
板橋運送株式会社

会社概要
称号	 板橋運送株式会社

所在地	 東京都板橋区板橋1丁目42番 18号　ユニティフォーラムビル7F

TEL	 03-3961-5301

FAX	 03-3964-4489

設立年月	 昭和19年 9月26日

資本金	 8,000万円

従業員数	 115名（グループ含む）

事業内容	 １. 貨物自動車運送事業

	 ２. 貨物自動車に係わる利用運送事業

	 ３. 鉄道運送に係わる利用運送事業

	 ４. 不動産の賃貸及び管理業

	 ５. 前各号に付帯する事業

主要株主	 ㈱日新

主な取引先	 ㈱日新、㈱ダイエー、SBSフレック㈱、新日鉄住金化学㈱、国際空輸㈱

主な輸送品目	 潤滑油、化学品、食品、高圧ガス、乳製品、輸出入貨物他

グループ会社	 東雪運輸株式会社

東雪運輸株式会社概要

所在地	 東京都板橋区板橋1丁目42番 18号

設立年月	 昭和37年 7月10日

資本金	 3,000万円

営業所	 戸田、船橋、市原、水戸

株主	 板橋運送株式会社（全株保有）

事業内容
当社は大別して陸上運送事業部門及び不動産賃貸事業部門があり、活発な営業活動を行っております。運送事業部門においては、当社の戸

田営業所のほか、グループ会社である東雪運輸株式会社は首都圏に４営業所（戸田、船橋、市原、水戸）を展開。大型トレーラー、大型ウィ

ング、平ボディ、冷蔵バン、タンクローリー等を所有し、日新グループの一員として広くお客様のニーズにお応えしております。

不動産事業部門においては、東京都板橋区、千葉県船橋市、埼玉県越谷市に、商業ビル、倉庫、土地等の不動産を所有しており、顧客との

信頼関係構築を基本として、幅広く不動産事業を展開しております。

板橋運送株式会社は日新グループの一員です。

■株式会社日新　（東証一部上場　総合物流企業）　www.nissin-tw.co.jp

会社概要

信頼と安全を真心で



板橋運送株式会社
信頼と安全を真心で

陸上運送事業
板橋運送とグループ会社の東雪運輸は、物流ネットワークと多様な
車種を揃え、石油製品、化学品、液糖、液化炭酸ガス、乳製品等、
幅広い品目を取り扱い、引越や海上コンテナ輸送なども手がけ、多
角的にお客様の要請にお応えしています。

トラック 23台
ウイング車 9台
保冷車 12台
タンクローリー 17台
トラクター 18台
20ｔウイングセミトレーラー 2台
タンクシャーシ 6台
海上コンテナシャーシ 13台
フォークリフト 8台
合計 108台

タンクローリー

戸田営業所

市原営業所 水戸営業所

船橋営業所

海上コンテナ

所有車両



板橋運送株式会社

板橋運送ビル
所在地	 東京都板橋区蓮根3-8-12
敷地	 2,036坪
建物	 東館（地上5階 /地下1階）
	 西館（地上6階）
延床面積	 東館　3,161坪
	 西館　2,482坪

西浦倉庫
所在地	 千葉県船橋市西浦1-2-17
敷地	 854坪
建物	 鉄骨耐火構造2階建
延床面積	 695坪

潮見町倉庫
所在地	 千葉県船橋市潮見町42-1
敷地	 2,025坪
建物	 鉄骨耐火構造2階建
延床面積	 1,092坪

越谷土地賃貸
所在地	 埼玉県越谷市流通団地1-4-6
敷地	 606坪　

※平成25年2月より長期賃貸借契約を結んでおります。

不動産賃貸事業

信頼と安全を真心で

東京都板橋区、千葉県船橋市、埼玉県越谷市に、商業ビル・倉庫、土地等の不動産を所有しており、
広く社会の要求にお応えしております。



板橋運送株式会社

安全方針
●安全、安定、信頼の確保
●規則、ルールの遵守

「安全性優良事業所認定」並びに「グリーン経営認証」の取得
安全性に関する法令遵守、事故や違反の状況等、
安全に対する取組みの積極性を評価し認定される
「安全性優良事業所」、並びに、環境負荷低減への
取組みが基準を満たし環境にやさしい物流企業と
して認証される「グリーン経営認証」をグループ
全営業所で取得しております。

安全への取組

信頼と安全を真心で

板橋運送グループの安全宣言
板橋運送グループは、安全運行の維持・推進を最重要課題とし、中央安全衛
生委員会および職場での安全衛生委員会の開催を通して、安全意識の高揚と
安全教育の徹底をはかるとともに、デジタルタコグラフ・バックアイカメラ・
ドライブレコーダー・動態管理システム等の事故防止支援システムや、先進
の安全装備を備えた車輌の導入、さらにはSAS（睡眠時無呼吸症候群）に
よる事故を未然に防ぐためのスクリーニング検査を実施するなど、ソフト・
ハード両面にわたる安全対策を積極的に推進し、「事故・災害ゼロ」を目指
した事業活動に取組んでおります。

安全目標
●労働災害ゼロ、人身事故ゼロ、貨物事故ゼロの達成
●健康管理の徹底

対面点呼 安全会議

全車両に貼られている認定マーク

日常点検講習会

動態管理システム

デジタルタコグラフ読取り端末　



板橋運送株式会社
信頼と安全を真心で

i-TOCは、板橋運送グループと日新グループの連携の下、
あらゆる貨物を「安全・丁寧・迅速・確実」に輸送する
共同配送システムのオペレーション・センターです。
お客様に満足いただける最適物流を提供します。

指定積込場所

i -TOCは日新グループとの連携により、高品質でリーズナブルな物流ロジスティクスを提供いたします。

板橋運送トラックオペレーションセンター

お客様

お届先

ITABASHI-UNSO

TRUCK OPERATION CENTER

橋運送トラ クオペレ シ ンセンタ 日新トラックオペレーションセンター日新トラ クオペレ シ ンセンタ

トラック共同配送システム

i-TOC に関するお問合わせ先：千葉県船橋市潮見町 42-1　TEL 047-433-9420 / FAX 047-433-8548
●積み込み前日の午前中までに、作業内容をご連絡下さい。
●多種多様な車両を取り揃えております。
●長距離輸送には、航空貨物・海上輸送・JRコンテナ等のご用意もできます。

輸送のことなら何でもご相談ください
最適物流を提供します

板橋運送
トラックオペレーションセンター



板橋運送株式会社	戸田営業所
交通要衝の地、埼玉県戸田市に位置しており、タンクローリー、大小トラック等を所有し、お客様のニーズに合
わせた輸送に対応するとともに、施設内には全天候型荷捌場を設置するなど物流拠点としての高い機能も備えて
おり、板橋運送グループの中核となる営業所です。

住所	 〒335-0031	埼玉県戸田市美女木2-30-1	
電話	 048-421-1791
FAX	 048-421-5172

タンクローリー 4台
大型ウイング車 4台
トラック小型車 1台
合計 9台

所有車両

板橋運送株式会社
信頼と安全を真心で

車庫 1,849 坪 ( 内全天候型荷捌場 :131 坪 )
主要取扱品目 石油製品・塗料・食品・液体硫酸バンド・樹脂・その他



東雪運輸株式会社	戸田営業所
板橋運送（株）戸田営業所に併設。タンクローリー、大小トラック、トラクターを多数所有しており、船橋営業
所との連携の下、北関東を中心に関東全域にわたり石油製品、化成品、輸出入貨物等の輸送を行っています。特
に石油製品においては、湾岸地区を中心とする各出荷基地からの貨物を集約し、主に埼玉県内のお客様にお届け
する共同配送の基地でもあります。

住所	 〒335-0031	埼玉県戸田市美女木2-30-1	
電話	 048-422-1177
FAX	 048-421-5172

タンクローリー 1台
トラクター 7台
トラック中型車 8台
海上コンテナシャーシ 8台
20ｔウイングセミトレーラー 1台
フォークリフト 4台
合計 29台

所有車両

車庫 1,849 坪 ( 内全天候型荷捌場 :131 坪 )
主要取扱品目 石油製品・塗料・輸出入貨物・液体硫酸バンド・その他

東雪運輸株式会社
板橋運送グループ



東雪運輸株式会社	船橋営業所
京葉工業地域の主要都市である千葉県船橋市に位置し、大型ウイング車、平ボディトラック、海上コンテナトラ
クター等、多数所有しており、戸田営業所との連携の下、南関東を中心に、関東全域にわたり石油製品、輸出入
貨物、食品、雑貨等の輸送を行っています。特に石油製品は、集約した貨物を方面別に仕分けをし、主に千葉県
内のお客様にお届けする共同配送の基地として、戸田営業所と共に重要な拠点となっています。

住所	 〒273-0016	千葉県船橋市潮見町42-1	
電話	 047-433-9420
FAX	 047-433-8548

トラクター 5台
大型ウイング車 5台
トラック大型車 5台
トラック中型車 9台
海上コンテナシャーシ 5台
20ｔウイングセミトレーラー 1台
フォークリフト 4台
合計 34台

所有車両

車庫 2,025 坪 ( 内全天候型荷捌場 :61 坪 )
主要取扱品目 石油製品・塗料・輸出入貨物・食品・雑貨・その他

東雪運輸株式会社
板橋運送グループ



東雪運輸株式会社	市原営業所
日本最大級の石油化学コンビナートが立地する千葉県市原市の臨海部に位置し、ケミカル品および高圧ガス、食
品原料のタンクローリー輸送をメイン業務としております。輸送範囲は、関東全域のみならず、東北圏・関西圏
以西にまで及んでいます。
危険物取り扱い、高圧ガス輸送等の資格を有した、経験豊富な専門のドライバーが、安全と安心をお届けしてい
ます。

住所	 〒290-0067	千葉県市原市八幡海岸通74-1
	 ティー・エム・ターミナル（株）内
電話	 0436-40-7115
FAX	 0436-41-8022

タンクローリー 12台
トラクター 6台
タンクシャーシ 6台
合計 24台

所有車両

車庫 1,060 坪
主要取扱品目 メタノール・アクリロニトリル・スチレンモノマー・液化炭酸ガス・液糖・その他

東雪運輸株式会社
板橋運送グループ



東雪運輸株式会社	水戸営業所
水戸市内に所在する乳製品メーカーの物流の一翼を担っており、当社所有の保冷車により、茨城県内はもとより
千葉県、埼玉県まで、日々タイムリーな輸送を行っています。
届け先ごとに、デジタルタコグラフによる荷室の正確な温度管理を行うなど、確かな商品管理を誇り、輸送品質
トラブルゼロを継続しています。

住所	 〒310-0852	茨城県水戸市笠原町1442-20
電話	 029-241-6964
FAX	 029-241-7103

大型保冷バン車 3台
中型保冷バン車 7台
小型保冷バン車 2台
合計 12台

所有車両

車庫 500 坪
主要取扱品目 生乳・乳製品、その他

東雪運輸株式会社
板橋運送グループ



板橋運送株式会社
信頼と安全を真心で

2014年（平成26年）9月 26日、当社はおかげさまで創立70周年という節目の
年を迎えることができました。これも永きにわたり数多くのお客様からのご支援と、
当社を支えていただいた関係先の方々によるご協力の賜物と深く感謝を申し上げます。
いつの時代においても物流は日本経済と国民生活の基盤です。また、人間の身体で言
えば栄養素を運ぶ血液そのものです。変化の激しい経営環境に対し、先人たちが築き
上げてきた安全・安心・信頼を最優先とした健康的な経営基盤を維持し、お客様のニー
ズに応えるべく、新たな物流サービスの提供に努めてまいりたいと存じます。
今後とも70年の歴史の中で培われた人と人との信頼関係を大切に、さらに日新グルー
プの一翼を担い、心新たに皆様に愛される100年企業に向け邁進する所存でござい
ます。これからも引き続き一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

板橋運送株式会社

代表取締役社長　大林 良庸

昭和19年 9月	 東京都板橋区板橋町1-2407番地に資本金180万円で板橋運送株式会社を設立。
昭和24年 6月	 資本金630万円に増資
昭和31年12月	 日新運輸倉庫株式会社（現株式会社日新）と業務提携
昭和32年12月	 資本金1,000万円に増資。
昭和36年10月	 資本金2,500万円に増資
昭和37年 7月	 子会社として東雪運輸株式会社を設立
昭和40年10月	 資本金5,000万円に増資
昭和49年12月	 戸田営業所開設
昭和53年 3月	 資本金8,000万円に増資
昭和53年 5月	 板橋運送ビル（ダイエー西台店）オープン
昭和55年 7月	 東雪運輸船橋営業所開設
昭和56年 5月	 船橋（西浦）倉庫開設
昭和60年 4月	 潮見町倉庫完成
平成 7年 1月	 東雪運輸水戸営業所開設
平成 7年 4月	 東雪運輸船橋営業所（現在地に）移転
平成 8年 3月	 本社（現在地に）移転
平成18年 4月	 東雪運輸戸田営業所開設
平成18年 6月	 東雪運輸市原営業所開設
平成19年 1月	 船橋営業所　安全優良事業所（Gマーク）取得（当社グループ取得第1号）
平成21年11月	 全営業所（板橋運送	戸田、東雪運輸	戸田・船橋・市原・水戸）グリーン経営認証取得
平成25年 1月	 全営業所（板橋運送	戸田、東雪運輸	戸田・船橋・市原・水戸）　安全優良事業所（Gマーク）取得完了

沿革

板橋運送はおかげさまで 70 周年。
「これまでも」そして「これからも」
発展と信頼を積み重ねてまいります。



潮見町倉庫　テナント募集中
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東雪運輸株式会社

潮見町倉庫
所在地	 千葉県船橋市潮見町42-1
用途地域	 準工業地域
建物	 鉄骨耐火構造2階建
敷地	 1,020坪（3,365㎡）
延床面積	 1,092坪（3,604㎡）
倉庫面積	 907坪（2,992㎡）
事務所面積	 185坪（612㎡）
有効天井高	 1F約 5m、2F約 4m
床荷重	 1F	3t/㎡、2F	1.5t/㎡
付帯設備	 油圧式3t エレベーター2基
契約期間	 3年（1年更新／応相談）

板橋運送株式会社
信頼と安全を真心で

お問合せ先	 板橋運送株式会社　総務部
	 TEL:03-3961-5301
担当	 西田・岡部

京葉道路「原木 IC」から約 4km
首都高速湾岸線）「千鳥町 IC」から約 7km

賃貸条件
下記までお問い合わせください。



東雪運輸株式会社	戸田営業所 ドライバー募集

配送エリア	 戸田車庫から埼玉県内

配送内容	 潤滑油・エンジンオイル等

月給	 26万円〜30万円（通勤費支給）

勤務時間	 月〜金▶7：00〜 15：30（残業あり）
	 土　　▶7：00〜 14：30（残業あり）
	 ※休暇：月1回土曜日、夏季、年末年始

待遇	 社保完備、賞与年2回（実績）、制服貸与、マイカー通勤OK

研修	 有り（給与変動なし）
	 ※フォークリフト運転資格をお持ちの方歓迎

お問合せ先	 東雪運輸　戸田営業所
	 TEL:048-422-1177
担当	 斎藤	和彦
E-mail	 saitou-itabashi@vivid.ocn.ne.jp

板橋運送株式会社
信頼と安全を真心で

4t ドライバー、未経験者歓迎。親切丁寧に指導いたします。
大手荷主の仕事で、安定・安心して働いていただけます。
また、日曜・祝日の出勤なし。深夜の時間帯勤務もありません。


