒め合う文
化と小集団の職場環境を支援することで、現場主導による問題解決の事例が生
まれています。現場力を支えているのは社員一人ひとりの力です。

食品物流は、人々の生活を支える『社会インフラ』として社会貢献度が高い仕事
です。そんな食品物流や、F-LINEの仕事について、時間の限りご紹介します。ぜ
ひお気軽に説明会へお越しください！

メッセージ

私たちは花王グループの最終ランナーとして、
「やさしさからきれいを届ける
物流」を目指しています。世の中の清潔文化へ貢献するため、我々と一緒に新た
な未来を創り上げていきませんか？

未完成であり続ける。

鴻池運輸㈱

◆お問い合わせ
〒514-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-3-9
HK淀屋橋ガーデンアベニュー
人事・勤労部 豊田祐一郎
e-mail : jinji-saiyo@jpa.konoike.net
tel : 0120-19-4583

＃変わりながら、進め。

佐川急便㈱

◆お問い合わせ
〒136-0075
東京都江東区新砂2-2-8
人事部 人材開発課 黒田祐麻
e-mail : saiyou_newgraduate@sagawa-exp.co.jp
tel : 0120-393-184

事業内容

鴻池運輸は「物流」をはるかに超えた事業領域が強みの独立系総合物流企業で
す。食品・鉄鋼・生活・医療・空港といった多種多様な現場があり、
「物流」から派
生した様々なアウトソーシングサービスを展開しています。

事業内容

ＳＧホールディングスグループの中核会社として、企業間デリバリー、個人宅
への配達、総合物流ソリューションを提供している総合物流企業です。

強み・魅力

鴻池運輸の総合職の職務は『⼀⼈ひとりが「経営者」として現場を「マネジメン
ト」すること』です。若いうちから裁量のある仕事を任せられるので、責任感や
多様なスキルを⾝に付けることが出来ます。

強み・魅力

私たちの仕事は、企業の成長を支えるとても重要な役割を担っています。
配達を通じたお客様との接点の中で、潜在的なニーズを見つけ出し、物流全体
の改善提案など新しい価値を生み出しています。

メッセージ

当社ならではの幅広いフィールドで若⼿から責任のある仕事に携わりたい⽅、
たくさんの⼈やモノと関わりたい⽅、鴻池運輸の「総合職」として⼀緒に枠に捉
われない仕事をしてみませんか？社員一同お待ちしております。

メッセージ

「変化と挑戦」を掲げ、時代・需要の変化を捉え、常に新しいことに挑んできまし
た。
「変化と挑戦」をする佐川急便の事業・仕事・働き方などを見てみませんか？
ぜひ当社ブースにお越しください。

モノと想いをつなげる

佐川グローバルロジスティクス㈱

◆お問い合わせ
〒140-0012
東京都品川区勝島1-1-1
人事部 人事・教育推進課 金倉・古賀
e-mail : recruit@sagawa-logi.co.jp
tel : 03-3768-8502

ありがとうの気持ちが会社の名前です。

山九㈱

◆お問い合わせ
〒104-0054
東京都中央区勝どき6-5-23
人事部 採用・キャリアサポートグループ
奥村夏菜美
e-mail : k.okumura@sankyu.co.jp
tel : 03-3536-3913

事業内容

SGホールディングス（東証一部上場）のロジスティクス部門を担っています。
顧客の物流課題に対してコンサルティングを行い、顧客のビジネスにフィット
したロジスティクスを提案します。

事業内容

物流事業をはじめ、大型機械設備やプラントの設計・据付・建設工事・メンテナ
ンスに至るまでグローバルに事業展開を行っています。身近な日用品からプラ
ント設備などの重量物まで、さまざまな物流に携わっています。

強み・魅力

スタートアップ企業から行政まで、クライアントの業界は様々。多種多様な商
材を取り扱う中で培われたノウハウがあります。さらにSGホールディングス
グループの総合力を活かしたダイナミックな案件に携わる機会も！

強み・魅力

プラントを「築く」、ものづくりの安定稼働を「支える」、製品を「運ぶ」。この3つ
の事業を結びつけ、独自のビジネスモデルを構築しています。創業103年の現
場力を武器に国内外の基幹産業をサポートしています。

メッセージ

ロボティクスと人の融合"をテーマに新たな時代の物流を創造します。中国物
流企業のM&AやXフロンティア稼働によりますます加速するSGLで、アジア
No.1物流企業を一緒に目指してみませんか？

メッセージ

創業以来「感謝」というポリシーを持ち、お客様から選ばれ続けるベストパート
ナーとして、様々なチャレンジを続けております。世界を舞台に日本のものづ
くりを支えていける仲間を求めています！

SEINO

LIMIT

～ Noと言わないセイノー ～

西濃運輸㈱

◆お問い合わせ
〒503-8501
岐阜県大垣市田口町1番地
人事部 人事課 小原・松原・七五三木
e-mail : saiyo@seino.co.jp
tel : 0584-82-5091

BtoBの分野でワンランク上のサービスを！

セイノースーパーエクスプレス㈱

◆お問い合わせ
〒135-0053
東京都江東区辰巳3-10-23
人事部 人事課
e-mail : saiyo@ssx.seino.co.jp
tel : 03-6384-7816

事業内容

一般貨物自動車運送事業、ロジスティクス業、倉庫業、引越業、航空運送代理店
業など

事業内容

企業物流を中心に、国内航空輸送をはじめ、JRコンテナ輸送、引越、国際貨物通
関など幅広い物流のサポートを手掛けています。

強み・魅力

当社は企業間物流において国内最大級の実績があります。70年間の長い歴史
の中で培われた物流ノウハウを活かし「運ぶ」だけでなくお客様の多岐に渡る
物流のご要望に応じ、お客様目線で一緒に課題を解決します。

強み・魅力

北海道から九州まで全国規模のネットワークがあり、お客様の大切な商品を
『速くて、正確で、安心できる』輸送サービスを提供しています。

メッセージ

若手からいろんな仕事に挑戦したい方、様々な業種のお客様とコミュニケー
ションをとり多面的に学び、自身を成長させたい方は是非エントリーくださ
い！

メッセージ

初めましての方もそうでない方も、ぜひ当社のブースへお越しください！様々
な輸送手段に興味があり、幅広くチャレンジをしたい皆さまにお会いできるこ
とを楽しみにしています。
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物流を超える、世界を動かす、ビジネスを変える。

センコー㈱

◆お問い合わせ
大阪本社：〒531-6115
大阪府大阪市北区大淀中1-1-30-1500
梅田スカイビル タワーウエスト15F
人事部採用グループ(西日本) 長尾・青木
東京本社：〒135-0052
東京都江東区潮見2-8-10 潮見SIFビル5F
人事部採用グループ(東日本) 加藤・西山
e-mail : senko-saiyou-u@sknet.senko.co.jp（共通）
tel : 大阪本社：06-6440-5164
東京本社：03-6862-7142

事業内容

センコーは総合物流企業として、貨物自動車運送事業、倉庫業、海上運送事業、
国際運送取扱業、鉄道利用運送事業、物流センター運営、小運搬構内作業など物
流に関わる様々な事業を行っています。

強み・魅力

国内外700 ヵ所の拠点と多様な輸送モードで、流通・アパレル業界や住宅・ケ
ミカルメーカーをサポート。また、141社あるグループ企業と共に物流を超え
る商事・貿易事業、ライフサポート事業等へも挑戦中です。

メッセージ

物流業界は、人々の生活や社会基盤を支える重要な役割を担っています。セン
コーは日用品から原料まで幅広い商品の物流に携わっています。百聞は一見に
しかず。ぜひ一度センコーの説明会へお越しください！

「物流で世界をデザインする」総合物流企業

東洋埠頭㈱

◆お問い合わせ
〒104-0053
東京都中央区晴海1-8-8
晴海トリトンスクエアW棟19階
総務部 人事課 菅野・田口
e-mail : jinji@toyofuto.co.jp
tel : 03-5560-2709

出 展 企 業 データ
◆お問い合わせ
〒990-0033
山形県山形市諏訪町二丁目1番20号
人事部 兼子・鈴木・前田
e-mail : saiyou@daiichi-kamotsu.co.jp
tel : 023-623-1411

ＤＸとロジスティクスの融合×イノベーションの創出

第一貨物㈱
事業内容

昭和16年創業。輸配送・3PLを主力事業とし、近年は国際フォワーディングに
も注力しています。強みである情報力を生かした、新たなイノベーションを創
出するトータルロジスティクスサービスプロバイダーです。

強み・魅力

■強み：情報力 貨物バーコード管理による追跡照会サービスを国内で一早く
開発・導入 ■魅力：安心して働ける制度と環境 充実した福利厚生・ライフス
テージにあった雇用タイプの選択・週休二日制・年間休日123日

メッセージ

さらなる競争優位の確立のため、高度なＤＸとロジスティクスの融合によるイ
ノベーションの担い手を求めています。当社には皆さんの能力を発揮する場が
あります。共に時代の変化に挑戦していきましょう。

企業と企業を結び、暮らしを支える総合物流企業

トナミ運輸㈱

◆お問い合わせ
〒933-8566
富山県高岡市昭和町３- ２-12
人事部 貴堂
e-mail : recruit@tonami.co.jp
tel : 0766-21-1086

事業内容

倉庫業（各種倉庫を軸としたロジスティクスサービス）／港湾運送業（大型船
荷役やコンテナターミナル運営等）／自動車運送業（輸配送サービス）／国際
物流事業（国際複合一貫輸送等）ほか

事業内容

1943年に創業し、トラックによる企業間物流を中心に、3PL・航空国際・引越・
通運事業など様々な事業を展開している総合物流企業です。また中国とタイの
2カ国で現地法人を設立し海外事業も展開しています。

強み・魅力

【埠頭会社最大手】
【特殊倉庫のパイオニア】創業以来92年にわたり、食糧やエ
ネルギー資源等を取扱い、日本の貿易を支えてきました。これまでの豊富なノ
ウハウを活かした事業展開により今なお成長を続けています。

強み・魅力

大都市圏を中心に広い輸送ネットワークを形成し、事業を展開しています。す
べての物流事業に関われる面白さと、様々な物流事業と連携することで多くの
お客様のニーズに応えることができます。

メッセージ

当社は、地域事情に即した国内物流拠点の開設、ロシアのシベリア鉄道を利用
した国際輸送など、物流業界において独自性を発揮しています。暮らしを豊か
にする「物流のプロ」の仕事についての話を聞いてみませんか？

メッセージ

当社では幅広い事業展開と様々な職務に触れるチャンスがあります。色んな仕
事に触れる中で、自分に合った仕事や働き方を見つけることができます。

化学品物流のリーディングカンパニー

㈱日陸

◆お問い合わせ
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-7-1
興和一橋ビル８階
総務人事部 採用担当
e-mail : nrshrd@nrsgroup.co.jp
tel : 03-5281-8112

日本の食品物流に変革を。

㈱ニチレイロジグループ本社

◆お問い合わせ
〒104-0045
東京都中央区築地6-19-20
ニチレイ東銀座ビル
人事部 山下樹莉
e-mail : n1040x004@nichirei.co.jp
tel : 03-3248-2391

事業内容

日本随一の化学品総合物流業者として、陸上・海上・航空輸送を組み合わせた国
内外での複合輸送、輸出入通関、タンクターミナルや倉庫での保管、コンテナ容
器の販売・賃貸・メンテナンス等幅広く事業展開しています。

事業内容

ニチレイロジグループは国内最大の低温物流ネットワークを構築し、
『 保管』
『輸配送』
『３ＰＬ』を核とした食品物流事業を行っています。積極的な海外展開
も行っており、そのシェアは世界第５位を誇っています。

強み・魅力

高い品質と広いグローバルネットワークを持ち、生活に欠かせない”化学品”物
流のリーディングカンパニーとして、社会を支えています。また、入社3年以内”
離職率0”で若手社員の人財開発にも力を入れています。

強み・魅力

国内NO.1、世界NO.5の冷蔵倉庫設備能力を誇る低温物流業界においてのリー
ディングカンパニーです。高度な技術ときめ細やかなサービス提供でお客様か
ら選ばれ続ける会社として日々成長し続けております。

メッセージ

人々の生活に必要不可欠な食の部分を支えています。皆様の「当たり前」を支え
続けるニチレイロジグループの説明を聞きに是非一度、当社のブースへ足を運
んでみませんか。

メッセージ

「小さくともダイヤモンドの如く みんなの幸せを」私たちの企業理念です。日
陸でご自身の腕を磨き上げ、ダイヤモンドのように輝いてみませんか。私たち
は、キラリと輝ける皆様をお待ちしています。

「届く」という当たり前を、世界中で実現する。

㈱日新

◆お問い合わせ
〒102-8350
東京都千代田区三番町５
関東：人事部 人事課 羽田野有真
関西：関西管理室 人事総務課 荒川将暉
e-mail : personnel-sc@nissin-tw.com
tel : 関東：03-3238-6688
関西：06-6228-4550

『ニッポンの鉄を動かす』
【日本製鉄グループ】

日鉄物流㈱

◆お問い合わせ
〒103-0027
東京都中央区日本橋1丁目13番1号
人事労政部 人事課 篠原
e-mail : shinohara.7e2.mamoru@log.nipponsteel.com
tel : 070-8699-2698

事業内容

総合物流企業として、国内外に数多くのネットワークを持ち、海上・航空・陸上
輸送、国際複合一貫輸送、ブラント輸送、港湾輸送、倉庫業務、通関業務、システ
ム開発など物流全般に関わる事業を幅広く展開しています。

事業内容

■海上運送事業（内航海運、外航海運、貨物利用運送） ■港湾物流事業（港湾運
送、
倉庫、
海運代理店、
通関） ■自動車運送事業
（貨物自動車運送、
貨物利用運送）
■その他の事業
（ソフトウェア、
関連付帯作業）

強み・魅力

日新は、
「国際複合輸送のパイオニア」として、小口貨物から大口貨物、機械部品
から食品や医療品まで創業以来約80年積み重ねてきた実績と共にあらゆる方
法で貨物を世界中にお届けしています。

強み・魅力

■日本製鉄グループの中核物流企業として『鉄鋼物流』を担う ■高度な技術
と充実の設備による『海陸一貫輸送』の実現 ■200隻を越える『日本最大の内
航船団』を運航 ■寮・社宅が完備など『福利厚生』が手厚い

メッセージ

日新は、今年で創業84年目という長い歴史のある会社ですが、若手から責任あ
る仕事を任せ、社員ひとりひとりが成長していけるような社風です。若いうち
から活躍したい方お待ちしております！

メッセージ

簡単には動かせない重量物をどのように扱い、国内外へと運ぶのか。
『大きいモ
ノ、重たいモノに携わりたい！』
『とにかく船が好き！海が好き！』
ダイナミックな重量物輸送の世界に少しでも興味がある方はぜひ！

挑戦そして変革

ＪＲ貨物（日本貨物鉄道㈱）

◆お問い合わせ
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-33-8
サウスゲート新宿
人事部 人事・採用G 島田桃子
e-mail : momoko-shimada@jrfreight.co.jp
tel : 070-3299-4033

企業間物流で結ぶ！未来を形作るサービスプロバイダ

日本梱包運輸倉庫㈱

◆お問い合わせ
〒104-0044
東京都中央区明石町6-17
人事部管理課 岡野由紀子
e-mail : saiyou@nikkon.co.jp
tel : 03-3546-3601

事業内容

JR貨物は、日本で唯一の全国ネットワークで貨物列車を運行している会社で
す。長距離・大量一括輸送といったメリットを活かし、暮らしに必要な物流を運
ぶ貨物鉄道輸送は欠かす事のできない物流です。

事業内容

自動車・住宅設備機器・農機メーカーをはじめとする大手企業様の物流パート
ナーとして、生産及び流通工程における輸送・保管・梱包・通関・流通加工などの
物流サービスを行う総合物流会社です。

強み・魅力

JR貨物は「物流生産性の向上」
「安全・安心な物流サービス」
「グリーン社会の実
現」
「地域の活性化」の4つの価値を社会に提供しています。

強み・魅力

国内初となる次世代環境型21m連結トラックの導入や新規事業立ち上げな
ど、物流業界の課題解決に向けた新たなソリューションづくりに積極的に取組
んでいます。

メッセージ

私たちJR貨物は、時代が変化していく今、未来に向け、そのインフラやノウハウ
を活かし、鉄道輸送を基軸とした総合物流企業を目指しています。 JR貨物の
挑戦や変革の一翼を担う皆さんをお待ちしています。

メッセージ

変革期にある物流業界とその中で大きく飛躍しようとしている当社で、ともに
社会を支える仲間をお待ちしています。当社を知らない方はこの機会がチャン
ス！ぜひお気軽にブースにお越しください。

「運べないものはない。」それが日本通運です。

日本通運㈱
事業内容

◆お問い合わせ
〒101-8647
東京都千代田区神田泉町2番地
人財戦略部 守屋美左子
e-mail : nittsu-recruit@nipponexpress.com
tel : 03-5801-1194

自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船舶利用輸送、利用航空輸送、倉庫、通関、
重量品・プラントの輸送・建設、特殊輸送、情報処理・解析などの物流事業全般 お
よび関連事業

日本とアジアの暮らしを物流で支える

日本ロジテム㈱

◆お問い合わせ
〒105-0004
東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル
人事部人事課 久保達也
e-mail : t_kubo@logitem.co.jp
tel : 03-3433-6711

事業内容

「食品・インテリア・アパレル・電子部品」などの衣食住業界メーカーや大手ネッ
ト通販サイトなどの企業物流をサポート。倉庫や配送だけでなく「物流」の領域
を超えた付加価値の高い3PLサービスを展開しています。

強み・魅力

「運べないものはない。」それが日本通運です。社会経済の大動脈、物流を通し
て、モノに込められたお客様の思いを実現するために、世界中にあらゆるもの
を運び、世界中をつないでいます。

強み・魅力

【強み】他社に先駆け、ベトナムを始め東南アジアに進出。現地では物流の他、旅
客や小売も展開。
【魅力】若くから責任ある仕事ができる環境です。早ければ1年
目から担当を持ち、メーカー企業の物流をマネジメント。

メッセージ

幅広いネットワークや多様な輸送モードを駆使して、人々の生活に必要なモノ
の輸送を行っています。働く場所や業務が多岐にわたるため様々なキャリアビ
ジョンが描けます。説明会にぜひ参加してください！

メッセージ

当日は物流センターにてメーカー担当として物流マネジメント経験がある人
事が参加。業務内容はもちろんのこと、就活に関するご質問も大歓迎！物流業
界で働くイメージを持てるよう何でもお答えします。

物流は新領域へ

LOGISTEED

㈱日立物流

◆お問い合わせ
〒104-8350
東京都中央区京橋2-9-2
人事総務本部 人財開発部 採用G 栁利幸
e-mail : to.yanagi.qm@hitachitransport.com
tel : 03-6263-2810

MARUWN+Your Innovation!

㈱丸運

◆お問い合わせ
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町7－2
人事部 川上千晴
e-mail : ckawakami@maruwn.co.jp
tel : 03-6810-9479

事業内容

3PL事業、重量機工事業、フォワーディング事業からなるコアサービスメ
ニューと、多種多様な付加価値サービスの中から、お客様に最適なＳＣＭを設
計していくBtoB物流におけるリーディングカンパニーです。

事業内容

丸運はENEOSグループの一員としてエネルギーを扱うだけでなく、アルミ等
の非鉄金属や食品等、様々なものを倉庫で保管し、皆さんの手元にたどり着く
よう、ものや人の管理・輸送手段の手配・輸送を行っています。

強み・魅力

物流のDX化を促進させ、先端技術と国内外のネットワークを組み合わせた事
業で常に物流の全体最適を提案。
「LOGISTEED」をコンセプトに最も選ばれる
ソリューションプロバイダをめざします。

強み・魅力

老舗企業ならではの安定した職場環境、総合物流企業としてお客様の幅広い要
望へ対応する力、そして何より、年齢関係なく挑戦できる環境と、その環境を作
り出す風通しのいい社風が丸運の自慢であり、魅力です。

メッセージ

日立物流Grには、さまざまな仕事の選択肢、キャリアアップするためのバック
アップ、グローバルに仕事ができる環境があります。その環境の中で自己実現
を果たし、SDGsに貢献できるような人財を求めています。

メッセージ

皆さんはどんな社会人生活を送りたいですか。約130年以上「利他自利」の精神
をもとに事業を行う丸運には、きっと皆さんの自己実現にマッチする環境があ
るはずです。お会いできることを心より楽しみにしています！

「熱と努力」で世界をつなぐロジスティクスパートナー

丸全昭和運輸㈱

◆お問い合わせ
〒231-8419
神奈川県横浜市中区南仲通2-15
人事部 人事労政課 尾関茜
e-mail : saiyo@maruzenshowa.co.jp
tel : 045-671-5832

お客様から信頼されるファーストコールカンパニー

三井倉庫ホールディングス㈱

◆お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋3丁目20番1号
人事部採用・研修課
e-mail : recruit@mitsui-soko.co.jp
tel : 03-6400-8001

事業内容

貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、港湾運送事業、通関業、倉庫業、海上運
送事業、航空運送代理店業、建設業 他

事業内容

輸出入の最前線である保税倉庫を原点として、国内外を問わず陸海空を網羅し
た物流ネットワークを有する企業へと成長し、お客様のあらゆる物流課題にお
応えする総合物流企業です。

強み・魅力

当社は海・陸・空すべてに対応できる国際複合一貫輸送を行っており、また、倉
庫施設での保管・仕分け・加工・配送から重量物の輸送や現地組み立てまで、
様々なサービスを付加し、物流のトータルサポートが可能です。

強み・魅力

国内外、陸海空、あらゆる物流機能を持つ総合物流企業として、従来の強みであ
る食品原料に留まらず、医薬品・医療機器、航空素材や再生細胞など、新たな分
野の物流サービスに積極的に取り組んでいます。

メッセージ

当社は横浜に本社をかまえ、昭和6年の創業以来、一貫して物流業を営んでい
る、創立90周年を迎えた会社です。
「お客様第一主義」をモットーに、お客様が
求める物流サービスのほぼすべてをカバーしています！

メッセージ

互いに個性を認め合い、創意工夫を楽しみながら仕事を進められることが当社
の魅力です。自ら行動を起こしやり切る責任は伴いますが、若手のうちから裁
量が大きく、重要な仕事に携わることができます。

130年の歴史を誇る倉庫業界のメインプレーヤー

三菱倉庫㈱

◆お問い合わせ
〒103-8630
東京都中央区日本橋1-19-1
日本橋ダイヤビルディング
人事部 人事課
e-mail : jinji@mitsubishi-logistics.co.jp
tel : 03-3278-6648

『YASDA Next 100』

安田倉庫㈱

◆お問い合わせ
〒108-8435
東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi
田町ステーションタワー N29階
人事部 奥村拓哉
e-mail : recruit@yasuda-soko.co.jp
tel : 03-3452-7329

事業内容

倉庫事業、港湾運送事業、国際輸送事業、不動産事業など

事業内容

倉庫業、運送取扱業、国際フォワーディング業、港湾運送業、通関業、物流機器の
販売・賃貸業、物流情報システムの開発・運営業、不動産業、建物設備の販売・賃
貸業 、その他関連事業

強み・魅力

三菱倉庫130年の歴史の中で培ってきたノウハウを軸に、ロジスティクスのこ
れからを創るため、挑戦を続けます。

強み・魅力

「
" 信頼・創造・挑戦」を企業理念として柔軟な発想と想像力をもとに多様なサー
ビスを展開しており、特にメディカル機器・ IT機器など高付加価値な製品の豊
富な取扱実績と、蓄積されたノウハウが強みです。

メッセージ

食品、日用品、医薬品、電化製品、自動車部品など、国内外問わず多種多様なモノ
を取り扱う物流の「ダイナミックさ」や「面白さ」を知ってみませんか。

メッセージ

安田倉庫は1919年創業の総合物流企業です。上記の通り多種多様なソリュー
ションを提供しており、皆様が活躍・成長できるフィールドが必ずあります。是
非当日は当社ブースへお立ち寄りください。

Social

Sharing

Supporter

ユーピーアール㈱
事業内容

強み・魅力

メッセージ

◆お問い合わせ
〒100-0011
東京都千代田内幸町1-3-2
内幸町東急ビル12階
人事部 人事採用グループ 藤岡雅章
e-mail : saiyou@upr-net.co.jp
tel : 03-3593-1730

「社会のインフラをシェアするupr」として、物流用パレットのレンタル事業に
とどまらず、お客様が抱える物流課題の解決を図るための管理システムや遠隔
監視、アシストスーツ等の幅広い事業を展開しています。
パレットレンタル業界の規模は大きくありませんが、業界上位の一角を占める
企業として堅実に成長をしてきました。物流の最適化や技術革新が進む中で、
多面的な視点でそれに応えられる商品力、提案力が強みです。
「やってみようupr」を合言葉に、社会の変化から可能性を捉え、失敗を恐れず果
敢に挑戦をし続けてきました。就職活動を通じて、変化を楽しみ自身の糧にし
ましょう。ぜひ当社ブースでお待ちしています！！

