


 

 

商商商商号号号号 水間急配 株式会社(みずまきゅうはい かぶしきがいしゃ) 

本社所在地本社所在地本社所在地本社所在地

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東三丁目2番40号

電話番電話番電話番電話番号号号号 06-6616-6203

FAXFAXFAXFAX番番番番号号号号 06-6616-6208

設立設立設立設立 昭和42年5月

資本金資本金資本金資本金 2000万円

保有車保有車保有車保有車両両両両 自社車両：200台 協力会社車両：120台  計320台

社員社員社員社員数数数数 自社人員：311名 協力会社人員：328名  計639名

役員役員役員役員

代表取締役社長 横田 隆三

常務取締役 日根野谷 吉成

常務取締役 上北 文明

取締役 三木 雄自

   

監査役 紙田 潤一

執行役員

運行管理部 北野 禎亮

総務管理部 亀井 良幸

南港物流センター  

南港営業所 兼務 岸上 英仁

姫路営業所 中倉 篤信

奈良営業所 上村 裕

新南港物流センター 岡部 茂弘

春日井営業所 川村 雅哉



取引銀行取引銀行取引銀行取引銀行

(1) 商工組合中央金庫  堺支店 

(2) 紀陽銀行 岸和田支店 

(3) りそな銀行 平林支店 

(4) みずほ銀行 難波支店 

(5) 三菱東京UFJ銀行 九条支店 

(6) 三井住友銀行 粉浜支店 

(7) 南都銀行 

累年累年累年累年売売売売上高上高上高上高

2005年度 売上実績 67億20百万円 

2006年度 売上実績 66億78百万円 

2007年度 売上実績 63億50百万円 

2008年度 売上実績 53億14百万円 

2009年度 売上実績 47億66百万円 

2010年度 売上実績 45億63百万円 

2011年度 売上実績 44億65百万円 

2012年度 売上実績 44億56百万円 

2013年度 売上見込 44億85百万円 

グループグループグループグループ会会会会社社社社

MSMSMSMSニューマンニューマンニューマンニューマン株式株式株式株式会会会会社社社社

 主たる業務：FC店舗運営・構内業務請負業・他

 【【【【展開店展開店展開店展開店舗舗舗舗】】】】 

①FC事業運営 

・シャトレーゼ 豊中店 （和洋菓子販売業、酒類販売業） 

・サブウェイ 堂島アバンザ店 （サンドイッチ等販売・飲食業） 

・サブウェイ ベルファ都島店 （サンドイッチ等販売・飲食業） 

・サブウェイ イオンモール加西北条店 （サンドイッチ等販売・飲食業） 

・サブウェイ イオン小野店 （サンドイッチ等販売・飲食業） 

・コメダ珈琲店 泉大津店 (喫茶店・飲食業) 

・コメダ珈琲店 金剛東店 (喫茶店・飲食業) 

②構内業務事業運営 

・水間急配送(株)南港物流センター 

・水間急配送(株)奈良営業所(万代斑鳩要冷センター内) 

③独立事業運営 

・カインドハウジング 住之江公園店 （宅地建物取引業） 

・カインドハウジング 大国町店 （宅地建物取引業） 

 年間年間年間年間売売売売上高上高上高上高 

  2008年度 売上実績 2億41百万円 

  2009年度 売上実績 2億74百万円 

  2010年度 売上実績 3億39百万円 

  2011年度 売上実績 5億67百万円 

  2012年度 売上実績 7億54百万円 

  2013年度 売上見込 9億80百万円 



 

会会会会社沿革社沿革社沿革社沿革

年月年月年月年月 内内内内容容容容

昭和42年 5月

大阪府貝塚市水間203にて、会社設立  

水間営業所を開設し、綿布輸送を始める。

昭和55年 5月 大阪市貝塚市47番地に、本社移転する。

昭和55年 6月

泉佐野営業所を開設  

 イズミヤ(株)の近畿地区チルド店舗配送を開始する。

昭和57年12月

南港営業所を開設  

 ジャスコ(株)(現 イオン(株))の近畿地区チルド店舗配送を開始する。  

 阪南食品(株)の惣菜、コープ神戸店舗配送を開始する。

昭和61年10月

南港出張所を開設  

  (株)シャトレーゼの量販店配送を開始する。  

  ウオクニ(株)給食ルート配送を開始する。 

平成 1年 6月

南港出張所を閉鎖し、南港倉庫を開設  

  (株)シャトレーゼのフローズン店舗配送を開始する。  

  (株)シャトレーゼのチルド、フローズン構内業務を開始する。  

  (株)ホテルプラザのケータリング配送を開始する。 

平成 5年 3月

姫路営業所を開設  

  ジャスコ(株)(現 イオン(株))姫路地区店舗配送を開始する。  

  ジャスコ(株)(現 イオン(株))姫路物流センターの構内業務を開始する。 

平成 6年 8月

奈良営業所を開設  

  (株)万代 斑鳩チルドセンターの店舗配送を開始する。  

  (株)万代 斑鳩チルドセンターの構内業務を開始する。  

  (株)ニューズエクスプレスの集荷業務を開始する。

平成 8年 8月

南港物流センターを開設  

  (株)イズミックのココストア近畿店舗配送を開始する。  

  (株)イズミックの構内業務を開始する。  

  (株)ロイヤルホテルのルート配送を開始する。  

  ウエスティンホテルのルート配送を開始する。 

平成 8年10月 シャトレーゼFC店舗、豊中店をオープンする。

平成 9年 5月

瀬戸営業所を開設  

  (株)イズミックの名古屋店舗配送を開始する。 

平成10年11月 シャトレーゼFC店舗、武庫之荘店をオープンする。

平成10年 2月 貝塚営業所を開設し、泉佐野営業所と統合する。

平成10年 2月 大阪市住之江区南港南に、本社移転する。

平成10年11月

春日井営業所を開設し、瀬戸営業所と統合する。  

  (株)日本アクセス名古屋店舗配送を開始する。  

  (株)シャトレーゼ中部地区、店舗配送を開始する。 

平成11年 8月

(株)万代 南港ドライセンターの店舗配送を開始する。  

ヤタニ酒販(株)の集荷業務を開始する。  

加藤産業(株)のチルド集荷業務を開始する。 

平成13年 9月

春日井物流センターを開設  

  (株)丸竹のルート配送を開始する。  



  イオン(株)中部地区店舗、静岡地区幹線物流を開始する。  

  イオン(株)中部地区店舗、構内業務を開始する。  

  イオン(株)静岡地区、幹線物流の構内業務を開始する。  

  (株)日本アクセス大学生協の店舗配送を開始する。 

平成14年 8月

新南港物流センターを開設  

  (株)シャトレーゼ西日本地区、店舗配送を開始する。  

  イオン(株)四国地区、幹線配送及び構内業務を開始する。  

  江坂運輸(株)の阪急ホテルの店舗配送を開始する。 

平成15年 1月 貝塚営業所を閉鎖し、南港営業所に集約する。

平成16年 2月

京都営業所を開設  

  イオン(株)関西NXD、店舗配送を開始する。  

  近畿明販(株)のショップ99京都、店舗配送を開始する。 

平成16年11月

(株)フードサービスネットワーク(現 三菱食品㈱)のコンビニ配送を開始す

る。  

(株)デイリーサービスのミニストップ、サークルＫサンクス  

コンビニフローズン配送を開始する。  

三重地区、浜松地区のコンビニ配送をする。

平成17年 6月

南港物流センターにて、ショップ99の店舗配送を開始する。  

構内業務も開始する。

平成18年10月

京都営業所を閉鎖  

新南港物流センターにて、大丸ピーコックの店舗配送と構内業務を開始す

る。 

平成19年11月 春日井物流センターを閉鎖、春日井営業所に集約する。

平成19年12月 奈良営業所、姫路営業所が、安全性優良事業所の認定を受ける。

平成20年 4月 シャトレーゼFC店舗、武庫之荘店を閉店する。

平成21年 4月

新南港物流センターにて(株)コーディネイト・ロジ チタカ配送、構内業務を 

開始する。

平成21年12月

新南港物流センター、南港物流センターが安全性優良事業所の 

認定を受ける。

平成22年 7月

新南港物流センターにてケイ低温フーズ(株) ドンキホーテ関西地区の 

店舗配送と構内業務を開始する。



 

所在地所在地所在地所在地

本社本社本社本社

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【本社】 

〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-2-40 

TEL:06-6616-6203 FAX:06-6616-6208

南港車庫用地南港車庫用地南港車庫用地南港車庫用地

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【南港車庫用地】 

〒559-0032 大阪市住之江区南港南1-2-162

1、施設：車庫500坪（賃貸用地）



南港南港南港南港営営営営業所業所業所業所

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【南港営業所】 

〒559-0031 大阪市住之江区南港東2-4-54 

TEL：06-6612-7149  FAX：06-6612-7607 

1、施設：車庫、新南港物流センター、事業所（株）サン・ロジサービス内 

2、車両：37台（3トン1台、4トン35台、6トン1台）デジタコ導入36台 

3、人員：51名（管理4名、運転44名、構内作業3名） 

4、24時間勤務シフト、365日対応です。 

南港物流南港物流南港物流南港物流センターセンターセンターセンター

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【南港物流センター】 

〒559-0031  大阪市住之江区南港東3-2-40 

TEL：06-6616-6211  FAX：06-6616-6205 

1、施設：車庫604坪、事務所35坪、冷蔵庫300坪、倉庫23坪、ドック12基 

常温庫100坪、軽油スタンド30KL、洗車場 3台分、 

車両：12台（3トン7台、4トン5台）デジタコ導入12台 

2、人員：22名（管理3名、運転17名、構内作業2名） 

3、24時間勤務シフト、365日対応です。 



姫姫姫姫路路路路営営営営業所業所業所業所

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【姫路営業所】 

〒672-8022 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南2-34 

TEL：0792-45-3500 FAX：0792-45-3501 

1、施設：車庫528坪、事務所35坪、軽油スタンド40KL、尿素タンク 300L、洗車場2台分 

2、車両：29台（3トン1台、4トン20台、11トン8台）デジタコ導入28台、Gマーク取得 

3、人員：43名（管理3名、運転39名、構内作業1名） 

4、24時間勤務シフト、365日対応です。 

奈良奈良奈良奈良営営営営業所業所業所業所

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【奈良営業所】 

〒636-0103 奈良県生駒郡斑鳩町幸前1-11-50 

TEL：0745-75-7301 FAX：0745-75-7302

1、施設：車庫300坪、事務所20坪 

2、車両：35台（3トン7台、4トン27台、11トン1台）デジタコ導入27台、Gマーク取得 

3、人員：216名（管理10名、運転48名、構内作業6名、他準社員152名） 

4、24時間勤務シフト、365日対応です。 



新南港物流新南港物流新南港物流新南港物流センターセンターセンターセンター

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【新南港物流センター】 

〒559-0032  大阪市住之江区南港南6-1-27 

TEL：06-6616-6201 FAX：06-6616-6207

1、施設：車庫2105坪、事務所64坪、冷蔵庫190坪、冷凍室35坪、荷捌室200坪、ドック17基、軽油スタンド 

50kL、尿素タンク300L 

2、車両：57台（3トン6台、4トン20台、11トン22台、トレーラ3台、トラクタ5台、フォークリフト1台）デジタコ導入47

台 

3、人員：67名（管理11名、運転53名、構内作業3名） 

4、24時間勤務シフト、365日対応です。 

春日井春日井春日井春日井営営営営業所業所業所業所

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【春日井営業所】 

〒487-0025  愛知県春日井市出川町4-11-4 

TEL：0568-51-9236 FAX：0568-51-9239

1、施設：車庫315坪、事務所40坪、軽油スタンド30KL、尿素タンク300L、洗車場 

2、車両：30台（3トン14台、4トン8台、11トン8台） 

3、人員：50名（管理6名、運転43名、構内作業員1名） 

4、24時間勤務シフト、365日対応です。 



グループグループグループグループ会会会会社社社社：：：：MSMSMSMSニューマンニューマンニューマンニューマン株式株式株式株式会会会会社社社社

カインドハウジングカインドハウジングカインドハウジングカインドハウジング    住之江公園店住之江公園店住之江公園店住之江公園店

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【カインドハウジング 住之江公園店】 

〒559-0015 大阪市住之江区南加賀屋2-2-11 テネレッツァ住之江公園1F 

TEL：06-6681-7501 FAX：06-6681-7502 

http://www.ms-newman.info/

カインドハウジングカインドハウジングカインドハウジングカインドハウジング    大大大大国国国国町店町店町店町店    （（（（2012201220122012年年年年9999月月月月1111日日日日openopenopenopen））））

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【カインドハウジング 大国町店】 

〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目2番1号 大山ビル1F 

TEL：06-6630-7201 FAX：06-6630-7202

http://www.ms-newman.info/



シャトレーゼシャトレーゼシャトレーゼシャトレーゼFCFCFCFC豊中店豊中店豊中店豊中店

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【シャトレーゼFC豊中店】 

〒560-0013  大阪府豊中市上野東1-4-6 

TEL/FAX：06-6857-3924

サブウェイサブウェイサブウェイサブウェイ    堂島堂島堂島堂島アバンザアバンザアバンザアバンザ店店店店

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【サブウェイ 堂島アバンザ店】 

〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザB1F 

TEL/FAX：06-6341-1991



サブウェイサブウェイサブウェイサブウェイ    イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール加西北加西北加西北加西北条条条条店店店店    （（（（2012201220122012年年年年8888月月月月8888日日日日openopenopenopen））））

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【サブウェイ イオンモール加西北条店】 

〒675-2312 兵庫県加西市北条町北条308-1 イオンモール加西北条ショッピングセンター1F 

TEL/FAX：0790-45-3792（内線546）

サブウェイサブウェイサブウェイサブウェイ    イオンイオンイオンイオン小野店小野店小野店小野店    （（（（2012201220122012年年年年10101010月月月月13131313日日日日openopenopenopen））））

©2013 Google -
地図データ ©2013 Google, ZENRIN -

 

【サブウェイ イオン小野店】 

〒675-1378 兵庫県小野市王子町868-1 

イオン小野ショッピングセンター1F 

TEL/FAX：0794-88-8707



コメダコメダコメダコメダ珈琲店珈琲店珈琲店珈琲店    泉大津店泉大津店泉大津店泉大津店    （（（（2012201220122012年年年年2222月月月月14141414日日日日openopenopenopen））））

地地地地図図図図 写真 地形 Earth

 

【コメダ珈琲店 泉大津店】 

〒595-0031 大阪府泉大津市我孫子二丁目5番2号 

TEL：0725-92-7480 FAX：0725-92-7481 

http://www.komeda.co.jp/ （コメダ珈琲店公式サイト）

コメダコメダコメダコメダ珈琲店珈琲店珈琲店珈琲店    金剛東店金剛東店金剛東店金剛東店    （（（（2012201220122012年年年年7777月月月月17171717日日日日openopenopenopen））））

©2013 Google -
地図データ ©2013 Google, ZENRIN -

 

【コメダ珈琲店 金剛東店】 

〒584-0083 大阪府富田林市小金台1丁目4番22号 

TEL：0721-26-9681 FAX：0721-26-9682 

http://www.komeda.co.jp/ （コメダ珈琲店公式サイト）



 

主要得意先主要得意先主要得意先主要得意先

会会会会社名社名社名社名 業態業態業態業態

株式会社サン・ロジサービス イズミヤ(株)物流子会社

株式会社山食 豆腐メーカー

舞洲物流センター株式会社 食品卸

株式会社イズミック 食品卸、ココストア物流会社

株式会社コーディネイト・ロジ ローソンストア100、惣菜卸

株式会社ムロオ イオン(株)物流プロバイダー

イオンフードサプライ株式会社（兵庫） イオン(株)物流子会社

ケーエスフーズ株式会社 豆腐メーカー

フジ物流株式会社 オハヨー乳業(株)物流子会社

株式会社ニューズエクスプレス 運送業

株式会社万代 食品量販店

株式会社日本アクセス 大阪支店 (株)万代チルド食品卸

間口ランドサービス株式会社 (株)万代ドライ物流プロバイダー

ワールドデイリーフーヅ株式会社 食品卸

ケイ低温フーズ株式会社 食品卸

ヤタニ酒販株式会社 食品卸

間口陸運株式会社 (株)万代フローズンプロバイダー 

藤本食品株式会社 食品メーカー

西日本日立物流サービス株式会社 日立物流(株)のイオン(株)物流プロバイダー

株式会社ロイヤルホテル ホテル製造

株式会社シャトレーゼ お菓子メーカー

ブンセン株式会社 食品メーカー

加野青果株式会社 農産メーカー

株式会社日本アクセス 名古屋支店 食品卸

三菱食品株式会社 ミニストップF食品卸

株式会社デイリーサービス サークルKサンクスF食品卸

萱場食品株式会社 豆腐メーカー

株式会社エヌエス物流 お菓子メーカー

宮松運輸株式会社 運輸業

株式会社千日総本社 食品メーカー

株式会社ブルーム 日用品メーカー

株式会社ダイセーエブリー24 運送業



名阪急配株式会社 運送業

株式会社中日本青果センター 農産メーカー

カネ幸株式会社 運送業・倉庫業

愛北ロジック株式会社 運送業

株式会社吉良紙工 包装メーカー

ギトー食品株式会社 豆腐メーカー

株式会社スリーエス物流 運送業

菅原冷蔵株式会社 食品メーカー



主要取引先主要取引先主要取引先主要取引先

車車車車両両両両

大阪日野自動車株式会社 いすゞ自動車近畿株式会社

三菱ふそうトラック・バス株式会社 近畿ふそう

関東工業株式会社 日本フルハーフ株式会社

トプレック株式会社 菱重コールドチェーン株式会社

キャリアトランジコールド株式会社 極東開発工業株式会社

新明和工業株式会社 株式会社エフ・イ・テック

ブリヂストン・生産財タイヤソリューション・近畿四国株式会社 ヨコハマタイヤ近畿販売株式会社

三菱オートリース株式会社 日本商工リース株式会社

日野クレジット

伊藤忠エネクス株式会社 エネクスフリート株式会社

小浦石油株式会社 株式会社シェル石油大阪発売所

上原成商事株式会社 ニイミ産業株式会社

株式会社一光 吉田石油店

株式会社エネポート関西 鈴与エネルギー

SGモータース株式会社 ヤマトオートワークス株式会社

東京海上日動火災保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

株式会社損害保険ジャパン 有限会社保険ハーモニー

サンケイサービス株式会社 有限会社リリーフ

そのそのそのその他他他他

株式会社NPシステム開発 株式会社タツノ・メカトロニクス

株式会社アイル 株式会社成田システム研究所

株式会社ダイビス アースシップ大阪株式会社

大阪港埠頭ターミナル株式会社

株式会社帝国データバンク 東京商工リサーチ株式会社

パークアベニュー法律事務所 藤原会計事務所

大阪府トラック協会 奈良県トラック協会

愛知県トラック協会



主要委託先主要委託先主要委託先主要委託先

配送委託先配送委託先配送委託先配送委託先

株式会社ヤシマ 株式会社SNTコーポレーション

株式会社沖縄輸送サービス 有限会社日本物流

伸栄冷蔵株式会社 株式会社田島運輸

静浜運輸株式会社 東大阪物流株式会社 

カーゴスタッフ株式会社 嶺井運輸株式会社 

株式会社五健堂食品物流 タケウチ商事株式会社

株式会社久光物流 株式会社日想。

エムケー物流株式会社 有限会社共栄サービス 

有限会社石井食品輸送 株式会社北勢オイルサービス

中馬運輸株式会社 愛北ロジック株式会社 

株式会社SENKUサービス 株式会社ジャパン・リリーフ

栄進急送株式会社 信栄運輸株式会社

株式会社YOUSAKA 株式会社日ノ丸急送

カネ幸株式会社 有限会社エコロジック東海

株式会社エヌライン  

構構構構内内内内委託先委託先委託先委託先

MSニューマン株式会社 寶船冷蔵株式会社

株式会社ユニオン  



 

弊社弊社弊社弊社のののの設備設備設備設備とととと車車車車両両両両をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします

設備規模設備規模設備規模設備規模

営営営営業所業所業所業所 シフトシフトシフトシフト 規模規模規模規模

南港営業所 24時間シフト  

南港物流センター 24時間シフト 300坪の冷蔵庫/23坪の倉庫 

新南港物流センター 24時間シフト 190坪の冷蔵庫/35 坪の冷凍室/200坪の荷捌室

姫路営業所 24時間シフト  

奈良営業所 24時間シフト  

春日井営業所 24時間シフト  

車車車車両両両両台台台台数数数数

自社車種自社車種自社車種自社車種 台台台台数数数数

バッテリーフォークリフト 1台

2、3トン冷凍車 36台

4トン冷凍車 115台

6トン冷凍車 1台

11トン冷凍車 39台

トレーラ冷凍車 3台

トラクター 5台

計計計計 200200200200台台台台

庸車車種庸車車種庸車車種庸車車種 台台台台数数数数

2、3トン冷凍車 29台

4トン冷凍車 81台

11トン冷凍車 10台

計計計計 120120120120台台台台

車車車車両両両両合計合計合計合計 320320320320台台台台



3333トントントントン冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵車車車車両両両両

4444トントントントン冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵車車車車両両両両

 

11111111トントントントン冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵車車車車両両両両

 



人員人員人員人員数数数数

役割役割役割役割 人人人人数数数数

役員 3名

管理・事務 48名

配送 244名

構内 16名

外注先 配送 120名

外注先 構内 208名

合計合計合計合計 639639639639名名名名



 

水間急配 株式会社 〒559-0031 大阪市住之江区南港東三丁目2番40号

Copyright© MIZUMA TRANSPORTING. All rights reserved.

 

冷凍食品・冷蔵食品を専門に、物流輸送業、

物流倉庫業を展開。物流の施設、構内業務、

幹線輸送、エリア輸送等を構築します。

 

食品の安全のため、『信用を重んじ、確実を

旨とする』をモットーに、お客様から信頼、期

待される物流企業をめざします。

 

輸送の安全を確保するため、法令遵守の

徹底と具体的計画を策定・実施しておりま

す。

 

労働災害の撲滅を目指し、安全に、健康

に働ける環境づくりをすすめています。

 

安全性の証であるGマーク。全事業所の

取得を推進しています。

 



 

おおおお客客客客様様様様からからからから信信信信頼頼頼頼、、、、期待期待期待期待されるされるされるされる物流企業物流企業物流企業物流企業をめざしますをめざしますをめざしますをめざします

物流輸送業において、食品の安全のため、冷凍・冷蔵車両により、適温輸送

に対応し、4トン、6トン、11トンにパワーゲートを取り付けし、3温度帯対応も可

能です。  

物流倉庫業において、食品の安全のため、冷蔵倉庫、ドックシェルター完備、

仕分け機能においてのデジタルピッキング等、構内業務を行っています。  

物流の施設、構内業務、幹線輸送、エリア輸送等を構築し、提案いたします。

南港南港南港南港営営営営業所業所業所業所

(株)サン・ロジサービス(イズミヤ(株)物流子会社)の南港物流センターにて、イズミヤ(株)各店へのチルド配送

を行っています。

イズミヤ(株)南港物流センターの納品代行業務を行っています。 

(株)山食にて、ライフ(株)の納品代行を行っています。

南港物流南港物流南港物流南港物流センターセンターセンターセンター

(株)イズミックの関西チルドセンターを運営しています。  

施設、構内業務、店舗配送を行っています。

姫姫姫姫路路路路営営営営業所業所業所業所

イオンフードサプライ(株)(イオン(株)物流子会社)の兵庫センターにて、イオン(株)四国PC、イオン(株)兵庫の幹

線納品及び納品代行業務を行っています。

(株)ムロオ(イオン(株)物流プロバイダー)にて、イオン兵庫店舗配送を行っています。

(株)エヌエス物流（（株）外林の物流子会社）にてスーパーマルアイの菓子配送を行っています。

奈良奈良奈良奈良営営営営業所業所業所業所

(株)万代渋川生鮮センターの水産便、店舗配送を行っています。

(株)日本アクセス((株)万代チルド物流プロバイダー)にて、(株)万代斑鳩チルドセンターの構内業務、店舗配送

業務を行っています。 

間口ランドサービス(株)((株)万代ドライ物流プロバイダー)にて、(株)万代堺ドライセンターの店舗配送業務を行

っています。 

(株)万代、斑鳩チルドセンター、堺ドライセンターの納品代行業務を行っています。



新南港物流新南港物流新南港物流新南港物流センターセンターセンターセンター

(株)ロイヤルホテルのケータリング外販店舗の納品配送を行っています。

(株)シャトレーゼの西日本地区の店舗へのアイスの保管、チルド、仕分け、

幹線配送、店舗配送を行っています。 

西日本日立物流サービス(株)(イオン(株)物流プロバイダー)にて、幹線配送 

静岡PC、四国PC、広島PC、中部PC、北陸PC、兵庫PC業務を行っていま

す。

ケイ低温フーズ（株）にてドン・キホーテ・長崎屋のセンター運営を行ってい

ます。（自社施設、構内業務、店舗配送）

春日井春日井春日井春日井営営営営業所業所業所業所

イオン(株)静岡PC幹線配送をベンダー依頼にて行っています。

三菱食品(株)の、東海地区、ミニストップエリア配送を行っています。

(株)デイリーサービスの江南センターにて、市乳便の店舗配送を行っています。

(株)日本アクセス名古屋にて、店舗配送を行っています。

(株)シャトレーゼの中部地区店舗へ店舗配送を行っています。



グループグループグループグループ会会会会社社社社：：：：MSMSMSMSニューマンニューマンニューマンニューマン株式株式株式株式会会会会社社社社

カインドハウジングカインドハウジングカインドハウジングカインドハウジング    住之江公園店住之江公園店住之江公園店住之江公園店

宅地建物取引業

 

〒559-0015 

大阪市住之江区南加賀屋2-2-11 

テネレッツァ住之江公園1F 

TEL：06-6681-7501 FAX：06-6681-7502

http://www.ms-newman.info/

 

アクセスマップはこちら

カインドハウジングカインドハウジングカインドハウジングカインドハウジング    大大大大国国国国町店町店町店町店    （（（（2012201220122012年年年年9999月月月月1111日日日日openopenopenopen））））

宅地建物取引業

 

〒556-0015 

大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目2番1号 

大山ビル1F 

TEL：06-6630-7201 FAX：06-6630-7202

http://www.ms-newman.info/

 

アクセスマップはこちら

シャトレーゼシャトレーゼシャトレーゼシャトレーゼFCFCFCFC豊中店豊中店豊中店豊中店

シャトレーゼFC店舗として、お菓子、アイスクリーム

の販売を行っています。

 

〒560-0013 

大阪府豊中市上野東1-4-6 

TEL/FAX：06-6857-3924

 

アクセスマップはこちら



サブウェイサブウェイサブウェイサブウェイ    堂島堂島堂島堂島アバンザアバンザアバンザアバンザ店店店店

サンドイッチ等の販売・飲食業

 

〒530-0003 

大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザB1F 

TEL/FAX：06-6341-1991

 

アクセスマップはこちら

サブウェイサブウェイサブウェイサブウェイ    イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール加西北加西北加西北加西北条条条条店店店店    （（（（2012201220122012年年年年8888月月月月8888日日日日openopenopenopen））））

サンドイッチ等の販売・飲食業

 

〒675-2312 

兵庫県加西市北条町北条308-1 

イオンモール加西北条ショッピングセンター1F 

TEL/FAX：0790-45-3792（内線546）

 

アクセスマップはこちら



サブウェイサブウェイサブウェイサブウェイ    イオンイオンイオンイオン小野店小野店小野店小野店    （（（（2012201220122012年年年年10101010月月月月13131313日日日日openopenopenopen））））

サンドイッチ等の販売・飲食業

 

〒675-1378 

兵庫県小野市王子町868-1 

イオン小野ショッピングセンター1F 

TEL/FAX：0794-88-8707

 

アクセスマップはこちら

 

コメダコメダコメダコメダ珈琲店珈琲店珈琲店珈琲店    泉大津店泉大津店泉大津店泉大津店

喫茶・飲食業

 

〒595-0031 

大阪府泉大津市我孫子2丁目5番2号 

TEL：0725-92-7480 FAX：0725-92-7481

http://www.komeda.co.jp/ 

（コメダ珈琲店公式サイト）

 

アクセスマップはこちら

コメダコメダコメダコメダ珈琲店珈琲店珈琲店珈琲店    金剛東店金剛東店金剛東店金剛東店    （（（（2012201220122012年年年年7777月月月月17171717日日日日openopenopenopen））））

喫茶・飲食業

 

〒584-0083 

大阪府富田林市小金台1丁目4番22号 

TEL：0721-26-9681 FAX：0721-26-9682

http://www.komeda.co.jp/ 

（コメダ珈琲店公式サイト）

 

アクセスマップはこちら



 

運輸安全運輸安全運輸安全運輸安全マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ内内内内容容容容

基本理念基本理念基本理念基本理念

輸送の安全の確保が経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主

導的な役割を果たす。

1.

輸送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、輸送の安全と向上を図る事を目的とする。2.

1.1.1.1.安全安全安全安全をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための方針方針方針方針

輸送の安全を確保が最も重要であることを徹底させる1.

コンプライアンスを基本とした関係法令及び安全管理規定の遵守2.

輸送の安全に関する計画の設定と社内外の研修の実施3.

輸送の安全における社内監査の実施（春・秋の２回）4.

協力会社との安全に対する取り組みの共有化を図る5.

2.2.2.2.安全安全安全安全にににに関関関関するするするする目標目標目標目標のののの設定設定設定設定

重点目標の設定1.

交通事故・・・42件

行政処分・・・0件

商品事故・・・829件（配送 116件、構内 713件）

飲酒（出庫～帰庫）違反・・・14件（飲酒チェックの100％受診）

稼動時間の適正化（320h/月は6回/年まで）・・・【3,516h/年間 

（293h/月）】

健康診断の100%受診

デジタルタコグラフ装着における目標設定 

●評価点 95.29 

●平均燃費 

2トン・3トン 5.75km/L 

4トン     4.80km/L 

11トン    3.45km/L

輸送の安全確保に関する投資2.

ドライブレコーダー導入計画

スピードリミッター機器装置導入（3トン、4トン）

全大型車両へのPCSやASV（先進安全自動車）システムの導入

車両仕様を改廃し、標準化と平準化を推進

新長期基準車への代替え計画

3.3.3.3.安全安全安全安全にににに関関関関するするするする教教教教育育育育とととと計計計計画画画画

交通事故撲滅に対する教育指導の徹底を行う 

・新人教育にてトラックの基礎知識（特性）を徹底的に教育する 

・新人教育については、初任診断及び社内研修を行い、慣れた時期に於いて再度側乗を行う。

（認知⇒判断⇒操作を確認する） 

・ベテラン乗務員に対しては、年/２回は必ず側乗を行い、指導を行う。（個人の癖を見極める） 

・全従業員に対し、追尾調査を行い、指導強化を図る。 

・運転以外の作業に意識を向けさせない為にキャビン内は常に必要以外の物は持ち込ませな

い。また、整理を徹底させる。 

・側乗の結果、客観的な解析結果と運転者自身による「自覚・感覚」等とを突き合わせ、双方に

て検証を行う。 

1.



商品事故撲滅に対する教育指導の徹底を行う 

・労災事故にも繋がる、パワーゲートよりの落下破損を撲滅 

・車両仕様に問題が無いかを協議し、問題があればすぐに改善を行う。 

・作業の漫然化を防ぐために、作業員からもヒヤリハット情報を収集し、対応策を記入し開示す

る。 

・ヒューマンエラーの撲滅を行う為に、リスク（危険因子）を発見し、改善を行う。

2.

安全が最優先であることへの意識の徹底 

・安全最優先への説明と法令順守の目的説明とその指導

3.

施策の進捗状況のチェック 

・運営管理会議での認識の共有化

4.

情報の伝達 

・掲示板の活用にて掲示

5.

教育、研修の充実 

・KYT、OJT、OFFJTの計画的実施 

・配送コースにおける危険場所の分析に伴う配車係や管理者の重点指導

6.

事故防止への取り組みの徹底 

・事故事例を公開し、事故原因の追及と再発防止対策を立て事故防止に努める

7.

事故防止体制の強化 

・部門会議にて意識の共通化と共有化を図る（1回/月 開催する） 

・自家用給油所の保守及び保全管理の徹底（南港物流センター、姫路営業所、新南港物流セン

ター、春日井営業所）

8.

安全パトロールの実施と指導 

・運行管理部による各営業所へ安全パトロールを行い、確認と指導を行う

9.

全営業所のGマーク取得・・・・春日井営業所 2014年取得目標 

・（南港物流センター2011年更新、姫路営業所2012年更新、奈良営業所2012年更新、新南港物

流センター2011年更新）

10.

管理者の資格取得に努める（運行管理者、乙種第４類危険物取扱、第一種衛生管理者）11.

社内監査の実施目的を配車係以上の全管理者全員への理解を深める12.

4.4.4.4.安全安全安全安全にににに関関関関するするするする方針方針方針方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、下記事項下記事項下記事項下記事項をををを実実実実施施施施

運転者に対する指導及び教育 

・健康診断の100％受診と受診結果に対する指導と記録保持（社

員・準社員・外部委託員） 

・新人乗務員への初任診断の受診及び6時間教育と側乗指導の

各記録保持 

・適性診断、適齢診断の予定表に基づく実施及び診断結果につ

いての指導と記録保持 

・事故惹起者への特定診断の実施と指導と記録保持 

・タイヤ止めの使用（各センター、各店舗他） 

・運転記録証明書を取り寄せ予防措置を講じる

1.

ヒヤリ・ハット体験の募集と活用 

・事故防止対策に努め、未然に事故を防いで行く

2.

運行管理者、整備管理者の資格更新（2年毎に更新） 

・運行管理者～整備管理者（各補助者）に対して責務や法令、輸送の安全確保に関する知識

の習得に努める

3.

デジタルタコグラフの活用 

・安全運転～燃費向上、及び環境問題における軽油使用削減に伴うＣＯ２削減を目的とした運

転の推進 

・稼働時間の適正化（320ｈ/月は6回/年まで）・・・・・【公出＝3回/月迄】

4.

事故・災害に関する報告連絡体制維持5.

安全に関する情報交換（ホームページへの掲載と更新）6.

事故事例を基に常に自分に置き換えさせ、自己防衛運転に努めさす7.

毎月提出される運行計画表に基づき、中身を吟味し、抑制と変更を協議する。8.

5.5.5.5.輸送輸送輸送輸送のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする反省事項反省事項反省事項反省事項とととと改善方法改善方法改善方法改善方法

車輌事故（人身事故）、交通違反等の事例経緯の分析（検証）を行い、対策に取り組む1.

事故に至った要因を分析し、事故事例と共に全員に告知する2.

事故処理の経緯確認及び終了確認を行う3.



今月今月今月今月のののの事故事故事故事故状状状状況況況況

コードコードコードコード・・・・所所所所属属属属部署部署部署部署 前年度前年度前年度前年度    25252525年度目標年度目標年度目標年度目標 2222月度現在月度現在月度現在月度現在

内内内内、、、、重大事故重大事故重大事故重大事故    

運輸局報告件運輸局報告件運輸局報告件運輸局報告件数数数数

20/20/20/20/南港南港南港南港営営営営業所業所業所業所 7 8 5 0

40/40/40/40/南港物流南港物流南港物流南港物流 8 2 6 1

50/50/50/50/姫姫姫姫路路路路営営営営業所業所業所業所 5 4 1 0

60/60/60/60/奈良奈良奈良奈良営営営営業所業所業所業所 6 9 2 0

70/70/70/70/新南港物流新南港物流新南港物流新南港物流CCCC 8 7 3 0

72/72/72/72/新南港物流新南港物流新南港物流新南港物流CCCC 5 4 2 0

80/80/80/80/春日井春日井春日井春日井営営営営業所業所業所業所 12 8 8 0

合計合計合計合計 51 42424242 27272727 1111



 

組織組織組織組織図図図図



緊急連絡網緊急連絡網緊急連絡網緊急連絡網

重大事故重大事故重大事故重大事故発発発発生時生時生時生時

労働労働労働労働災害事故災害事故災害事故災害事故発発発発生時生時生時生時



 

安全性優良事業所安全性優良事業所安全性優良事業所安全性優良事業所

社団法人 全日本トラック協会より交通安全対策への取り組みが評価され、下記の事業所が「安全性優良事

業所」として認定されました。現在も全事業所が取得するべく社員一丸となって推し進めています。 

2010201020102010年度更新年度更新年度更新年度更新：：：：姫姫姫姫路路路路営営営営業所業所業所業所・・・・奈良奈良奈良奈良営営営営業所 業所 業所 業所 

2012201220122012年度更新年度更新年度更新年度更新：：：：南港物流南港物流南港物流南港物流センターセンターセンターセンター・・・・新南港物流新南港物流新南港物流新南港物流センター センター センター センター 

高高高高いいいい評評評評価価価価とととと信信信信頼頼頼頼のののの証証証証しししし！！！！安全輸送安全輸送安全輸送安全輸送ををををリードリードリードリードするするするするＧＧＧＧマークマークマークマークとはとはとはとは・・・・・・・・・・・・

安全性に対する法令の遵守状況

事故や違反の状況

安全性に対する取り組みの積極性

さらに、 

運輸安全マネジメントの取組みや法に基づく認可申請、届け出、報告事項が適正にされてい

ること。

1.

社会保険などへの加入が適正になされていること。2.

などが総合的に評価され且つ継続性のある事業所が認定されます。 

したがって、 

このこのこのこの「Ｇ」「Ｇ」「Ｇ」「Ｇ」ののののシンボルマークシンボルマークシンボルマークシンボルマークはははは〔〔〔〔安全性安全性安全性安全性〕〕〕〕のののの証証証証ですですですです。。。。 



 

労働労働労働労働安全衛生安全衛生安全衛生安全衛生マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

スローガンスローガンスローガンスローガン    ＜＜＜＜安全安全安全安全はははは意識意識意識意識とととと知識知識知識知識とととと心心心心がけがけがけがけ＞＞＞＞

水間急配株式会社においては、厚生労働省労働基準局の指針（平成18年3月改正）に基づいて安全衛生水

準の向上を目指すと共に、労働者の＜健康と快適な職場の環境形成＞に寄与することを、安全衛生委員会

が中心となって、社長以下全員が一丸となって取り組んでいます。

基本的基本的基本的基本的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方

リスクアセスメントの実施

「ヒヤリハット」事例情報、事故事例、KYT（危険予知トレーニング）の事例等から、職場で起こるであろう危険

性、有害性を見つけ出し、リスクを見積り優先度を決めた上で、先手を打って対策を施し、リスクの除去・低減

措置を行い労働災害の減少に取り組んでいます。

 

産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり

厚生労働省の指針である労働災害防止計画（平成20年3月公示）に基づいて産業医等の選任の徹底、従業

員の健康診断100％受診、その結果に基づく健康管理の徹底、健康づくりのための施設を含む施設設備の改

善（受動喫煙防止対策など）を進めています。

 

安全衛生教育の推進

3H（はじめてのこと、久しぶりのこと、変更したこと）時の安全衛生教育の徹底。（雇い入れ時等）

 

労働労働労働労働安全衛生安全衛生安全衛生安全衛生マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントにににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

水間急配株式会社においては、労働の安全を確保するために、以下のとおりに、全員一丸となって取り組ん

で参ります。

1.1.1.1.労働労働労働労働のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針

代表取締役社長は、労働の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において労働の安

全の確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、営業所における労働に関する声に真摯に耳を傾ける

など、現業部門の状況を十分に踏まえつつ、役職員に対して労働の安全の確保が最も重要であるという意識

を徹底させます。

2.2.2.2.安全方針安全方針安全方針安全方針およびおよびおよびおよび安全目標安全目標安全目標安全目標

安全方針 『労働安全で、社会に貢献する』 

安全目標 『労災件数の5割削減』と『過労運転の撲滅』

3.3.3.3.目標達成目標達成目標達成目標達成のためののためののためののための計計計計画画画画

安全衛生管理体制の見直しと、権限の範囲明確化、過労運転の撲滅、個人別稼働記録を作成

し、個人指導をする。

1.

運転手の教育計画、『運転適性検査』の年間計画を作成し、社員、準社員、委託社員、外部委

託社に受講させる。

2.

労働安全衛生マネジメント実施規定、運転手マニュアル作成3.

ハザードマップの作成4.



4.4.4.4.労働労働労働労働安全衛生安全衛生安全衛生安全衛生にににに関関関関するするするする情報交換方法情報交換方法情報交換方法情報交換方法、、、、及及及及びびびび指揮命令組織指揮命令組織指揮命令組織指揮命令組織

労災事故事例の情報交換を運営管理会議にて、毎月行う。1.

各統括運行管理者の主催の部門会議にて、労災事故検証を行う。2.

道路状況、及び季節対応の情報を共有化する。3.

安全衛生管理体制の組織図を再度作成する。4.

5.5.5.5.労働労働労働労働安全衛生安全衛生安全衛生安全衛生にににに関関関関するするするする反省事項反省事項反省事項反省事項

労働安全衛生マネジメントの実施状況などを事後チェックし、改善の有無を検証する。1.

安全方針、目標、計画の取り組み状況を定期的にチェックし、安全対策上の問題を把握する。2.

6.6.6.6.労働労働労働労働安全衛生安全衛生安全衛生安全衛生にににに関関関関するするするする反省事項反省事項反省事項反省事項にににに対対対対するするするする改善方法改善方法改善方法改善方法

反省項目に対する改善方法、チェックにより把握した改善方法を、後日社内及び営業所に掲示

する。

1.

すべての取り組みは適切に記録し、3年間保管する。2.

7.7.7.7.添付書類添付書類添付書類添付書類

安全衛生管理体制表1.

労働安全衛生マネジメントに関する予算等の実績 

   従業員教育関係予算  3,150,000円/年

2.

労働安全衛生マネジメント実施規定3.

8.8.8.8.施設施設施設施設・・・・車車車車両両両両のののの保全保全保全保全

安全を考えるとき、施設の設備保全と車両の機能維持が優先される。1.

当社施設として、下記の施設保全維持・車両管理を行うために、車両担当者・設備管理者を選

任し、月次にて維持管理体制を構築する。

2.

南港物流センター、本社共同施設 

    1F建物（ドックシェルター、テーブルリフト、篭車、エレベーター等）、1F事務所、 

    2F建物事務所、車庫導線、車両、軽油スタンド等有り

姫路営業所 

    事務所、車庫導線、車両、軽油スタンド等有り

新南港物流センター 

    1F建物（ドックシェルター、テーブルリフト、フォークリフト、篭車）、 

    1F事務所、2F建物事務所、車庫導線、車両等有り

奈良営業所 

    万代斑鳩センター内2F事務所、車庫導線、フォークリフト、車両

春日井営業所 

    1F事務所、2F事務所、車庫導線、篭車、軽油スタンド等有り



 

本社周本社周本社周本社周辺辺辺辺地地地地図図図図

水間急配水間急配水間急配水間急配へのへのへのへの道順道順道順道順

大阪大阪大阪大阪駅駅駅駅からからからから都市交通都市交通都市交通都市交通をををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合

地下鉄四つ橋線で「西梅田」駅から「住之江公園」駅下車。  

ニュートラムに乗り換え「住之江公園」駅から「南港口」駅下車。 

進行方向右側へ出て、進行方向沿いに二筋目の交差点を渡って右へ、 一筋目の角を左へ。一筋目の角。 


