
株式会社 樋口物流サービス [会社概要]

■設立 １９９３年９月

■本社所在地 大阪府東大阪市本庄１－１２－１０

■代表取締役 樋口 修一朗

■年商 １６６億円（2022年5月末決算）

■従業員数 ４１6名 （2022年6月）

■業種 貨物自動車運送事業、利用運送事業

産業廃棄物収集運搬業、建設業(内装仕上工事業)

★平成27年 中小企業庁 「がんばる中小企業300社」 選定

★平成29年 安全性優良事業所 近畿運輸局長表彰を受賞

★平成30年 大阪人材確保推進会議 Eカンパニー 認定

Eカンパニーとは大阪人材確保推進会議において、女性・若者に

魅力ある職場づくりや魅力発信に意欲的に取り組んでいる企業

として認定されました。

ご挨拶

弊社は平成５年設立以来、医療関係の器材・店舗用設備品・家具

の運送を主体に営んで参りました。看護用ベットなどの介護設備機
器を、全国各地の病院・養護施設・一般家庭に輸送した経験を基に、
あらゆる分野の輸送に対応させて頂いております。

現在、産業界ではあらゆる分野にイノベーションやＩＴ化などの
新しい波が押し寄せ、物流業界においても多種多様なニーズに対応
する柔軟性が必要となって参りました。こうしたなか、お客様にご
満足いただける物流システム・ネットワーク構築・サービス向上を
考えており、全国に営業エリアの拡大・充実を目指しております。
現在、東北・関東・中部・関西・中国・九州に営業拠点及び配送セ
ンターが御座います。各拠点のネットワークをご利用いただくこと
で、より早くより確実なサービスを提供できます。

設立以来、お客様にとって最適な物流を提供させて頂くなかで、
１５０万件以上の物流データベースを蓄積するまでに至りました。
これらのデータベースは、お客様の多様化するニーズに必ずお役に
たてるものと確信しております。

これからも皆様の良きパートナーとして共に躍進できますよう努力
して参ります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

株式会社樋口物流サービス
代表取締役社長 樋口 修一朗

本社社屋 保有車両 10ｔPG車



事業所一覧

全国16拠点

【東北エリア】

【関東エリア】

【中部エリア】

【関西エリア】

【中国九州エリア】

東北支店
区域営業部

岩手営業所 岩手県北上市大通り1丁目3-27 入山北ビル3階 0197－61－2555

仙台営業所 宮城県仙台市若林区鶴代町4-55 022－745－2850

山形営業所 山形県山形市東山形1丁目6-26 ホシカワビル3階 023－628－1025

現業輸送部 東北特需輸送部 宮城県仙台市若林区鶴代町4-55 022－745－2860

関東支店
区域営業部

東京営業所 東京都足立区堀之内2丁目15-8 03-5647-1670

筑波営業所 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目10-3 KS ビル2 階 0297-57-7080

横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-6 VORT新横浜 2階C号 045-474-5550

現業輸送部
関東特需輸送部 東京都足立区堀之内2丁目15-8 03-5647-1671

装工課ワークス課 東京都足立区堀之内2丁目15-8 03-5647-1672

３PL事業部 北関東BC 茨城県牛久市桂町2365番地 029-886-3020

経営企画部 東日本営業部 東京都足立区堀之内2丁目15-8 03-5647-1670

中部支店
区域営業部

名古屋営業所 愛知県清須市朝日弥生146番地 052-401-8501

浜松営業所 静岡県浜松市中区板屋町522 MYﾋﾞﾙ3F 053-450-8911

現業輸送部 中部特需輸送部 愛知県清須市西枇杷島町古城1 丁目 7-6 052-503-3001 

３PL事業部 伊賀営業所 三重県伊賀市法花21番 0595-20-9100

経営企画部 中日本営業部 愛知県清須市朝日弥生146番地 052-401-8501

関西支店
区域営業部

本社 大阪府東大阪市本庄1丁目12番10号 072-966-4051

姫路営業所 兵庫県姫路市東延末3-50 姫路駅南マークビル5階 079-226-5137

現業輸送部
本社特需輸送部

輸送課
大阪府東大阪市本庄1丁目12番10号

072-966-4600

装工課 072-966-4700

ワークス課
大阪市中央区船場中央3丁目1-7
船場センタービル7号館229号

06-6121-7830

３PL事業部 南港営業所 大阪府大阪市住之江区新北島1丁目4-37 06-6682-0222

経営企画部 西日本営業部 大阪府東大阪市本庄1丁目12番10号 072-966-4900

中国九州支店
区域営業部

広島営業所 広島県広島市西区観音本町1丁目22-25 CDK観音ビル6階 082-503-6050

九州営業所 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目9-18 黒崎ECS第25ビル 8F 093-330-6922

現業輸送部 九州特需輸送部 福岡県大野城市御笠川3-16-14 092-580-8166

Logistics Base 



東北特需輸送部
●延床面積：1,038㎡
●ホイスト 2.8t
●空調管理
●車両
２ｔ車（PG・平）2台
４ｔ車（PG・平）16台

※仙台東部道路仙台東IC 車で3分

輸送施設・車両案内

●自社保有車両 143台
(2022年8月現在)

２ｔ車(PG・平車)・・・55台
３ｔ車(PG・冷凍冷蔵)・35台
４ｔ車(PG・平車)・・・38台
増ｔ車(PG)・・・・・・15台

●協力会社・業務提携 全国100台以上

伊賀営業所(3PL事業部)
●延床面積：8,182㎡ ●収納P/L：4,500P/L
●24ｈ対応 ●空調管理
●車両
３ｔ車（PG・冷蔵冷凍）6台
４ｔ車（PG）1台
増ｔ車（PG）7台

※名阪国道白樫IC 車で5分

本社特需輸送部
●延床面積：3,082㎡
●車両
２ｔ車（PG・平）19台
４ｔ車（PG）15台
増ｔ車（PG）3台

※阪神高速中野IC 車で5分

南港営業所(3PL事業部)
●延床面積：3,082㎡
●車両
２ｔ車（10尺）2台
３ｔ車（PG・冷蔵冷凍）22台
４ｔ車（PG）1台

※阪神高速住之江IC 車で5分

九州特需輸送部
●延床面積：294㎡
●車両
２ｔ車（PG・冷蔵冷凍）7台

※福岡高速大宰府IC 車で3分

北関東BC(3PL事業部)
●延床面積：8,532㎡ ●収納P/L：6,000P/L
●24ｈ対応 ●空調管理
●車両
３ｔ車（PG・冷蔵冷凍）7台
増ｔ車（PG）2台

※圏央道阿見東IC 車で5分

関東特需輸送部
●延床面積：1,250㎡
●車両
２ｔ車（PG・平）16台
４ｔ車（PG）3台

※首都高速川口線鹿浜橋IC 車で5分

中部特需輸送部
●延床面積：961㎡
●車両
２ｔ車（PG・平）11台
４ｔ車（PG）3台
増ｔ車（PG）4台

※名古屋高速清洲東IC または庄内通IC
車で5分

Transportations Service



顧客満足

各部署の連携により
倉庫荷役～輸送～現場納品の一貫した物流対応を実現

お客様
装工課

ワークス課

特需輸送部

経営企画部(営業部)

区域営業部

3PL事業部 配送センター

Higuchi Logistics Service

輸送課

Relation



幹線輸送・支線配送

輸送 全国の広域輸送・地場輸送の対応

① 47都道府県の発着対応

② 弊社の自社倉庫(宮城、茨城、東京、愛知、三重、大阪、福岡）
を利用して全国輸送の効率化とコストダウンが図れる

③ 小ロット・中ロットの輸送対応(チャーター便・混載便）

④ 港、空港発の輸送対応

本社
中部特需輸送部

関東特需輸送部

北関東物流ｾﾝﾀｰ

東北特需輸送部

九州特需輸送部 伊賀営業所

関東特需輸送部

北関東物流センター

本社特需輸送部

中部特需輸送部

伊賀営業所

九州特需輸送部

北海道・沖縄
（離島）への輸送も

対応可能

東北特需輸送部

Logistics Network Service



配送センターのご案内

配送センター・・・保管型・スルー型・物流加工

① 弊社の自社配送センター(宮城、茨城、東京、愛知、三重、大阪、福岡）を活用

② 全国で倉庫保管、中継倉庫利用の対応
700社の弊社協力会社ネットワーク力の活用

③ 倉庫保管効率を実現
荷姿により保管方法を選定

④ 倉庫作業スペースとアッセンブリーの対応

⑤コンテナデバンニング・バンニングの対応

ネステナー保管 ラック保管カゴ車保管パレット保管

アッセンブリー

アッセンブリースペース

保管方法

物流加工

Distribution Center Service



Construction Service

(1)施工管理・施工・搬入人員

① 弊社の各拠点の施工管理者(東京、愛知、大阪、福岡）を活用
東京(関東特需)…‥東日本エリア
愛知(名古屋特需)…中日本エリア
大阪(本社特需)…‥西日本エリア
福岡(九州特需)…‥九州エリア

② 全国で施工、搬入人員の対応可能

(2)廃棄処理

① 現場内での廃棄処理の対応
※産業廃棄物収集運搬業 取得
※マニフェストの発行可

現場内事前打ち合わせ 現場管理(KY活動)

荷降ろし・搬入作業

施工コンテナデバン養生

施工・施工管理・内装仕上



「福利厚生」 働く人にとって会社が
楽しい！仕事が面白いと思える

環境が充実しています！

■普通自動車運転免許取得、助成制度

■運行管理者等、国家資格取得、助成制度

■慰安旅行（全社員参加）

■社員寮、保養所完備

■ BBQ大会、食事会、異業種交流サッカー大会 等



スポーツ振興にも力を注いでいます !

樋口物流サービスは、

セレッソ大阪 の

ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰです。

樋口物流サービスは、

大阪エヴェッサの

ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰです。


