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当社は川崎汽船の連結経営の中で、川崎汽船グループ各社との連携を深め国内及び海外にビジ
ネスを発展させ、更に充実した総合物流会社を目指します。

顧客満足第一を旨とし、事故ゼロの徹底また継続的な業務改善を通じて、より高レベルのサービ
スを提供できるように努力します。

社員が安全で快適に、また仕事を通じて成長できるような職場環境作りに努め、全社員の力を結
集し、より良い会社作りに邁進します。

我 日々東物流株式会社は、
常に安全・確実・迅速な物流サービスを提供し、
顧客満足を通じて社会に貢献することを誓います。

M E S S A G E

HIROSHI MIKITA

ごあいさつ

経営理念

C O M P A N Y

I N F O R M A T I O N

COMPANY
PHILOSOPHY

TOTAL LOGISTIC SERVICE
THE AGE OF

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

花 開 く 、 総 合 物 流
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代表取締役社長 三木田 博史
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　「常に安全・確実・迅速な物流サービスを提供し、
顧客満足を通じて社会に貢献する。」
これが当社の経営理念です。

　当社の前身である日東運輸合資会社が神戸に誕生したのは１９２６年
（大正１５年）です。戦争中に一旦解散した後、１９４３年（昭和１８年）に今
度は川崎汽船の全額出資で日東運輸株式会社が設立されました。以来、
長きに亘り多くのお客様に様々な物流サービスを提供してまいりました。

　世界中で人々が生活する限り、国際物流が止まることはありませんし、
止めてはいけません。日本のこの地でその一端を担う当社は、これからも
お客様に様々な高品質の物流サービスを提供することで、その責務を果
たし、お客様の競争力向上に貢献してまいります。

　引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。



FOUNDED IN 
1926

大正十五年創業

1926／大正15年9月
極東海運商会と合資会社旭組の両者合併に
より日東運輸合資会社を創業し、神戸に本社を、
大阪川口町及び築港に支店（兵庫港に出張所）
を設けて、川崎汽船(株)、東洋汽船(株)、その他
数社の汽船会社代理店として内外十数航路
の集荷、荷捌業務ならびに船内荷役業、艀回
漕業、その他の付帯業務を営み、阪神両港に
おける港湾運送業界に確たる地歩を占めた。

1942／昭和17年12月
港湾運送事業など統制令が発せられ、一港一
社に強制統合させられた結果、従業員の大半
及び船舶、その他の諸施設は挙げてこれを阪神
両港運会社に吸収され、会社は一旦解散した。

1943／昭和18年3月
統制令には船舶代理店業が除外されていた
ので、これを営む目的の下に、川崎汽船(株)の
全額出資を得て、日東運輸株式会社を設立
し、川崎汽船(株)、東洋汽船(株)、日之出汽船
(株)、日鉄汽船(株)など数社の阪神地区代理
店業務ならびに日本船舶統制外にあって運航
中の満州海運(株)の集貨、荷捌代理店として
相当の成績を確保した。

1946／昭和21年8月
統制令が緩和されて、複数制が実施されるこ
とになり、分散していた熟練堪能な旧従業員
を迎えるとともに施設の復元、充実を図り、合
資会社当時の業種全般を復活した。

1951／昭和26年4月
神戸の川崎海運(株)を合併し、門司・若松両港
に出張所を置き、新たに木船運送業を開始。

1951／昭和26年11月
船舶曳船業務を開始。

1958／昭和33年8月
神戸港第七突堤背後地に鉄筋コンクリート造
り２階建倉庫（上屋兼用）を建設。

1961／昭和36年1月
会社設立の地、神港ビルから東町ビルに移転。

日 東 物 流 の 歴 史 は 物 流 活 動 ・ 物 流 戦 略 の 歴 史 で す 。

HISTORY OF NITTO 大正15年、神戸、大阪で事業展開するため合資会社日東運輸として創業

当社は、大正15年9月、港湾運送、船社代理店などの業務を中心に、神戸、大阪で事業展開するため

合資会社日東運輸として創業しました。

昭和18年3月、川崎汽船株式会社の全額出資により株式会社として新たに発足しましてからは、

神戸、大阪、東京はもとより水島、四国、名古屋と営業範囲を拡げ、

地域社会の経済発展とともに歩んでまいりました。
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HISTORY OF NITTO H I S T O R Y  I N  8 0  Y E A R S

1962／昭和37年4月
倉敷市水島に水島出張所を設置し、川崎製鉄
水島工場の製品、資材の海陸運送ならびに水
島港における船舶代理店業の営業を開始。

1962／昭和37年10月
門司・若松両支店及び佐世保事務所は、川崎
汽船(株)並びに当社の出資によりその施設、人
員をもって新たに新東運輸株式会社（資本金2
千万円）を設立し営業を開始。

1965／昭和40年7月
水島出張所の業務拡張、強化に伴い同出張所
を支店に昇格した。水島港における船内荷役
事業、沿岸荷役事業の免許を取得。

1966／昭和41年5月
香川県坂出市に坂出出張所を開設、川崎重工
業(株)坂出工場の建設ならびに造船資材の海
陸輸送業務を開始。

1967／昭和42年12月
川崎汽船、商船三井、ジャパンライン、山下新
日本汽船の北米太平洋岸向けフルコンテナ
船の配船にともない、前記四船社及び三井倉
庫、住友倉庫、上組の各社と共同出資により、神
戸コンテナターミナル株式会社を設立、神戸
港におけるフルコン船の本格的取扱いならび
にこれに付随する業務に業界初の実績を確立
した。

1969／昭和44年8月
大阪市住吉区南港埋立地に大阪築港支店南
港事務所を開設し、南港上屋を建設。南港に
おける川崎汽船コンテナターミナルの運営を
開始。
大阪市における一般区域貨物自動車運送事
業（限定）の免許を取得。

1973／昭和48年3月
神戸港ポートアイランドＬー 2にポートアイランド・
ターミナルを開設し、ライナーバース付荷捌
上屋（面積18,000㎡､建設面積5,400㎡）の営
業を開始。
大阪市住吉区南港Ｃｰ3バース川崎汽船フル
コンテナ船専用使用にあたり、同バース施設
の運営を開始。

1979／昭和54年8月
東京における営業活動をより充実させかつ顧
客サービス強化のため東京事務所を支店に
昇格。

1982／昭和57年3月
中国租船公司・青島分公司「漱玉泉」号、中国
第一船として大阪港に入港、当社の中国業務
の幕開けとなった。

1982／昭和57年4月
神戸市中央区港島ポートアイランドＣｰ12ター
ミナル事務所を開設、神戸港における川崎汽
船コンテナターミナルの運営を開始。

1984／昭和59年4月
中国対外貿易運輸公司・北京総公司と複合一
貫輸送代理店契約を北京にて締結、対中国と
の複合輸送業務を開始。

1985／昭和60年2月
天津航路、張家港・南通航路にコンテナ船が
配属されて、中国対外貿易運輸公司コンテナ
船の総代理店業務が開始された。

1985／昭和60年4月
社団法人瀬戸内海海上安全協会1号会員25
社で海上安全保障株式会社を設立し、その中
核的存在として関西国際空港、明石海峡大橋
建設等の警戒船需要に対応する受注体制を
確立した。

1986／昭和61年12月
関西国際空港関連業務拡大のため、岸和田営
業所を開設。

1987／昭和62年3月
本四架橋時代を迎え四国物流産業の発展に
対処するため坂出出張所を丸亀市福島町に
移転し、名称も水島支店四国営業所と改める。

1987／昭和62年12月
神戸ポートアイランドＣｰ12ターミナルを六甲
アイランドＣｰ3へ移転、コンピュータ管理のタ
ーミナル運営を開始。

1991／平成3年3月
川崎汽船大阪南港コンテナターミナルＣｰ1，
Ｃｰ3を統合しＣｰ8へ移転。

1991／平成3年7月
南港物流倉庫完成、大阪港支店を南港コンテ
ナセンターより南港物流倉庫へ移転。南港コ
ンテナセンター倉庫・Ｃｰ1ターミナル隣接地
の社上屋・Ｃｰ1ＣＦＳにおける取扱いを同倉庫
に集約。

1992／平成4年9月
水島支店、玉島物流倉庫完成、営業を開始。

1993／平成5年3月
神戸商工会議所大ホールにて株主関係会社
代表を招いて従業員一同創立50周年記念式
典を挙行し、「日東運輸50年史」を出版。

1995／平成7年1月
阪神・淡路大震災発生。莫大な被害を被る。

1997／平成9年11月
中京営業本部を新設し、名古屋営業所を開設。
98年8月より営業を開始。

1999／平成11年4月
21世紀を目前にひかえ、新たな総合物流業者
を目指し、社名を「日東物流株式会社」に変
更。

2001／平成13年8月
本社を神戸市中央区港島（ポートアイランド）
へ移転。

2002／平成14年12月
大阪南港地区に南港物流センターNO2倉庫
を開設し、営業を開始。

2004／平成16年4月
六甲アイランドＣｰ3ターミナルより六甲アイ
ランドＣｰ4ターミナルへ移転し、営業を開始。

2006／平成18年11月
環境に関わる国際規格ISO14001を取得。

2007／平成19年12月
大阪南港地区に大阪総合物流センターを開
設し、営業を開始。

2013／平成25年3月
会社創立70周年を記念して、「日東物流70年
史」を出版。

2015／平成27年7月
株式会社コクサイ港運を吸収合併。

2015／平成27年12月
神戸税関よりAEO認定通関業者の認定取得。

2018／平成30年1月
機工事業の拡大に伴い、建設業許可を取得。



COMPANY

OUTLINE

小 さ な 商 品 か ら 大 き な 商 品 ま で
物流は小さな素材の組み立てによって成り立っています。

包む、ほどく、揚げる、引く、押す、などそのすべてを、NITTOは多様な船舶や車両、機器そして技術と作業によって

物流という商品に育てます。

本店所在地 ●
創業 ●
設立 ●
資本金 ●
株主総数 ●
役員 ●

従業員数 ●
営業内容 ●

神戸市中央区港島4丁目6
大正15年（ 1926年） 9月7日
昭和18年（ 1943年） 3月8日
15億9千6百万円
1名
11名
338名 
コンテナターミナル事業
在来船荷役・重量物荷役業
自動車船荷役業
原料荷役業
海事作業・海上防災業
船舶代理店
中国船社営業代理店
内航海運
国際複合一貫輸送
海運貨物取扱業
通関業
沿岸上屋(CFS)・倉庫業
機工事業（重量機械据付・移設工事）
陸上輸送　など

THE BUSINESS PLACE
THE LOCATION OF

日東物流㈱事業所所在地

●本社
〒650‐0045 神戸市中央区港島4丁目6
TEL.078-302-0243・FAX.078-302-0276

●ポートアイランド物流センター
〒650‐0045 神戸市中央区港島4丁目6
TEL.078-302-0151・FAX.078-302-0159

●摩耶Ｃ物流センター
〒657‐0854 神戸市灘区摩耶埠頭
 （Ｃ上屋内）
TEL.078-871-5871・FAX.078-881-5204

●六甲アイランド六甲物流営業所
〒658‐0033 神戸市東灘区向洋町西6丁目15
TEL.078-857-0567~8・FAX.078-857-0027

●六甲Ｃ-４CFS倉庫
〒658‐0033 神戸市東灘区向洋町西6丁目4
TEL.078-857-1361・FAX.078-857-1365

●六甲アイランドＣ-４ターミナル事務所
〒658‐0033 神戸市東灘区向洋町西6丁目4
TEL.078-857-1345・FAX.078-857-1346

●大阪営業所
〒541‐0043 大阪市中央区高麗橋4丁目3-7
 （北ビル）
TEL.06-6202-5701・FAX.06-6202-5751

●大阪総合物流センター（大阪総務チーム）
〒559‐0031 大阪市住之江区南港東9丁目4-36
TEL.06-6612-6201・FAX.06-6612-7105

●大阪総合物流センター
〒559‐0031 大阪市住之江区南港東9丁目4-36
TEL.06-6612-2600・FAX.06-6612-2605

●南港R物流センター
〒559‐0034 大阪市住之江区南港北3丁目2-46
TEL.06-6612-8711・FAX.06-6614-1921

●大阪南港Ｃ-８ターミナル事務所
〒559‐0031 大阪市住之江区南港東9丁目2-97
TEL.06-6612-6235・FAX.06-6612-5425

●水島事業部
〒712‐8691 倉敷市水島川崎通1丁目1
 （JFE物流ビル）
TEL.086-448-3331・FAX.086-448-9459

●水島事業部玉島物流倉庫
〒713‐8103 倉敷市玉島乙島新湊8256-51
TEL.086-525-5455・FAX.086-525-5977

●水島事業部西通分室
〒712‐8073 倉敷市水島西通1丁目1948-30
TEL.086-444-4011・FAX.086-447-1634

●水島事業部陸運詰所
〒712‐8691 倉敷市水島川崎通1丁目
 （JFEスチール構内）
TEL.086-448-5658・FAX.086-447-4847

●水島事業部原料岸壁詰所
〒712‐8691 倉敷市水島川崎通1丁目
 （JFEスチール構内）
TEL.086-444-3460・FAX.086-448-0299

●水島事業部四国営業所
〒763‐0044 丸亀市福島町127-16
TEL.0877-24-1661・FAX.0877-24-1698

●東京営業所
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目1-3
 （和光ビル）
TEL.03-5823-4957・FAX.03-5825-7860

●名古屋営業所
〒455‐0037 名古屋市港区名港2丁目9-27
（ポートプラザビル）
TEL.052-653-6251・FAX.052-655-8050

WELCOME TO NITTO

■会社概要

03



UNIT
MARINE & TERMINAL BUSINESS

本船荷役とコンテナターミナルのオペレーション

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

COMPANY INFORMATION

TEL.078-857-1345  FAX.078-857-1346
〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西6丁目4  「日東物流株式会社 港運ターミナル事業部」

30年以上に渡る経験を生かし神戸六甲、大阪南港を
拠点としたコンテナターミナルのオペレーションを担っております。
川崎汽船株式会社より委託を受け、神戸は六甲アイランドC-4/5、大阪は南港咲州C-8のコンテナターミナルを拠点に
ターミナルオペレーションを行っています。
またオーシャンネットワークエクスプレス (OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD.)、
寧波遠洋運輸有限公司 (NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD.)、
新海豊集装箱運輸有限公司 (SITC CONTAINER LINES CO.,LTD.) 、
中外運集装箱運輸有限公司 (SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD.)が
運航する船舶も寄港し、取り扱っています。
コンテナ荷役創世記から30余年オペレーションに携わっており、その経験を生かしてさらなるサービス向上を目指します。
■お問い合わせ
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NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

MARINE & TERMINAL BUSINESS

ターミナルオペレーターとして、コンテナの本船積卸、保管、受渡
およびバンプール業務といった一切の業務を任され、最新のコン
ピューターシステムでそれらを処理しています。これにより、迅速
な処理が可能となり、さらにスピーディーなターミナルの実現へ
一歩一歩前進しております。神戸六甲コンテナターミナルは、コ
ンテナ輸送の拠点として、安全かつ円滑なオペレーションで世界
のさまざまな地域の貨物を取り扱っています。大阪南港コンテナ
ターミナルは、西日本の中心地である大阪にあり、中国・東南アジ
アとの窓口として日々機能しています。

■ターミナル業務

UNIT

■港運・代理店業務
当部門は、神戸港・大阪港・堺泉北港の船舶代理店・元請港運とし
て、コンテナ船、自動車船、在来船、客船等の外国航路の船舶及び
内国航路の船舶入出港手続きの船舶代理店業務、また、自動車専
用船のオペレーターとしてRORO貨物の揚げ積みに関連する荷
役業務や雑貨類・鋼材等の在来船荷役業務を行っております。

■機器管理業務
コンテナターミナルはクレーン、トラクターをはじめ種々の機器を
保有しており、これらの保守・修繕を一元的に管理しております。
多岐にわたる保守・修繕の経験を活かし、ターミナル内に留まるこ
となく、外部からのオーダーにも対応できる体制であり、大手重工
業からも受注しております。今後もこのようなビジネスを展開し、
スピーディーな対応を目指します。

TEL.078-857-1345 FAX.078-857-1346［E-mail :rc3gyoumu@nitto-ntl.co.jp］■業務チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［業務グループ］

TEL.078-857-1331 FAX.078-857-1338［E-mail :rc3tml@nitto-ntl.co.jp］
TEL.078-857-1332 FAX.078-857-4374［E-mail :ukbstv@nitto-ntl.co.jp］
TEL.078-857-4370 FAX.078-857-4374［E-mail :ukbagt@nitto-ntl.co.jp］
TEL.078-857-1341 FAX.078-857-1344［E-mail :rc3imp@nitto-ntl.co.jp］
TEL.078-857-1334 FAX.078-857-1344［E-mail :rc3traff@nitto-ntl.co.jp］
TEL.078-857-1351 FAX.078-857-1330［E-mail :rc3maint@nitto-ntl.co.jp］

■ターミナルチーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・

■港運・代理店チーム(港運) ・・・・・

■港運・代理店チーム(代理店) ・・

■CYチーム（輸入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

■CYチーム（輸出） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

■機器管理チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［神戸港運ターミナルグループ］

TEL.06-6612-6235 FAX.06-6612-5425［E-mail :oc8tml@nitto-ntl.co.jp］
TEL.06-6612-6205 FAX.06-6612-0358［E-mail :osastv@nitto-ntl.co.jp］
TEL.06-6612-6205 FAX.06-6612-0358［E-mail :osvessel@nitto-ntl.co.jp］
TEL.06-6612-6241 FAX.06-6612-1308［E-mail :oc8cy@nitto-ntl.co.jp］
TEL.06-6612-6215 FAX.06-6612-5425［E-mail :oc8maint@nitto-ntl.co.jp］

■ターミナルチーム ・・・・・・・・・・・・・・・・

■港運 ・ 代理店チーム(港運) ・・・・・

■港運 ・ 代理店チーム(代理店)・・

■CYチーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■機器管理チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［大阪港運ターミナルグループ］



TEL.06-6202-8514  FAX.06-6202-6076（大阪）
TEL.052-653-6251  FAX.052-655-8050（名古屋）
TEL.03-5823-4958  FAX.03-5825-7860（東京）
TEL.06-6202-5778  FAX.06-6202-5751（大阪）
TEL.06-6202-5779  FAX.06-6202-5751（大阪）
TEL.052-653-6251／6468  FAX.052-655-8050（名古屋）

［営  業  グ  ル  ー  プ］

【NOS総代理店グループ】
【運  航  グ  ル  ー  プ】｠
【名古屋運航グループ】

「日東物流株式会社 中国事業部」〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目3番7号（北ビル）

迅速・確実・安全な中国・東南アジアサービス
お客様からお預かりした貨物をより早く、より確実に、より安全に当社が伝統的に強みを持つ中国と、
著しい経済成長を遂げている東南アジアの各地へお届けいたします。
｠
私たちの暮らしに密着した一般消費財の迅速・確実な輸送とデリバリー、
多頻度で安定したスケジュールによる原材料や生産部品のサプライチェーン・マネジメント構築のご支援、
大型機械、危険品、冷凍貨物など特殊貨物の安全な輸送、地球に優しい環境リサイクル原料の大量輸送など、
お客様の多様なニーズにきめ細かくお応えいたします。

■お問い合わせ先

UNIT

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

C H I N A  B U S I N E S S
日本と中国･東南アジアを結ぶフルコンテナ船サービスを提供いたします

COMPANY INFORMATION

■ ISO14001認証取得
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NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

C H I N A  B U S I N E S S
チャイナ・プラス・ワン

日本から中国・東南アジアへ、お客様の貨物をより早く、より確実・安全に
お届けいたします。

［中国向けサービス］

■サービス内容
日本から中国・東南アジアへ、お客様の貨物をより早く、より確実・安全に
お届けいたします。

［中国向けサービス］

■サービス内容
日本から中国・東南アジアへ、お客様の貨物をより早く、より確実・安全に
お届けいたします。

■お問い合わせ先

UNIT

TEL.03-5823-4958・FAX.03-5825-7860

TEL.052-653-6251・FAX.052-655-8050

TEL.06-6202-8514・FAX.06-6202-6076

■関東営業チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■中京営業チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■関西営業チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［営業グループ］

寧波遠洋運輸股份有限公司［Ningbo Ocean Shipping Co.,Ltd.］

新海豊集装箱運輸有限公司［SITC Container Lines Co.,Ltd.］

中外運集装箱運輸有限公司［Sinotrans Container Lines Co.,Ltd.］

［中国向けサービス］

［内陸向け貨物も承っております。］

●渤海湾エリア
　大連・新港・煙台・秦皇島・威海
●華北エリア
　青島・連雲港・石島・龍口
●華東エリア
　上海・寧波・乍浦・温州・海門
●長江流域
　張家港・南京・南通
●河南エリア
　香港・厦門・汕頭・珠江デルタ

●渤海湾エリア
　大連・新港・煙台・秦皇島・威海
●華北エリア
　青島・連雲港・石島・龍口
●華東エリア
　上海・寧波・乍浦・温州・海門
●長江流域
　張家港・南京・南通・太倉
●華南エリア
　香港・厦門・福州・汕頭・
　珠江デルタ

［東南アジア向けサービス］
●ベトナム
　ハイフォン・ホーチミン・ダナン
●タイ
　バンコク・レムチャバン・ラッカバンICD
●カンボジア
　シアヌークビル・プノンペン
●フィリピン
　マニラ（北港・南港）・スービック・バタンガス他
●インドネシア
　ジャカルタ・スラバヤ・セマラン他
●マレーシア
　ポートケラン・ペナン・ビンツル他
●韓国　　●台湾
　釜山　　　基隆・台中・高雄

■サービス内容



TEL.078-302-0407  FAX.078-302-3710
〒650-0045 神戸市中央区港島4丁目6 「日東物流株式会社 物流事業部」

安　全　・　確　実　・　迅　速　な　物　流　サ　ー　ビ　ス

UNIT

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

LOGISTICS BUSINESS

物流事業部は 『常に安全・確実・迅速なサービスを提供し、お客様の満足を通じて社会に貢献する』 をモットーに

輸出入・国内貨物を問わず倉庫・保管・通関・輸送とお客様それぞれのニーズにあった質の高い物流サービスを追及し、

お客様に満足と安心を提供致しております。

■お問い合わせ

物流貨物の加工・倉庫保管・配送サービス

COMPANY INFORMATION

■ ISO14001認証取得■ AEO認定通関業者
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神戸市中央区港島4丁目6
TEL.078-302-4851・FAX.078-302-4889
TEL.078-302-3771・FAX.078-302-3710

■倉庫・保管業務

LOGISTICS BUSINESS

■神戸通関チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸入

大阪市住之江区南港東9丁目4-36
TEL.06-6612-6211・FAX.06-6612-6549■大阪通関チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神戸市中央区港島4丁目6
TEL.078-302-0151・FAX.078-302-0159■ポートアイランド物流センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶第一突堤C上屋内）
TEL.078-871-5871・FAX.078-881-5204■摩耶C物流センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神戸市東灘区向洋町西6丁目4
TEL.078-857-1361・FAX.078-857-1365■六甲C－4CFS倉庫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪市住之江区南港東9丁目4-36
TEL.06-6612-2600・FAX.06-6612-2605■大阪総合物流センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神戸市中央区港島4丁目6
TEL.078-302-8590・FAX.078-302-3985■陸送チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神戸市中央区港島4丁目6
TEL.078-945-7200・FAX.078-302-3710■機工プラントグループ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■輸出入通関等手続(AEO認定通関業者)

■機工事業

UNIT

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

神戸・大阪を中心にネットワークで結ばれた物流センターを
保有し、輸出入貨物のコンテナ詰、コンテナ出作業をはじめ、
保管・検品・配送・在庫管理等、あらゆる形態のお客様のニー
ズにお答え致します。またお客様専用のスペースも提供さ
せて頂きます。

輸出入の煩雑な手続きにお困りではありませんか？ 専門的
で経験豊富なプロがお客様のご要望にお応えし、AEO認定
通関業者として適切且つ迅速な通関手続きをさせて頂きま
す。機械・アパレル・繊維製品などさまざまな分野に精通した
プロが対応致しますので、安心してお任せ下さい。私達は
日々お客様にご満足して頂ける様、充実したサービスの向上
を目指しております。 

安全第一を真摯に追求しながら、お客様のビジネスを遅滞
なく、迅速・確実・スムーズに稼働させるために。国内外での
工事設備機器の輸送から輸入・据付けまでをワンストップで
実現する日東物流の「機工事業」。日東物流は従来の「モノ
を運ぶ物流」の先にある、「ビジネスを動かす物流」を見据え
ています。

大阪市住之江区南港北3丁目2-46
TEL.06-6612-8711・FAX.06-6614-1921■南港R物流センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪市住之江区南港東9丁目4-36
TEL.06-6569-2266・FAX.06-6569-2268■カスタマーサービスチーム  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



J F E ス チ ー ルと共 に 躍 進し 続 ける水 島 事 業 部
水島事業部は1962年4月に水島出張所を設置し、
旧川崎製鉄水島製鉄所の製品､資材の海陸運送並びに水島港における船舶代理店の営業から始まりました。
1965年に支店に昇格、水島港における船内荷役・沿岸荷役事業の免許を取得、
1999年、21世紀を目前に新たな総合物流業者を目指した社名変更に伴い、支店より水島事業部へ変更、現在に至ります。

《水島事業部の取扱事業》
港湾運送事業／曳船事業／一般貨物自動車運送事業／船舶代理店業／通関業･倉庫業／海上警戒･防災事業 他

UNIT

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

MIZUSHIMA BUSINESS
現場と共に半世紀、業務の効率化と安全確保に常にチャレンジしつづける水島事業部

COMPANY INFORMATION

TEL.0877-24-1661  FAX.0877-24-1698
〒763-0044 香川県丸亀市福島町127-16 「日東物流株式会社 四国営業所」
TEL.086-448-3331㈹  FAX.086-448-9459・［代理店］086-448-8096
〒712-8691 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目1（JFE物流ビル3階） 「日東物流株式会社 水島事業部」
■お問い合わせ
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NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

製鉄原料の揚荷役に従事、世界No.１の製鉄所を目指すJFEスチー
ルに貢献できるよう安全且つ効率的な荷役を各種重機を駆使して
日夜取組中。その他、環境整備作業や船舶入出港に伴う海事作業
も多岐にわたり携わっています。

MIZUSHIMA BUSINESS

JFEスチールへの船舶入出港の曳船業務や海上防災業務は勿論
のこと、海上災害防止センターとの契約に基づき、水島港の排出油
防除措置会社としてオイルフェンスの展張、漏油処置を消防曳船・
作業船等を使用し行っています。

■海上防災事業

JFEスチールの原料関係の輸入通関業務をはじめ、岡山県を中心
とした水島港および阪神港を利用しての輸出入貨物取扱いの業務の
営業活動を展開、お客様のニーズに応えるため提案型営業できめ
細かいサービスを提供しています。また“K”LINEグループのネット
ワークのもと総合物流サービスにも積極的に取組んでいます。

■海貨営業（通関・倉庫業）

鋼材、橋梁構造物、海上コンテナ輸送を主に手掛け、岡山県内はも
とより中国地方や関西・中部・関東方面まで安全輸送を第一に営業
を展開しています。

■鋼材の内陸輸送

古くは川崎製鉄水島の原料入港船第１船より船舶代理店業務を開
始し、現在はJFEスチール倉敷地区にて原料船（外航・内航）、鋼材
輸出船を中心に取扱い、また水島港・玉島地区においては自動車
積船、穀物輸入船ほか幅広く代理店業務を行っております。
JFEスチールへの外航入出港船は当チームで一元管理、JFE関係
部門、当社ステベ部門・通関部門・タグ部門と緊密な連携を保ち
スムーズで効率的な入出港を目指しています。

■船舶代理店業務

船舶ブロックや大型構造物などをその大きさに適した台船にて輸
送業務を実施。また四国営業所では海事作業全般、海運・陸送での
貨物利用運送業務や内航船舶代理店、通関業務（鉄鋼製品限定）、
輸出入貨物取扱い業務など幅広く丸亀・坂出・多度津・詫間を中心
に営業活動を展開しています。

■台船輸送

UNIT

［保有倉庫］ 水島倉庫 （486㎡）／玉島物流倉庫 （1,796㎡・消防設備完備）
［取引商社］ JFE商事、三菱商事、 住友商事、三井物産、 東京貿易ほか

［協力会社］ 10社（ウイング車、低床トレーラー、重量トレーラーほか多数保有）

■原料荷役作業
　（JFEスチール㈱西日本製鉄所倉敷地区原料岸壁にて）

TEL.086-448-3335・FAX.086-448-9459
TEL.086-445-1278・FAX.086-448-9459
TEL.086-448-5658・FAX.086-447-4847
TEL.086-448-3811・FAX.086-448-8096
TEL.0877-24-1661・FAX.0877-24-1698

■港運チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■営業チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■陸運チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■代理店チーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■四国営業所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



TEL.078-302-6922  FAX.078-302-6933
〒650-0045 神戸市中央区港島4丁目6

お 客 様 の ニ ー ズ に 合 わ せ た ベ スト な 物 流 を ご 提 案 し ま す

GROUP

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

MARKETING & SALES

総合営業グループは物流の未来をみなさまとともに創造します。

TEL.03-5823-4959  FAX.03-5825-7860 
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目1番3号（和光ビル）

■お問い合わせ

ビジネスを物流でサポートする総合営業グループ

COMPANY INFORMATION
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MARKETING & SALES

〒650-0045 神戸市中央区港島4丁目6

〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西6丁目4
　

〒657-0854 神戸市灘区摩耶埠頭

〒559-0033 大阪市住之江区南港東9丁目4-36

〒559-0034 大阪市住之江区南港北3丁目2-46

〒713-8203 岡山県倉敷市玉島乙島8256-51

■ポートアイランド物流センター（3FW35）・・・・・・・

■六甲Ｃ-4 ＣＦＳ倉庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　「オン ドック倉庫」（３ＧＤＬ２）
■摩耶C物流センター（3DDE1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■大阪総合物流センター（4IWM4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■南港R物流センター（4IWS4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■玉島物流倉庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

GROUP

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

［倉庫所在地］

■倉庫保管／配送手配

さまざまな貨物の保管に適合し配送サービス
との迅速な連携が可能です。

■重量物の国内海運サービス

神戸／大阪／水島港発着の内航海運サービスの手配も
可能です。

■在来船の荷役作業

長年培った沿岸・船内荷役のエキスパートとして
数多くの実績と経験があります。

■多様な貨物への作業対応

多種重機を利用して長尺重量物貨物などの特殊な貨物
にも対応します。

■オンドック作業と海上輸送サービス

本船着岸ヤード内での対応で作業の幅が大きく広がります。

Warehouse storage & distribution

Smart handling for various cargo ON DOCK operation and overseas 
transportation

Handling heavy duty cargo and 
Domestic sea freight

Loading and unloading operation at 
Break Bulk & Conventional Vessel

総合営業グループは重量物輸送から国際輸送まであらゆる物流の
ワンストップ営業窓口として皆様からの新しいビジネスニーズにお応えします。

お問合せは・・・・・ （078）302-6922
（03）5823-4959

marketingsales@nitto-ntl.co.jp

総合営業グループ



TEL.086-456-6537  FAX.086-456-6580
〒712-8055 倉敷市南畝一丁目15番30号 「日東タグ株式会社 管理部」

瀬 戸 内 の 安 全 を 守 り 続 け る ・・・

COMPANY LIMITED
NITTO TUGBOAT

川崎汽船株式会社の連結子会社で、資本金1億5千万円、日東物流株式会社の100％出資会社。

1994年10月3日設立　日東物流株式会社の曳船・海運部門を分社しスタートしました。

本社を水島に置き、神戸・大阪・名古屋に展開。

港湾曳船事業では岡山県内最大手。

海上防災はもちろんの事、JFEスチール倉敷地区・瀬戸内エリアに入出港する大小さまざまな船舶が安全に航行・離接岸する為の補助作業を行っています。

海運業は川崎重工業・今治造船・三井E&S・JMUアムテック他、瀬戸内各造船所を中心に船体ブロック等の台船輸送を行っています。

■お問い合わせ

COMPANY INFORMATION

09



 ［本　　社］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　■管理部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　■水島船舶部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　■工務海技部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　■海運部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　■関連事業統括部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　■労務部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ［阪神本部］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　■阪神船舶部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NITTO TUGBOAT
COMPANY LIMITED

倉敷市南畝一丁目15番30号
TEL.086-456-6537･FAX.086-456-6580

TEL.086-456-3731･FAX.086-456-5326

TEL.086-456-3735･FAX.086-456-5326

TEL.086-456-6531･FAX.086-456-5326

TEL.086-441-3150･FAX.086-456-6523

TEL.086-441-3141･FAX.086-456-6580

神戸市中央区港島中町四丁目1番1
TEL.078-302-7237･FAX.078-302-7285

水島・神戸・大阪・名古屋にタグボート
12隻を配備し、JFEスチール倉敷地区
をはじめ瀬戸内に入出港する船舶への
安全かつスピーディーな曳船作業を行っ
ています。

■水島曳船事業部門
■阪神曳船事業部門
・水島船舶部
・阪神船舶部

■安全運航部門　

各港に配備されているタグボートを安
全運航させ、顧客のニーズに応えるべく、
日々保全・メンテナンスに努めています。

・安全衛生室
・工務海技部

■海運事業部門

川崎重工業・今治造船・三井E&S・JMU
アムテック他、瀬戸内各造船所を中心に
船体ブロック等の台船輸送をスピー
ディーかつ安全に行っています。

・海運部



TEL.078-846-0120  FAX.078-846-0221
〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西6丁目13 「日東エンタプライズ株式会社 神戸事業部」

COMPANY LIMITED

NITTO ENTERPRISE CO., LTD.

NITTO ENTERPRISE

ENEOS株式会社特約店として35年以上の長い歴史を積み上げてきました。

六甲サービスステーションでのご来店給油、タンクローリーによる配達給油、

船舶への海上給油、潤滑油等石油製品のご用命は当社にお任せ下さい。

また、リース業、業務委託業、一般労働派遣業および有料職業紹介事業も併せて営んでおり、

お客様の多様なニーズにお応えしますので何なりとお申し付け下さい。

■お問い合わせ

COMPANY INFORMATION
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■神戸事業部



■大阪事業部

 1973年川崎汽船のコンテナターミナル大型車両整備工場として発足。

以後、近畿陸運局認証工場資格、近畿陸運局指定自動車整備事業者資格（民間車検工場）

を取得。現体制になってから30有余年の歴史を数え、大阪府警察本部やU・Dトラックスより

指定整備工場として認められています。

ターミナル荷役機器整備を始め、物流会社の大型車両他、小型自動車のリース・車検・一般

修理・事故修理を行っています。

その他2輪、4輪問わずなんなりとお気軽にご相談頂ければ対応いたします。

NITTO ENTERPRISE
COMPANY LIMITED

大阪市住之江区南港東9丁目4番9号
TEL.06-6612-6221･FAX.06-6612-1381■大阪事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■お問い合わせ

NITTO ENTERPRISE CO., LTD.



OFFERING
THE BEST IN
LOGISTICS

DESIGN
会  社  案  内

NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.NITTO TOTAL LOGISTICS LTD.

ISO14001
認証取得


