
かつて陽の当たらない地味な存在であった「物流」ですが、今や日常生活
に欠かせない存在となり、「社会基盤」とも言われるようになっておりま
す。

弊社は、バス・電車をはじめとする運輸事業や物流・街づくり・流通・ホ
テルなどの事業を展開する「にしてつグループ」の一員として、1948年
の創業以来、多くの皆様に支えられ、トラックによる輸配送を中心とする
企業から、お客様のご要望にお応えして最適な提案を行い、「物流」その
ものをお任せいただく「総合物流企業」へと姿を変え、今日を迎えており
ます。

昨今、物流事業者が置かれた環境はあらゆる面で日々厳しさを増していま
す。同時にお客様のご要望も、当然のことながら複雑かつ多様化し、より
高品質なサービスの提供が求められております。
また、社会生活では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、各企業で
のテレワークやデジタル化が一気に加速するなど私たちを取り巻く労働環
境は一変しました。

弊社は、「安全」を最優先する企業風土と⾧年培った「経験」やお客様の
「信頼」を活かしながら、より良い姿を追求すべく果敢に「挑戦」し、物
流を通じ社会へ「貢献」する企業として、お客様とともに成⾧するととも
に、感染防止対策と経済活動との両立を課題として捉え、コロナとの共存
に向け知恵を絞り、物流業の責務を果たすべく全社一丸となって事業活動
を継続してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧ならびにご指導のほど、お願い申し上げます。

代表取締役社⾧ 久保田 等

代表挨拶

「物流を制する者がビジネスを制す」

企業理念

西鉄運輸株式会社会社案内



会社概要

社 名 西鉄運輸株式会社

企 業 サ イ ト https://www.nishitetsu-unyu.co.jp

本 社 〒812-0008 福岡市博多区東光二丁目22番72号

TEL（092）481-6005 FAX（092）471-7874

創 立 昭和23(1948)年9月1日

資 本 金 1億円

代 表 者 久保田 等（代表取締役）

売 上 高 74億円（2019年度実績）

株 主 西日本鉄道株式会社

事 業 内 容 ●ロジスティクス ソリューション事業

⮞ ロジスティクスサービス（物流センター運営）

⮞ トランクルームサービス

●ネットワーク ソリューション事業

⮞ 陸上輸送サービス（ルート便・チャーター便）

⮞ 航空運送サービス

⮞ 引越サービス（企業向け/個人向け）

⮞ ロジ・ネットサービス（物流マッチング）

⮞ 家電リサイクルサービス

⮞ 廃棄文書資源再生化サービス

⮞ PCB廃棄物輸送サービス

事 業 所 数 21ヶ所

取 引 銀 行 福岡銀行、西日本シティ銀行

にしてつグループ
概 要 86社、1学校法人（西日本鉄道㈱を含む）

グ ル ー プ サ イ ト http://www.nishitetsu.co.jp/

従業員数（連結） 19,618人

営業収益（連結） 389,446百万円（2019年度）

経常利益（連結） 14,322百万円（2019年度）

西鉄運輸株式会社会社案内



1948年09月 山佐運送株式会社設立 本社:広島県安佐郡阿部町294-1

1950年10月 名称を広島山佐運輸株式会社に変更

1956年06月 本社を広島市三川町11に変更

1963年05月 今井高速運輸株式会社の一般路線貨物自動車運送事業を譲受する

1963年06月 名称を西鉄高速運輸株式会社に変更

1964年09月 （福岡）西鉄高速運輸株式会社を合併（吸収）

1968年06月 名称を西鉄運輸株式会社に変更

1969年07月 （静岡）西鉄運輸株式会社を合併（吸収）

1972年04月 本社位置の住居表示を福岡市博多区東光2-22-72に変更

1974年04月 福岡引越センター開設

1981年03月 西鉄不動産株式会社と合併し、名称を西鉄運輸不動産株式会社に変更

1983年03月 西鉄運輸株式会社設立（西鉄運輸不動産株式会社より分離独立）

1989年09月 北九州倉庫竣工（倉庫業許可）

1991年10月 国内航空貨物利用運送事業許可取得

1994年03月 グランドボックス・本社ビル竣工

2001年05月 産業廃棄物収集運搬許可取得

2003年09月 機密文書リサイクル事業開始

2005年05月 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得

2007年06月 一般労働者派遣事業許可取得

2007年10月 加古川営業所開設（現加古川支店）

2008年02月 榎田物流センターを移転、福岡物流センター開設

2008年03月 ISO27001取得（グランドボックス）

2010年05月 滋賀営業所を移転、三重営業所開設（現三重支店）

2010年07月 熊谷営業所を移転、流山営業所開設（現流山物流センター）

2014年02月 八女支店を移転、筑後支店開設

2016年07月 久喜物流センター開設

2016年11月 大刀洗倉庫開設

2017年07月 八女営業所開設

2018年07月 福岡物流センターにて保税蔵置場の業務開始

2018年09月 創業70周年

2020年07月 福岡東支店開設

2020年12月 埼玉物流センター / 加須営業所開設

会社沿革 西鉄運輸株式会社会社案内



事業所一覧

本社
総務部/経営管理部 〒812-0008 福岡市博多区東光2-22-72 本社ビル6F TEL：092-481-6006

安全･品質管理部/経営企画部 〒812-0008 福岡市博多区東光2-22-72 本社ビル6F TEL：092-481-6006

営業本部 〒812-0008 福岡市博多区東光2-22-72 本社ビル6F TEL：092-481-6005

九州地区
福岡統括支店（代表） 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北1-2-8 TEL：092-626-8622

福岡統括支店（航空） 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北1-2-8 TEL：092-626-8628

福岡統括支店（引越） 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北1-2-8 TEL：092-626-8739

福岡東支店 〒811-2415 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒111-54 西鉄ｽﾄｱ篠栗物流ｾﾝﾀｰ内 TEL：092-710-8596

福岡物流センター 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町大字井野字稲木369-8 TEL：092-932-1118

グランドボックス東光 〒812-0008 福岡市博多区東光2-22-72 本社ビル1F TEL：092-481-6001

糸島支店 〒819-1616 福岡県糸島市二丈武159-11 TEL：092-325-2771

北九州支店 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町62-2 TEL：093-561-5133

筑豊支店 〒820-0111 福岡県飯塚市有安字鳥羽958-4 庄内工業団地内 TEL：0948-82-2691

久留米支店 〒839-0851 福岡県久留米市御井町2291-1 西鉄バス久留米株式会社内 TEL：0942-44-4401

大刀洗倉庫 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2080-1 TEL：0942-27-5251

筑後支店 〒833-0005 福岡県筑後市⾧浜306 株式会社髙山常温筑後センター内 TEL：0942-51-7017

八女営業所 〒834-0061 福岡県八女市大字今福字北牟田437-3 今福工業団地
株式会社髙山八女センター内 TEL：0943-22-8012

中国地区
広島支店 〒731-5107 広島市佐伯区石内上1-16-1 TEL：082-941-2114

岩国支店 〒740-0002 山口県岩国市新港町3-8-1 TEL：0827-21-7321

福山営業所 〒720-2104 広島県福山市神辺町道上1588-2 ローツェ株式会社内 TEL：084-960-3051

近畿（関西）地区

大阪支店 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟3-3-24 TEL：06-6471-6671

加古川支店 〒675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓1897-7
株式会社髙山常温一括加古川センター内 TEL：079-429-6517

三重支店 〒510-0106 三重県四日市市楠町本郷30 TEL：059-397-3021

関東地区
首都圏営業部 〒135-0053 東京都江東区辰巳3-10-25 TEL：03-3522-0353

東京支店 〒135-0053 東京都江東区辰巳3-10-25 TEL：03-3522-0351

流山物流センター 〒270-0173 千葉県流山市谷66-1 ロジポート流山B棟 TEL：04-7150-8191

埼玉物流センター 〒349-1132 埼玉県加須市旗井3丁目11番6号 TEL：0480-47-0277

加須営業所 〒349-1132 埼玉県加須市旗井3丁目11番6号 TEL：0480-47-0277

久喜営業所 〒340-0201 埼玉県久喜市八甫1390-5 ロジスクエア久喜II TEL：0480-58-3161

Gマーク認定事業所

西鉄運輸株式会社会社案内



サービス：事業一覧

ロジスティクスソリューション事業

ロジスティクスサービス（物流センター運営）

物流センター運営を一括受託するアウトソーシングサービスです。
劇的な管理コスト削減を具現化させます。

トランクルームサービス

博多から抜群のアクセス。24時間監視セキュリティを備えたトラ
ンクルームです。駐車場完備。

ネットワークソリューション事業

陸上輸送サービス（チャーター便・ルート便）

多様化・細分化する時代の物流ニーズに、きめ細やかな配送サー
ビスでお応えします。

引越サービス

⾧年の実績とノウハウを活かした作業で引っ越しをサポート致し
ます。

航空輸送サービス

東京・沖縄・大阪・北海道・福岡 といった⾧距離輸送に
「航空輸送」で対応いたします。

ロジ･ネットサービス（物流マッチング）

にしてつグループのネットワーク力を駆使し「貨物情報」と
「空車情報」をマッチングさせます。

環境リサイクルサービス

家電リサイクル法による資源の有効利用をお手伝いします。
重要書類などビジネス文書の安全リサイクルにも対応します。

PCB廃棄物輸送サービス

PCB廃棄物取集・運搬売ガイドラインにもとずきJESCO(中間貯
蔵・環境安全事業株式会社）へ安全に搬入します。

西鉄運輸株式会社会社案内



物流の最適化のためには、ロジスティクスに関
わるさまざまな構成要素を整理して、それを有
効に組み合わせることが、効果が出せるかどう
かのポイントです。
西鉄運輸は蓄積されたノウハウをもってお客様
の物流課題を明確にして、大きな成果を生み出
すロジスティクスソリューションを提案します。

西鉄運輸の物流ノウハウでお客様に最適なプランをご提案いたします。西鉄運輸の物流ノウハウでお客様に最適なプランをご提案いたします。

ロジスティクスシステムのプラットフォームで
ある物流センターの運営管理は、効率化の上で
とても大切です。そのためにPDCA管理サイク
ルをベースに、作業システムを構築します。継
続的にワークフロー改善を行います。
「作業の簡素化・シンプル化」によりスタッフ
の作業軽減と精度向上を目指します。

高い作業効率とクオリティーを維持します高い作業効率とクオリティーを維持します

戦略的アウトソーシングを成功させます。戦略的アウトソーシングを成功させます。

ワークフロー構築から運営までを一括受諾し
ます。（受発注・入出庫・在庫管理・配送管
理・スタッフ採用から労務管理まで）業務の
構造分析・標準化・システム化を推進するこ
とによって、より高い付加価値をご提供しま
す。

物流センター運営実績物流センター運営実績

サービス：事業内容

ロジスティクスサービス（物流センター運営）ロジスティクスサービス（物流センター運営）

西鉄運輸株式会社会社案内

事業所一覧はこちら



サービス：事業内容

トランクルームサービス（国土交通省登録認定トランクルーム）トランクルームサービス（国土交通省登録認定トランクルーム）

西鉄ブランドのトランクルーム。
「グランドボックス」の名称でご提供しています。

お電話でのお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-50-6001

グランドボックス 4つの自信!グランドボックス 4つの自信!

博多駅から約1.1km 車で6分。福岡空港
から約２.2km 車で8分。駐車場も完備。
搬送エレベーターも備えており、大型
トラックでの搬入にも対応できます。

実用性に富んだ立地

通年一定湿度を維持する事で衛生的な
保管が可能です。書類・記録メディア
の他、美術工芸品・衣類・皮革製品等
の保管用途としてご利用できます。

一定温度･一定湿度管理

ISO27001：情報セキュリティマネジメ
ントシステムを取得し、BSI（英国規格
協会）の認証を受けています。お客様
の財産保護を実現します。

情報セキュリティ

保管庫への入室は二段階認証による厳
格な本人確認が必要です。センサーに
よる監視を行っており、営業時間外は
ガラス全面をシャッター防壁で護り部
外者の侵入を許しません。

堅固

専用ルーム紹介専用ルーム紹介

機能的な移動ラックで構成。15,000
ケースの管理ケース収納が可能です。
1ケースごとにIDを付与して、棚番
（ロケーション）管理を行います。

ファイリングフロア（書類保管）

どんな衝撃にも耐える二重構造の鉄製
防御扉。災害時にも保護･機密保持は万
全です。重要書類や貴重品の保管に適
します。IDカードと電子鍵の二段階認
証で入退室を管理します。。

貴重品保管室（一般空調）

認定トランクルーム認定トランクルーム

一定温度･一定湿度で空調管理を行って
います。湿度管理に加え防塵機能も高
いため防カビ対策も万全です。美術工
芸品や記録メディア、商業皮革 製品の
OFFシーズン保管庫として最適です。

特殊保管室（ 一定温度･一定湿度管理 ）

レンタルルームレンタルルーム

レンタルルーム 平尾レンタルルーム 平尾

〒812-0008 
福岡市博多区東光2丁目22-72

フロア面積732㎡
トランクルーム全61室(2F)
貨物搬入用ホーム1ヶ所
貨物専用エレベーター1基
（積載荷重1,500kg）

国土交通省登録認定トランクルーム

【営業時間】
平日（9:00~18:30）
土曜（9:00~17:00）
日祝 休業

保管による品物を専用の収納スペースに
移すことで、快適な居住・事務所スペー
スを実現しませんか。セキュリティ、空
調、駐車場等も完備した施設へは24時間
出入りが可能です。

運営：西鉄運輸 グランドボックス運営：西鉄運輸 グランドボックス

お電話でのお問い合わせ
0120-50-6001
092-481-6001

お問い合わせフォーム

西鉄運輸株式会社会社案内

パーソナルルーム（ 一般空調）

家財やオフィスの備品など保管に困った
品物を小部屋にて収納。引越での短期、
海外出張にともなう⾧期までご利用頂い
ています。専用IDカードでの二段階認証
を行います。監視システム・空調など万
全な設備をご提供いたします。



サービス：事業内容

陸上輸送サービス / 航空輸送サービス / ロジ･ネット(物流マッチング)陸上輸送サービス / 航空輸送サービス / ロジ･ネット(物流マッチング)

ルート便
固定ルート＆スタッフによる安定した輸送

ルート便
固定ルート＆スタッフによる安定した輸送

本社や支社、営業所、店舗、工場間でやりとりする毎日の
業務に欠かせない書類や部品、製品などの輸送を一手に引
き受けています。 軽車両から大型車両までお客様の貨物量
に合わせた車両で、毎日決められたルートを通り、集荷・
配達いたします。 また、ご要望に応じて社名入りのルート
輸送も可能ですのでご相談ください。

チャーター便
多様化・細分化する時代の物流ニーズに対応
チャーター便
多様化・細分化する時代の物流ニーズに対応

軽車両、パワーゲート車、冷蔵車、冷凍車、特殊車両など
荷物の特性に合わせた豊富な車両を用意しています。
工業製品、繊維、食品、機械、一次産品とさまざまな輸送
に対応いたします。

様々な用途に合わせた車両をご用意様々な用途に合わせた車両をご用意

10tウイング
重量貨物、大型貨物、積み合わせ
など、さまざまな貨物輸送に活躍
します。

4tウイング
比較的小口の荷物を運搬します。
小回りが利き、フレキシブルに対
応します。

4tパワーゲート車
カーゴによる配送等に使用します。
スムーズな納品で円滑な配送を行
います。

ユニック車・PCB搬送専用車
PCB廃棄専用車も万全の体制を整
えています。

ロジ・ネット(求車求荷)サービスとは、西鉄グループ・西鉄
運輸のネットワーク力を駆使して「荷物」と「空車両」を
マッチングさせることです。
輸送コストの削減や急な注文の緊急対応への支援を行います。
輸送車輌を求める荷主企業様の配送ルート・商品・トラック
形状等の「貨物情報」と、貨物を求める協力運送会社の運行
ルート・トラック形状等の「空車情報」とをマッチングし、
双方 Win Winを具現化します。
単発の物流マッチングが荷主様の配送ルート見直しのきっか
けとなり、幹線輸送や⾧期・定期便運行へと拡がった実績も
多数あります。

航空輸送サービス
全国・各都市へより早く、より確実に、より安全に。
航空輸送サービス
全国・各都市へより早く、より確実に、より安全に。

東京～福岡 / 東京～大阪 / 東京～北海道 / 東京～沖縄 / 大阪
～福岡 / 福岡～沖縄の各都市を「航空輸送」で対応致します。
電話一本で即日・翌日スピード配送。豊富な実績とノウハウ
で安全かつ確実なサービスを提供いたします。企業間の書類
やIT関連部品、コンピュータ機器から、生鮮品、贈答品、
ファッション衣料品まで幅広くご利用頂いています。

ロジ･ネットサービス(物流マッチング)
（求車求荷サービス）
ロジ･ネットサービス(物流マッチング)
（求車求荷サービス）

西鉄運輸株式会社会社案内



サービス：事業内容

引越サービス（企業様向） 西鉄運輸は「引越安心マーク」認定事業者です引越サービス（企業様向） 西鉄運輸は「引越安心マーク」認定事業者です

（公社）全日本トラック協会が認定する
引越優良事業者のマークです。

引越事業者優良認定
制度について

オフィス移転事例紹介：西鉄本社のオフィス移転を全面サポート

2019年3月、天神ビッグバン(2024天神未来創造)における福ビル街区建替プロジェクトに伴い、
福岡ビルに入居する西日本鉄道株式会社及びグループ会社計850人分の新社屋移転を全面的に
サポートしました。

引越サービス（個人様向） ～きめ細かいサービスで、安心・快適～引越サービス（個人様向） ～きめ細かいサービスで、安心・快適～

豊富な梱包資材 万全のキズ防止対策

お見積り無料！最適な引越しプランをご提案

スタンダードＡ：家具･家電の運搬･配置を行います。 ご予算を抑えたプランです。
スタンダードＢ：Aプランに小物類の梱包を追加。小物の荷造りをする時間がない場合に。

デ ラ ッ ク ス ：小物類の荷造りから荷解きまで引越作業のすべてをお手伝いします。

スタンダードA には荷造り･荷解き がサービスに含まれません。
スタンダードB には荷解き がサービスに含まれません。

トランクルームサービス
オフィスの移転時に収まりきれない重要書類や備品を
保存・保管します。個人様引越の際のお荷物の保管に
もご利用いただいています。

引越関連サービス引越関連サービス

詳細はトランクルーム
サービスページへ

西鉄運輸株式会社会社案内

その他の関連サービス



サービス：事業内容

環境リサイクル事業環境リサイクル事業

家電リサイクル法に基づく廃棄物の減量と再生資源の有効
利用の推進をお手伝いします
家電リサイクル法に基づく廃棄物の減量と再生資源の有効
利用の推進をお手伝いします

一般消費者や企業から排出される不要となった家電品(エアコン・
テレビ・冷蔵庫・洗濯機)を認定事業者としてお引き受けします。
（指定引取場所：福岡統括支店・筑豊支店）

廃家電製品の収集・運搬業務を通じて、資源循環型社会の実現を
サポートします。

家電リサイクルサービス家電リサイクルサービス

西鉄運輸株式会社会社案内

家電リサイクル法とは

都道府県
市名 許可番号 都道府県

市名 許可番号

東京都 第13-00-076262号 福岡市 第07710076262号

大阪府 第02700076262号 佐賀県 第04103076262号

広島県 第03400076262号 ⾧崎県 第04200076262号

山口県 第03500076262号 大分県 第04407076262号

福岡県 第04000076262号 宮崎県 第04500076262号

鹿児島県 第04605076262号 熊本県 第04305076262号

兵庫県 第02803076262号 香川県 第03709076262号

産業廃棄物収集運搬業許可番号産業廃棄物収集運搬業許可番号

家電リサイクルイメージ

廃棄書類資源再生化サービス廃棄書類資源再生化サービス

重要書類、機密書類のエコロジカルな廃棄処理サービス。
セキュリティを保持しながら資源再生をおこないます。
重要書類、機密書類のエコロジカルな廃棄処理サービス。
セキュリティを保持しながら資源再生をおこないます。

廃棄される紙を資源として再利用(リサイクル)することで地
球環境の改善に貢献できます。
エコ活動を意識するお客様のブランディングにも最適です。

全ての書類は信頼できる専門の事業者により破砕・溶解処理
されることで機密性を保持したまま紙資源としてリサイクル
します。

記録情報マネジメント株式会社（九州電力グループ）

株式会社リぺシス（日本紙パルプ商事グループ）
処理委託
会社

定期的な巡回回収

文書回収の専用車両が、福岡天神地区・博多駅周辺地
区及びその他市内近郊を定期的に巡回し、お客様の機
密文書を回収します。回収した機密書類は記録情報マ
ネジメント（株）もしくは（株）リぺシスの処理施設
に運ばれます。



サービス：事業内容 西鉄運輸株式会社会社案内

PCB廃棄物輸送サービス（静脈物流）PCB廃棄物輸送サービス（静脈物流）

PCB廃棄物処理(運搬)事業の全体概要PCB廃棄物処理(運搬)事業の全体概要

万全な安全体制のもとPCB（ポリ塩化ビフェニル）の運搬回収をおこないます。

北九州市及び東京都ならびに大阪市よりPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の収集
運搬許可を取得。環境省のガイドラインにもとづきPCB処理施設への安全な輸送を
おこないます。

『ご存知ですか？PCB』
JESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）HP

ＰＣＢ廃棄物問題とは？
PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、絶縁性･不燃性などの特性によりトランス、コン
デンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されてきましたが、 昭和43
（1968）年にはカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、PCB
による環境汚染が懸念されています。
平成13（2001）年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特
別措置法」が定められ、 一定期間内でのPCBの適正な処理が義務付けられました。

中間貯蔵･環境安全事業株式会社
「ＪＥＳＣＯ」

高圧コンデンサ 高圧トランス

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正
な処理に際しての運搬業務は、
PCB漏えいの危険性をともなうと
ともに、広域範囲で一定期間行わ
れるため、PCB廃棄物運搬業者は
環境省の定めた「PCB廃棄物収
集・運搬ガイドライン」を遵守し
なければならず、高い専門知識が
必要とされます。


