Corporate Philosophy
企業理念

安全・確実に、
より高品質なサービスで社会に貢献する
私たちは古都奈良、
大和の国の自然と文化を愛し、
守り、
物流を通してお客様と地域社会の発展に貢献し、
創意工夫を凝らし、
何事にも前向きに挑戦し続けます。

倉庫事業

運送事業
メガソーラー
（大規模太陽光）

発電事業

不動産事業

Total Transportation Management
丁寧にお預かりし、
迅速にお届けすること。
さらに、
お取引企業様やお預かりする
品物を十分に理解したうえで、
コスト削減や輸送効率向上のご提案をすること。
そして、
つながり合うすべての皆様に安全・安心をお約束すること。

これらすべてが、
私たち新日本輸送株式会社の品質です。

Transportation business
運送事業

運送事業
ニーズに合ったサービスと情報管理
１.お客様のニーズに適う、最良のご提案

オンラインで結んでおります。

２.物流情報をコンピューター管理

計算・伝票作成などの一元管理を実現します。

お客様に合った適切なサービスをご提供致します。

事務処理はもちろんのこと、入出庫・配車・在庫・貨物追跡・運賃

お客 様 からお預 かりしたお荷 物を「 安 心・安 全・迅 速 」に

お客様のご要望に応じ、
オンラインによる物流情報も提供して

輸送するために、物流情報をコンピューターで管理し、全店を

おり、高い評価と顧客満足を獲得しています。

ヘルスケア関連品の運送業務
「 安 心・安 全・クリーン」なヘルスケア分 野に特 化した当 社 のコンセプト
蓄積した技術と信頼に裏打ちされたハイクオリティー車両および専門スタッフがお届け致します。

専門性の
高い配送

豊富な
ノウハウ

最適な
お取り扱い

利便性の
高い配送

万全の対応が求められる
医療品関係の配送も
承っております。

蓄積された専門知識と
経験を生かして
確実に対応致します。

お預かりする品物に
応じて最適なサービスを
ご提案致します。

独自物流システムによる
利便性が高いサービスを
ご提供致します。

付加価値サービス

安全教育の徹底

全車エアサス車両

高品質保管庫

Safety and quality
安全と品質

安全と品質
安全性優良事業所に認定（Ｇマーク取得）
当社は社団法人全日本トラック協会による全国貨物自動車運

「安全性優良事業所」の証と

送適正化事業において、奈良県内認定３事業所のうちの１社

して使用することができます。

として、平成15年12月に安全性優良事業所の認定を受けまし

「安全性優良事業所｣として

た。この事業は荷主企業や一般消費者が、
より安全性の高い

認定された責任を重く受け止

トラック運送事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の

め、今後とも法令を遵守し安

安全性向上に対する意識を高めるための運送事業者の安全

全性に対する取組みを積極

性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。

的に行なってまいります。

認定を受けた事業所は、認定マーク・認定ステッカー
（Ｇマーク）
を

デジタルタコグラフ全車搭載
当社はデジタルタコグラフを全車両に搭載し、安全運転管理を

導･管理を徹底して行い、安全･経済走行に対するドライバー

徹底しています。デジタルタコグラフを導入したことで、急発進、

の認識向上を図っております。

急加速、急減速、速度オーバー、
アイドリングストップなど全ての

また、安全運転走行の徹底は、環境保全にもつながります。今

走行状態がデジタルデータで記録され、数値データとして走行

後とも、お客様の大切なお荷物を安全にお届けするよう、安全

結果が得られます。そのデータを活用し、適正な運転･走行指

運転を徹底してまいります。

品質管理【ＩＳＯ9001認証】取得
当社は、ISO9001（品質マネジメントシステム）
の認証を取得し、
こ

ことができました。今後も
「安全・確実に、
より高品質なサービスで

れまで培った品質管理システムのノウハウを文書化、共有し、
マ

社会に貢献する」
という理念のもとに、
これからも成長、発展し、社

ニュアルの徹底、社員の意識レベルの向上を今まで以上に図っ

会や市場から必要とされ続ける企業として、事業運営を行なって

てまいりました。おかげ様で平成18年8月無事認証され取得する

まいります。

Distribution system
配送システム

自社配送システムを完備
出力

全国をつなぐネットワークで
どこからでも配送状況の
チェックが可能です

出荷指図
情報の取り込み、
伝票・荷シールの発行

お
客
様

お
客
様

<お客様Ａ社>

<お客様Ａ社 支店>

弊社クラウドシステム

Delivery system
配送システム

弊社データセンター

（自社で管理可能）

同社の情報以外は
セキュリティ完備のため
閲覧できません

<お客様Ｂ社>

<お客様C社>

弊社システムをご利用のお客様を一括に管理することで、
トラックの手配状況、同梱できる配送トラックの抽出が可能になります。
その結果、
弊社システムをご利用頂くことで、
従来よりもコストダウン可能となります。

ネットワークを利用していない

一度の配送で２つの事業所を経

配送では、別の集荷場所から2台

由することで、配送の無駄をなく

のトラックを利用する無駄があり

し、
コストの削減が可能です。

コストがかかります。

コスト削減

<従来の配送>

<弊社システム利用>

Other business
その他事業

倉庫事業
お客様の様々なご要望にお応えし、スムーズな物流管理を行います。
自社倉庫にて一括保管・管理し、企業の物流をサポートする為、
さまざまなニーズにフレキシブルに対応し、スムーズな物流管理
を行っております。今後、倉庫の増設など、事業の拡大と充実を目
指しております。

不動産事業
利便性の高い良質物件の提供を。
いろいろなご要望に応えられる事業用物件、居住用物件を多数保有し、
法人・個人のお客様にご提供しています。

メガソーラー発電事業
安心・安全な再生エネルギー供給を通じて、
名張地域、
そして広く日本の未来づくりに貢献。
当社の名張営業所／長瀬倉庫がある三重県名張市にてメガ

この事業への参画を決意しました。
この事業を通じて、
名張

ソーラー（大規模太陽光）発電事業を行います。

地域の活性化だけでなく、
広く日本の安心、
安全な再生可能

中心事業である運送事業は、
原油を使いCO2を排出し環境に負

エネルギーの安定確保やエネルギー自給率の向上に貢献し

荷をかけてしまう事業のため、
少しでも環境に貢献できるよう、 ていきたいと考えております。

＜事業概要＞
所在地 : 三重県名張市新田1010番1外
名称 :「めぐみ・美旗ソーラーパーク
（solar-park-MIHATA）
」
敷地面積 : 約4.1ha
発電能力 : 約1,990kW
パネル設置枚数 : 約9,000枚
年間予想発電量 : 約225万kWh/年
○一般家庭約625世帯分 (※1) の年間電力消費量に相当
○CO2削減効果見込 : 年間約710t (※2)
※1：1世帯当たり年間3,600kWhで試算したもの。出典：電気事業連合会「電力事情について」
※2：JPEA発行の表示に関する業界自主ルール(平成22年度)より、CO2削減に関する基準。結晶系シリコン太陽電池314.5g-CO2/kWh

郡山本社／郡山倉庫

名張営業所

郡山本社／郡山倉庫

名張営業所／長瀬倉庫
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会社概要
社

名

役 員

資本金
設

立

新日本輸送株式会社
代表取締役

川井

徳子

取締役

米田 稔

取締役

前田 健一

取締役

坂口

充弘

監査役

高瀬

哲也

藤森工業（株）、フジモリプラケミカル（株）、
ダイシン化工（株）、ヤマト運輸（株）、東亜
バルブエンジニアリング（株）、両備ホールディ
主要取引先
ングス（株）、サントリー（株）、コクヨ（株）、
（主要荷主先） 大和川紙工（株）、福岡運輸システムネット
（株）、キリングループロジスティクス（株）、
パウダーテック（株）、永大産業（株）、オリ
ヒロ（株）

1億円
主要取引銀行

1973年3月1日
１．
一般貨物の運送
２．
倉庫業

免許・資格

３．
不動産賃貸業
事業内容

従業員数
所在地
TEL＆FAX
URL

４．
自然エネルギー等による発電事業
及びその管理・運営並びに電気の供給、
販売等に関する事業

一般貨物自動車運送業(大陸第4203号)
普通倉庫業(近運倉第369号)
宅地建物取引業(奈良(5)第3032号)
ISO 9001：2008取得
（郡山本社、名張営業所）
Ｇマーク取得
（郡山本社、名張営業所）

５．
労働者派遣事業

車両台数

10t車18台

46人
（アルバイト含む 2017年3月1日時点）

倉庫面積

延4539.95㎡

不動産賃貸面積

延8645.38㎡

〒639-1103 奈良県大和郡山市美濃庄町436
TEL.0743-54-7187

http://www.shinnihonyuso.co.jp/

名張営業所／長瀬倉庫
三重県名張市長瀬1405
TEL.0595-62-6020 FAX.0595-62-6021
事業本部
奈良県奈良市東紀寺町2-10-1
TEL.0742-22-1501 FAX0742-22-1503

4t車10台

ホールディングス
株式会社ノブレス・セントラル
http://www.noblesse-g.co.jp

FAX.0743-54-7188

観光
株式会社ワールド・ヘリテイジ
http://www.worldheritage.co.jp

郡山本社／郡山倉庫
奈良県大和郡山市美濃庄町436
TEL.0743-54-7187 FAX.0743-54-7188
支店所在地

三井住友銀行、
みずほ銀行、南都銀行、百五
銀行、近畿大阪銀行、商工組合中央金庫、大
阪厚生信用金庫

グループ会社

観光・不動産
株式会社ホテル関西
http://www.hotel-kansai.co.jp/company
不動産
株式会社ノブレス
http://noblesse.co.jp
ホールデザイン
株式会社クーデザイン
http://www.coo-dis.com

ノブレスグループは、One for All , All for you ! の精神で、笑顔があふれる「心豊かな社会」を目指す企業グループです。
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会 社沿革
昭和41年

新日本開発株式会社設立
（現・新日本輸送 不動産部）

昭和48年

新日本輸送株式会社設立
（現・新日本輸送 輸送部）

昭和51年

新日本輸送郡山支店開設

昭和53年

ＪＶにて三条池の開発に着手

昭和61年

ＳＫ紀寺ビル建設
ＳＫ大宮マンション建設

平成元年

新日本輸送中和支店トラックターミナル建設

平成2年

新日本輸送郡山支店トラックターミナル建設

平成6年

新日本輸送株式会社、新日本開発株式会社合併
本社所在地を郡山支店に移転
紀寺事業本部の不動産部門を強化

平成10年

有限会社ノブレス設立
（現・株式会社ノブレス）

平成11年

クレセール杉ヶ町マンション建設

平成12年

有限会社ワールド・ヘリテイジ設立
（現・株式会社ワールド・ヘリテイジ）

平成15年

新日本輸送本社改築
安全性優良事業所として認定
（Ｇマーク）
を受ける
（郡山本社）

平成16年

メディカル学園前建設
名張営業所開設

平成18年

スターレ奈良建設
Ｉ
ＳＯ９００１
：2008取得
（郡山本社）

平成22年

産業廃棄物収集運搬業許可

平成26年

メガソーラー発電
（大規模太陽光発電）
事業を
三重県名張市にて開始
安全性優良事業所として認定
（Ｇマーク）
を受ける
（名張営業所）

平成27年

Ｉ
ＳＯ９００１
：2008取得
（名張営業所）

平成28年

郡山本社 新倉庫建設

ノブレスグループは、One for All , All for you ! の精神で、笑顔があふれる「心豊かな社会」を目指す企業グループです。

