会社案内
COMPANY PROFILE

50 年の歴史は信頼の証

創業50周年を記念したアニバーサリー車

弊社は主にトラックによる貨物輸送を提供する物流会社としてお陰様で創立50周年を迎えることができ
ました。
荷主様、お取引先の皆様、従業員とご家族の皆様には心より感謝と御礼を申し上げます。
次の50年に向けて、経済状況の変化や少子高齢化による社会的構造のなかでも、安定した物流サービス
を提供できるよう、従来の物流スタイルにとらわれず、常にポジティブに工夫とスピード感を持ち、
より良い
技術を積極的に取り入れながら一歩一歩成長していく所存でございます。
さらに、従業員の働きやすい環境づくりにも引き続き取り組んでまいります。
安全で安定した、かつ効率的に働くことができる環境で優れた人間力と技術力を備え、真摯にお客様の
ニーズに応えていくことでより一層満足していただき、さらに深い信頼関係を築くことが、企業としての
さらなる成長に繋がると考えております。
弊社は今後とも引き続き法令順守、安全、安定かつ丁寧なサービスを提供し、物流を通じて社会に貢献で
きるよう、全社一丸となって事業に精進していく所存でございます。
今後ともお引き立てのほど､宜しくお願い申し上げます。
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経 営理念

Vision

1. 当社はサービス業の本旨に則り、得意先の繁栄に万全を期する。
2. 当社は社会的責任を自覚して、社会発展の一翼を担う。
3. 当社は労使協調して、社員及びその家族の生活向上を期する。

会 社概要
名

称

本社所在地

Company Proﬁle

株式会社 暁運輸

関連会社

〒253-0101 神奈川県高座寒川町倉見382-4
TEL/FAX TEL：0467-75-4303 ／ FAX：0467-74-3861

有限会社 暁星サービス
（倉庫管理、荷役、梱包等）
株式会社 日本ランドシステム
（倉庫管理、荷役、人材派遣業）

取引銀行

横浜銀行 茅ヶ崎支店

代表取締役

和田 真理

三菱UFJ銀行 茅ヶ崎支店

業務内容

一般区域貨物自動車運送業

商工組合中央金庫 横浜支店

免許番号

東京陸運局 （63東陸自貨1第495号）

みずほ銀行 藤沢支店

免許番号

大阪陸運局 （滋賀第4363号）

滋賀銀行 武佐支店

免許番号

茨城陸運局 （茨運輸第721号）

スルガ銀行 茅ヶ崎支店

免許番号

宮城陸運局 （宮運輸貨第143号）

従業員数

従業員数 164名（2018年３月現在）

免許番号

福島陸運局 （福運輸第623号）

車両台数

車両台数 152台（2018年３月現在）

自動車運送取扱事業 （登録番号 東陸自登第2203号）

主要得意先

東海カーボン株式会社

倉庫業

（順不同）

王子コンテナー株式会社

設立年月日

昭和44年10月25日

王子インターパック株式会社

資

3,500万円

王子物流株式会社

社団法人神奈川県トラック協会

旭洋株式会社

社団法人滋賀県トラック協会

タイヨー株式会社

社団法人茨城県トラック協会

森紙業株式会社

社団法人宮城県トラック協会

王子アドバ株式会社

社団法人福島県トラック協会

レンゴー株式会社

神奈川自動車交通共済協同組合

ミヨシ石鹸株式会社

近畿交通共済協同組合

三農サービス株式会社

協同組合 アツリュウ

ヤマトパッキングサービス株式会社

滋賀県総合輸送協同組合

白井通運株式会社

寒川町工業協会

シュッツ・コンテナ・システムズ株式会社

本

金

所属団体

アイリスオーヤマ株式会社
愛宕倉庫株式会社
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陸上運送部門
貨物の運搬業務
荷役の業務

「預かる」
「管理する」
「運ぶ」の
全てを対応できる
暁運輸の総合物流サービス
物流の全てを一括対応し作業を効率化、
お客様の利益を最大化します。

構内作業部門

倉庫部門

梱包業務 ピッキング業務

貨物預かり保管業務

製品組立・検査業務

貨物出荷業務

50年の経営は、お客様の「信頼」があってこそ。
暁運輸は、50年以上に渡り、総合物流サービスとして、
さらにはお客様の物流部門として、誠実にお客
様と向き合ってまいりました。
そして50年以上経った今でも、車両の設備等ハード面の充実から、
ドライ
バーへの教育・啓蒙を手を抜くことなく続けて、お客様に
「早く」、
「確実」、
「安心」
を提供し続けていま
す。長年の豊富な実績とノウハウは、大手上場企業グループ様からも高い評価を得ております。

安心で高品質のサービスを、
お客様のニーズに合わせてご提供。
陸上運送と構内作業部門の連携によって、徹底した管理と情報共有で物流の効率化を実現。単にモノ
を運ぶだけでなく、
ヒトからヒトへと
「繋ぐ」お客様専門の物流部門として、安心で高品質のサービスを
ニーズに合わせてご提供いたします。
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熟練のスタッフとタイムリーな運行情報の把握で
物流の効率化・低コスト化
トラック、
トレーラーをはじめとする各種車両と熟練した専門要員の配備、
タイムリーな配車・運行情報の
把握により、 お客様の物流の効率化・低コスト化をサポートいたします。
車両や設備等ハード面の充実
のみならずドライバー要員および従業員への教育・啓蒙を継続的に行い、
お客様とのスムーズなお取引、
さらなるサービスの向上を実現いたします。

車両から輸送まで品質高いサービス
お客様の代わりに輸送するために、常に車両整備と洗車はかかせません。
いつでも綺麗な車両で清潔
感あるスタッフがお客様の代行として荷物を届けます。
また、
荷物を綺麗に届けるためトラックの荷台に
はローラーを設置し箱をできる限り傷をつけないように配慮しています。
その他に、
安全のために特殊車
両を7割導入し、
ドラレコやバックモニターなど全車両に導入しています。

貨物の特性に配慮した最適な梱包・管理
大切な貨物の運送と物流を促進するため、梱包部門では、貨物の特性を配慮した最適な資材購入か
ら、最新・独自の一貫した梱包工程まで、常に改善・工夫等を通して、
さらなるコスト削減を目指しており
ます。倉庫業務もこの時代要請を踏まえ、皆様からの信頼にお応えするために、絶えず 創造的努力 を
積み重ねています。
また、
東名高速厚木インターチェンジの近接地に23棟の倉庫を保有し、
厚木市、
海老
名市、
寒川市等を中心い総合物流サービスに取り組んでいます。

暁運輸の総合物流サービス
運搬

荷物の下ろし作業

在庫の管理・梱包

荷物の積み込み

全164台のトラックの運行経路
を最適化し、業務を効率化。お
客様の利益を最大化します。

段ボールなどのデリケートな荷
物も熟練のスタッフが丁寧に素
早く下ろし作業を行います。

貨物の特性に合わせた資材購
入から、一 貫した梱 包 工 程ま
で、
コスト削減を目指します。

設備投資、工夫によって貨物を
傷つけないよう最 新の注 意を
払って積み込みを行います。
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営 業拠点一覧
滋賀営業所

滋賀県近江八幡市長光寺町703

仙台営業所

宮城県多賀城市宮内1-5-1

福島営業所

福島県伊達市保原町字東野崎100番地

霞ヶ浦営業所

茨城県稲敷市釜井1737番地

大和営業所

神奈川県大和市上草柳460番地

厚木営業所

神奈川県厚木市温水1961番地

伊勢原営業所

神奈川県伊勢原市鈴川20番地

湘南営業所

神奈川県高座郡寒川町倉見1662番地

本

神奈川県高座郡寒川町倉見382-4

社

TEL : 0748-37-7117
TEL : 022-781-7665

TEL : 024-597-8171

本社

TEL : 0299-80-4350
TEL : 046-261-6820
TEL : 046-270-3797

TEL : 0463-94-5167
TEL : 0467-74-0121
TEL : 0467-75-4303

滋賀営業所

仙台営業所
福島営業所

霞ヶ浦営業所

大和営業所
厚木営業所
伊勢原営業所
湘南営業所
本社
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沿革
昭和44年10月

一般区域貨物自動車運送業を目的として神奈川県茅ヶ崎市に会社設立
資本金630万円

昭和44年10月

滋賀県近江八幡市に滋賀支店を設立
資本金1,500万円に増資

昭 和 4 6 年９月

資本金2,310万円に増資

昭和47年10月

倉庫保管、荷役業務を開始

昭 和 4 8 年６月

業務拡大の為、寒川営業所を開設

昭 和 4 9 年９月

資本金3,500万円に増資

昭 和 5 3 年８月

顧客増大にともない事業区域を東京、千葉、埼玉に拡大、首都圏区域の免許を得る

昭和54年12月

本社を神奈川県高座郡寒川町に移転

平 成 1 1 年９月

梱包事業部を東海カーボン株式会社滋賀工場内に開設

平成11年10月

伊勢原営業所を王子コンテナー株式会社神奈川工場内に開設

平 成 1 5 年４月

厚木営業所をタイヨー株式会社内に開設

平 成 1 8 年４月

大和営業所を王子チヨダコンテナー株式会社（現

平 成 2 2 年８月

大和第２営業所を王子チヨダコンテナー株式会社（現

平成22年10月

霞ヶ浦営業所を王子チヨダコンテナー株式会社（現

平成22年12月

仙台営業所を王子チヨダコンテナー株式会社（現

王子コンテナー株式会社）仙台工場内に開設

平 成 2 3 年５月

福島営業所を王子チヨダコンテナー株式会社（現

王子コンテナー株式会社）福島工場内に開設

事業の拡大、充実を図る

集中管理化を実施

王子コンテナー株式会社）東京工場内に開設
王子コンテナー株式会社）東京工場内に開設
王子コンテナー株式会社）霞ヶ浦工場内に開設

暁 運 輸の歴史

history

暁運輸は昭和44年10月に石川喜一が設立しました。
当時は高度経済成長の
時代で物流が急激に増加しており、弊社は神奈川を拠点に多くの企業を物流
でサポートしてきました。車両がまだ多くなかった当時は交代制で日本各地へ
休むことなく運送し続けていました。
そんな中、
より荷物を早く、
確実に届けるべく社員教育を徹底し、
サービス向上に
努めてまいりました。
2016年4月には石川喜一から和田真理が社長を引き継ぎ、
働きやすい環境作りをスタートさせました。
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至社家

海老名南JCT

●海老名市立門沢橋小
46

門沢橋駅

22

●ケーヨーデイツー

東河内

セブンイレブン●

●ローソン
産業道
路

JR
相模
線

川

車道
絡自動
中央連
首都圏

相模

倉見駅

HONDA ●ミニストップ
●CARS
十二天

●JX金属倉見工場

●セブンイレブン
ガスト
●

幹線

道新

東海

●フジスーパー
至寒川

●ケンタッキー

〒253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見 382-4
TEL 0467-75-4303 FAX 0467-74-3861
https://www.akatsuki-tr.com/

