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代表取締役社長 岡野 修明

関東運輸は低温物流を通して、食品の安全と安心を支え、社会貢献を目指す会
社です。

取引先の多様化するニーズを察知し、高品質な配送及び保管仕分業務を提供し
ます。同時に顧客満足を常に意識し、高度化する要求にしなやかに対応します。ま
た、配送ネットワーク拡充に向けて協働頂いている協力会社のご支援を受けて、安
定した効率的配送の実現に取り組みます。

上述の経営方針を着実に推進する為に、物流を支える人材育成は極めて重要と
考え、各層毎の社内研修を強化して参ります。また、当社の将来に向けて、従業員
満足はとても重要なコンセプトですので、折に触れ社員の意見に耳を傾け、経営を
進めたき所存です。

来年度には当社創業65周年を迎えますが、更なる成長実現に向けて、全社一丸
となって邁進して参ります。

皆様よりのご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

はじめに
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『関東運輸グループの経営理念』

使 命 低温物流を通して、顧客に満足いただける最高のサービスを提供し、社会に貢献します。
目指す会社像 顧客ニーズに応え、新たな価値を創造する物流企業を目指します。
行 動 指 針 コンプライアンスを遵守し、企業としての社会的責任を果たします。

常に顧客満足を意識し、迅速且つ安全なサービスを提供します。
社員が安全に働ける環境を整備し、人材育成に注力します。
常に謙虚で、お互いを尊敬しあう職場を目指します。

会 社 商 号 関東運輸株式会社 事 業 内 容 1）一般貨物自動車運送事業
資 本 金 90,000千円 2）自動車運送取扱事業
売 上 高 グループ合計 23,127百万円 （2019年3月期） 3）倉庫業（冷蔵・冷凍・常温）
従 業 員 数 グループ合計 1,892名（2019年10月末現在） 主たる輸送品目 フローズン、チルド製品、生鮮、生肉、
保有車両台数 グループ合計 837台（2019年10月末現在） 牛乳、乳製品、乳牛用飼料

主 要 取 引 先
・赤城酪農業協同組合連合会 ・株式会社旭フーズ ・イセデリカ株式会社
・イセ食品株式会社 ・伊藤ハム株式会社 ・エア・ウォーター物流株式会社
・江崎グリコ株式会社 ・株式会社エス・インターナショナル ・株式会社エルビー
・株式会社エルマ ・カゴメ株式会社 ・株式会社関越物産
・関東商事株式会社 ・共進運輸株式会社 ・キリンビバレッジ株式会社
・株式会社グローバルフレッシュサプライ ・群馬県牛乳販売農業協同組合連合会 ・群馬中央酪農協同組合
・株式会社コノミヤ ・株式会社シャトレーゼ ・JA高崎ハム株式会社
・株式会社昭和 ・株式会社新進 ・株式会社セントラルカッティング
・全農物流株式会社 ・大東食研株式会社 ・タカナシ販売株式会社
・滝沢ハム株式会社 ・タマムラデリカ株式会社 ・株式会社ニチレイフレッシュ
・日清エンタープライズ株式会社 ・日清ヨーク株式会社 ・日清食品チルド株式会社
・日清食品冷凍株式会社 ・株式会社セブン・イレブン・ジャパン ・物産ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
・プライフーズ株式会社 ・株式会社フレッセイ ・株式会社ベイシア
・三菱食品株式会社 ・明治飼糧株式会社 ・明治ロジテック株式会社
・森永乳業株式会社 ・ヤマエ久野株式会社 ・株式会社雪国まいたけ
・株式会社ヨコオデイリーフーズ ・リテールシステムサービス株式会社 ・リンク＆リンケージ株式会社
・ロイヤルデリカ株式会社 （50音順）※敬称略

会社概要



青森営業所

八戸営業所

岩手営業所

色麻営業所
仙台低温センター
仙台卸町センター
仙台営業所

福島営業所

泉川運輸本社
泉川営業所
栃木岩舟センター

茨城営業所
共配水戸事業所
小美玉営業所
龍ヶ崎センター

関東運輸株式会社
本社

岐阜営業所

加須営業所
千葉センター
首都圏センター
戸田営業所
営業推進部東京事務所
狭山センター

－ 県央センター
－ 食品集約センター
－ 伊勢崎低温センター
－ 共配群馬事業所
－ ケーシーエス本社
－ 群馬共配センター
－ 泉川運輸 群馬営業所
－ 城南センター
－ 力丸センター
－ 館林センター

新潟営業所

沼田営業所

－ 大阪高速乳配本社
－ 大阪物流センター
－ 大阪第２センター

広島営業所

朝来営業所
三木営業所

九州営業所
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事業所一覧

関東運輸株式会社

住所 電話番号

本社 群馬県前橋市下佐鳥町468-1 027-265-1112

<事務所・営業所>

東京事務所 東京都千代田区神田須田町1-18 飯田ビル3階 03-6206-8220

青森営業所 青森県青森市柳川2-11-11 017-752-6477

八戸営業所 青森県八戸市北白山台2-6-27 0178-70-2350

岩手営業所 岩手県盛岡市羽場10地割1-8 019-681-1748

仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-4-16 022-231-0479

色麻営業所 宮城県加美郡色麻町黒沢字切付7-10 0229-66-1171

福島営業所 福島県本宮市荒井字青田原209-8 0243-24-1180

新潟営業所 新潟県新潟市南区大通南6-971-1 025-370-6251

小美玉営業所 茨城県小美玉市栗又四ヶ2397-14 0299-26-6366

茨城営業所 茨城県那珂郡東海村石神外宿2567-2 029-270-5031

沼田営業所 群馬県沼田市横塚町569 027-830-2151

戸田営業所 埼玉県戸田市氷川町3-4-15 048-444-0633

加須営業所 埼玉県加須市下三俣968 0480-69-2152
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事業所一覧

<物流センター>

仙台低温センター 宮城県仙台市宮城野区苦竹4-1-12 022-231-0478

仙台卸町センター 宮城県仙台市若林区卸町5-7 022-290-0087

龍ヶ崎センター 茨城県龍ヶ崎市白羽4-5-6 0297-60-1235

千葉センター 千葉県千葉市美浜区高浜2-2-1 043-307-3576

城南センター 群馬県前橋市飯土井町1241 027-268-4848

力丸センター 群馬県前橋市力丸町469 027-268-4848

県央センター 群馬県佐波郡玉村町上福島765 0270-64-7360

食品集約センター 群馬県佐波郡玉村町上福島66-2 0270-30-2230

館林センター 群馬県邑楽郡千代田町鍋谷35-1 0276-80-5055

伊勢崎低温センター 群馬県伊勢崎市八斗島町938-1 0270-32-1611

狭山センター 埼玉県狭山市広瀬台2丁目5-15 04-2941-2381

首都圏センター 埼玉県蓮田市井沼505-1 048-766-1766

<コンビニ配送事業所>

共配群馬事業所 群馬県佐波郡玉村町樋越932-6 0270-65-3335

共配水戸事業所 茨城県笠間市安居2692-14 0299-56-4082
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事業所一覧

◆ グループ会社一覧

ケーシーエス株式会社

本社 群馬県佐波郡玉村町樋越932-6 0270-61-6711

群馬共配センター 群馬県佐波郡玉村町上福島347 0270-65-8977

株式会社泉川運輸

本社 栃木県栃木市泉川町556-1 0282-20-7260

群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町樋越11-1 0270-75-4113

栃木岩舟センター 栃木県栃木市岩舟町静戸字鎧ヶ渕492-3 0282-21-7463

大阪高速乳配株式会社

本社 大阪府高槻市南庄所町23-1 072-668-6000

大阪物流センター 大阪府高槻市南庄所町23-1 072-668-6004

大阪第二センター 大阪府高槻市登町28-1 072-668-6026

岐阜営業所 岐阜県安八郡安八町牧4510-1 0584-84-8100

三木営業所 兵庫県神戸市西区高塚台7-1 関西グリコ㈱神戸ファクトリー内 078-997-2814

朝来営業所 兵庫県朝来市和田山町筒江字中山165-1 079-674-1890

広島営業所 広島県広島市安佐南区八木町188-3-1 082-873-7621

九州営業所 佐賀県神埼市神崎町竹4748-1 0952-52-7015
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【トレーラー】

トレーラー特徴：2エバー2層
(F/F・F/C対応）

【冷蔵・冷凍車】

10ｔ車特徴 ：1エバー2層式
（F/F･F/C対応）

2ｔ～8ｔ車特徴：1エバー1層式
（F／C対応）

当社の車両のご案内

トラクタヘッド 77台 2～4ｔ 259台 （最大積載量 2,850kg）

タンクローリー 33台 （最大積載量 20,000kg） 5～8ｔ 76台 （最大積載量 6,800kg）

20Fシャーシ 7台 10ｔ 177台 （最大積載量 12,700kｇ）

40Fシャーシ 31台 コンビニ配送車 151台

トレーラー平ボディ 5台 （最大積載量 21,000kg） その他 34台

冷凍車リアカー 23台 （最大積載量 25,000kg）

1,100mm×1,100ｍｍサイズパレット 24枚積載



「食の安全」と「食の鮮度」を保証する輸送サービス

「食の安全」と「食の鮮度」を徹底的に追求した当社の輸送サービスは、24時間365日対応できる体制を整えております。

鮮度を保ち、「食の安全・安心」をお届けすることが当社の使命です。

フローズン・チルド製品・生鮮・生肉（冷凍・冷蔵・常温の3温度帯対応）

関東運輸グループでは、冷凍食品や生鮮食品などの冷凍・冷蔵輸送をいち早く手がけ、今日では輸送サービスのコア業務の一角を占
めているとともに、今後も需要が高まると予想されますので、これからも鮮度を守った「安全・安心」をお届けする輸送に磨きをかけ
てまいります。

輸送サービス

牛乳・乳製品・乳牛用飼料
配合飼料・牛乳輸送の老舗企業として60年以上にわたり、群馬県内配合飼料の供給や集乳等を主要業務として行い、「健康な乳牛を

育むこと、そして新鮮な牛乳をお届けすること」だけでなく近隣他県の酪農家様とも深く関わり、当社の成長に大きく携わってまいり
ました。



センター運営サービス
「高度なシステム」による物流センターサービス

低温管理が必要な商品を中心に、物流センターの運用とエリア配送業務を行っています。

高度な商品管理と高度な物流システム、永く培ってきた経験に基づくノウハウにより、24時間・365日休むことなく「安全・安心なサー
ビス」を通じて社会に貢献致します。

最新の設備・アクセスに優れた立地

関東運輸では、最新の設備を備えた物流センターを東日本中心に配備しており、いずれも高速道路の利点を最大に活かした交通アクセ
スに優れた立地を確保しております。

設備

冷蔵・冷凍・ドライ商品に適した温度管理を可能とする物流センターを用意しております。

徹底した在庫管理と賞味期限管理を行うための倉庫業務システムにより、「食の安全」を追及しており、ドックシェルター・エアシャ
ワーなどの設備を併設し商品のクオリティを保ちます。

エアシャワー ダムウェーター ドックシェルター
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本社・事務所

関東運輸本社 東京事務所

【面積】
敷地面積 17,733.00㎡（5,364.23坪）
事務棟 644.07㎡ （194.83坪）
休憩棟 320.56㎡ （96.97坪）
整備工場 493.00㎡ （149.13坪）
車庫・倉庫 1,071.00㎡ （323.98坪）
駐車場① 15,639.10㎡（4,730.83坪）
駐車場② 1,125.00㎡ （340.31坪）
駐車場③ 1,037.58㎡ （313.87坪）

所在地：群馬県前橋市下佐鳥町468-1
TEL：027-265-1112
FAX：027-265-6255（1F）
FAX：027-265-1410（2F）

所在地：東京都千代田区神田須田町1丁目18番地
飯田ビル3F

TEL：03-6206-8220
FAX：03-6206-8221

【面積】
事務所 182.47㎡（55.20坪）
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青森営業所

八戸営業所

所在地：青森県青森市柳川2-11-11
TEL：017-752-6477
FAX：017-752-6508

所在地：青森県八戸市北白山台2-6-27
TEL：0178-70-2350
FAX：0178-70-2353

岩手営業所

所在地：岩手県盛岡市羽場10地割1-8
TEL：019-681-1748
FAX：019-681-1747

【面積】
敷地面積 4,072.00㎡（1,231.78坪）
冷蔵庫 115.70㎡ （35.00坪）
冷凍庫 43.00㎡ （13.01坪）
常温庫 53.48㎡ （16.18坪）
事務所 246.18㎡ （74.47坪）
その他 87.10㎡ （26.35坪）

【面積】
敷地面積 4,132.03㎡（1,249.94坪）
延床面積 1,514.75㎡ （458.21坪）
冷蔵庫 211.57㎡ （64.00坪）
冷凍庫 234.71㎡ （71.00坪）
常温庫 223.80㎡ （67.70坪）
前室 181.82㎡ （55.00坪）
事務所 394.38㎡ （119.30坪）

【面積】
冷蔵庫 359.70㎡ （108.80坪）
冷凍庫 178.20㎡ （53.90坪）
常温庫 142.00㎡ （42.95坪）
事務所 42.00㎡ （12.70坪）

営業所
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仙台営業所

所在地：宮城県仙台市宮城野区日の出町2-4-16
TEL：022-231-0479
FAX：022-231-0782

色麻営業所

所在地：宮城県加美郡色麻町黒沢字切付7-10
TEL：0229-66-1171
FAX：0229-66-1172

福島営業所

所在地：福島県本宮市荒井字青田原209-8
TEL：0243-24-1180
FAX：0243-24-1140

【面積】
敷地面積 3,844.24㎡（1,162.88坪）
倉庫 32.76㎡ （9.90坪）
駐車場 58.70㎡ （17.75坪）
事務所1F 65.41㎡ （19.78坪）
事務所2F 65.41㎡ （19.78坪）

【面積】
敷地面積 950.25㎡ （287.45坪）
駐車場 912.16㎡ （275.93坪）
事務所 38.09㎡ （11.52坪）

【面積】
敷地面積 6,012.07㎡（1,818.65坪）
延床面積 2,636.98㎡ （797.69坪）
冷蔵庫 1,128.60㎡ （341.40坪）
冷凍庫 577.50㎡ （174.69坪）
事務所 94.98㎡ （28.73坪）



小美玉営業所

所在地：新潟県新潟市南区大通南6-971-1
TEL：025-370-6251
FAX：025-370-6257

新潟営業所

所在地：茨城県小美玉市栗又四ヶ2397-14
TEL：0299-26-6366
FAX：0299-26-6355

茨城営業所

所在地：茨城県那珂郡東海村石神外宿2567-2
TEL：029-270-5031
FAX：029-282-3955

【面積】
敷地面積 1,828.00㎡（522.97坪）
延床面積 62.17㎡ （18.80坪）
事務所① 40.90㎡ （12.37坪）
駐車場① 1,412.50㎡（428.00坪）
事務所 119.00㎡ （36.00坪）
倉庫 221.49㎡ （67.00坪）
駐車場② 991.74㎡（300.00坪）

【面積】
敷地面積 2,519.00㎡（762.00坪）
倉庫 99.37㎡ （30.06坪）
駐車場① 2,350.91㎡（711.15坪）
駐車場② 1,000.00㎡（302.50坪）
事務所 137.44㎡ （41.58坪）

【面積】
敷地面積 2,122.00㎡（641.90坪）
駐車場 1,924.89㎡（582.28坪）
事務所 167.69㎡ （50.72坪）



沼田営業所

所在地：群馬県沼田市横塚町569
TEL：027-830-2151
FAX：027-830-2152

戸田営業所

【面積】
冷蔵庫 14,905.13㎡（4,508.81坪）
駐車場① 144.00㎡ （43.56坪）
駐車場② 912.80㎡ （276.12坪）
事務所 976.30㎡ （295.33坪）

加須営業所

所在地：埼玉県加須市下三俣968
TEL：0480-69-2152
FAX：0480-68-4875

【面積】
敷地面積 2,286.73㎡ （691.74坪）
倉庫① 658.20㎡ （199.11坪）
倉庫② 220.95㎡ （66.84坪）
駐車場 1,206.97㎡ （365.11坪）
事務所 27.02㎡ （8.17坪）

所在地：埼玉県戸田市氷川町3-4-15
TEL：048-444-0633
FAX：048-432-0233

【面積】
敷地面積 27,109.78㎡（8,200.70坪）
冷蔵庫1F 2,476.03㎡ （749.00坪）
常温庫2F 684.29㎡ （207.00坪）
駐車場 1,187.50㎡ （359.22坪）



仙台低温センター

仙台卸町センター

所在地：宮城県仙台市宮城野区苦竹4-1-12
TEL：022-231-0478
FAX：022-231-0480

所在地：宮城県仙台市若林区卸町5-7
TEL：022-290-0087
FAX：022-237-2301

龍ヶ崎センター

所在地：茨城県龍ヶ崎市白羽4-5-3
TEL：0297-60-1235
FAX：0297-64-6981

【面積】
敷地面積 7,259.51㎡（2,196.00坪）
冷蔵庫1F 1,177.36㎡ （356.67坪）
冷凍庫1F 458.00㎡ （138.79坪）
常温庫1F 238.00㎡ （72.12坪）
食品加工場1F 222.23㎡ （67.22坪）
事務所1F 941.80㎡ （284.89坪）
賃貸物件2F 231.08㎡ （69.90坪）

【面積】
延床面積 4,874.03㎡（1,474.39坪）
冷蔵庫 1,110,74㎡ （336.00坪）
冷凍庫 1,269.42㎡ （384.00坪）
常温庫 899.17㎡ （272.00坪）

【面積】
冷蔵庫 1,402.50㎡ （424.26坪）
事務所 53.60㎡ （16.21坪）

物流センター



千葉センター

所在地：千葉県千葉市美浜区高浜2-2-1
TEL：043-307-3576
FAX：043-307-3586

城南センター

所在地：群馬県前橋市飯土井町1241
TEL：027-268-4848
FAX：027-268-4741

力丸センター

所在地：群馬県前橋市力丸町469
TEL：027-265-2388
FAX：027-265-2389

【面積】
敷地面積 14,030.14㎡（4,244.12坪）
冷蔵庫 1,294.01㎡ （391.44坪）
常温庫 5,832.00㎡（1,764.18坪）
事務所 96.00㎡ （29.04坪）

【面積】
敷地面積 9,601.65㎡（2,904.50坪）
倉庫① 2,788.03㎡ （843.38坪）
倉庫② 2,874.57㎡ （869.56坪）
事務所 241.12㎡ （72.94坪）

【面積】
冷蔵庫 1,719.01㎡ （520.00坪）
冷凍庫 132.23㎡ （40.00坪）
常温庫 462.81㎡ （140.00坪）
事務所 330.58㎡ （100.00坪）



県央センター

所在地：群馬県佐波郡玉村町上福島765
TEL：0270-64-7360
FAX：0270-64-7362

食品集約センター

所在地：群馬県佐波郡玉村町上福島66-2
TEL：0270-30-2230
FAX：0270-64-8110

館林センター

所在地：群馬県邑楽郡千代田町鍋谷35-1

TEL：0276-80-5055

FAX：0276-80-5056

【面積】
敷地面積 14,369.00㎡（4,346.62坪）
冷蔵庫1F 2,970.00㎡ （898.43坪）
冷凍庫2F 2,970.00㎡ （898.43坪）
常温庫2F 2,640.00㎡ （798.60坪）

【面積】

敷地面積 12,534.30㎡（3,791.63坪)

冷蔵庫 3,364.62㎡（1,017.80坪）

冷凍庫 357.02㎡ （108.00坪)

常温庫① 360.00㎡ （108.90坪)

常温庫② 1,382.18㎡ （418.11坪）

事務所 192.00㎡ （58.08坪）

【面積】
敷地面積 3,344.58㎡（1,013.50坪）
倉庫①1F 1,066.79㎡ （322.70坪）
倉庫①2F 44.87㎡ （13.57坪）
倉庫② 161.05㎡ （48.72坪）



伊勢崎低温センター

所在地：群馬県伊勢崎市八斗島町938-1
TEL：0270-31-1611

首都圏センター

所在地：埼玉県蓮田市井沼505-1
TEL：048-766-1766
FAX：048-766-1768

【面積】
敷地面積 7,701.50㎡（2,329.70坪）
冷蔵庫1F 3,445.77㎡（1,042.35坪）
冷凍庫2F 3,445.77㎡（1,042.35坪）
冷蔵庫地下 3,523.01㎡（1,065.71坪）

【面積】
敷地面積 5,262.23㎡（1,591.82坪）
倉庫①冷蔵庫 1,663.97㎡ （503.35坪）
倉庫②冷凍庫 961.39㎡ （290.82坪）

狭山センター

所在地：埼玉県狭山市広瀬台2丁目5-15

TEL：04-2941-2381

FAX：04-2941-2391

【面積】

敷地面積 16,036.00㎡（4,851.00坪）

延床面積 20,076.00㎡（6,073.00坪）

冷蔵庫1F 3,907.00㎡（1,182.00坪）

冷蔵庫2F 1,055.00㎡ （319.00坪）

冷蔵庫3F 1,517.00㎡ （459.00坪）

冷凍庫2F 6,050.00㎡（1,830.00坪）

冷凍庫3F 5,412.00㎡（1,637.00坪）

常温庫1F 684.00㎡ （207.00坪）

パーシャル庫1F 1,451.00㎡ （439.00坪）



共配群馬事業所 共配水戸事業所

所在地：群馬県佐波郡玉村町樋越932-6
TEL：0270-65-3335
FAX：0270-65-3714

【面積】
駐車場 2,108.73㎡（637.89坪）

所在地：茨城県笠間市安居2692-14
TEL：0299-56-4082
FAX：0299-56-4083

【面積】
事務所 50.55㎡ （15.29坪）
駐車場 448.00㎡（135.50坪）

コンビニ配送事業所



群馬共配センター

【面積】
敷地面積 10,685.40㎡（3,232.33坪）
冷蔵庫 1,329.90㎡ （402.29坪）
米飯庫 372.90㎡ （112.8坪）
事務所 231.00㎡ （69.88坪）

「高度なシステム」による共同配送センターサービス

低温管理が必要な商品を中心に、共同配送センターの運用とエリア配送業務を運用しており保管・ピッキング・出荷システムにより
運用し、高度な商品管理と高度な配送システム、そして長い経験に基づくノウハウにより24時間・365日休むことなく営業を続けるコン
ビニエンス・ストアを強力にサポートしております。

現在、群馬県に共同配送センターを配置し、配送センター業務と配送業務を一貫したサービスを提供しており、そのサービスレベル
に対して高い評価を頂いております。

ケーシーエス本社

所在地：群馬県佐波郡玉村町上福島347
TEL：0270-65-8977
FAX：0270-65-9252

所在地：群馬県佐波郡玉村町樋越932-6
TEL：0270-61-6711
FAX：0270-65-3714

【面積】
事務所 49.59㎡ （15.00坪）

グループ会社



泉川本社

泉川群馬営業所

所在地：栃木県栃木市泉川町556-1
TEL：0282-20-7260
FAX：0282-20-7261

所在地：群馬県佐波郡玉村町樋越11-1
TEL：0270-75-4113
FAX：0270-75-4114

栃木岩舟センター

所在地：栃木県栃木市岩舟町静戸字鎧ヶ渕492-3
TEL：0282-21-7463
FAX：0282-21-7464

【面積】
事務棟 135.88㎡ （41.10坪）
休憩棟 106.92㎡ （32.34坪）
駐車場① 295.00㎡ （89.23坪）
駐車場② 977.94㎡ （295.82坪）

【面積】
敷地面積 94,034.00㎡（28,445.00坪）
冷蔵庫 3,569.42㎡ （1,079.75坪）
常温庫 1,300.00㎡ （393.25坪）
パーシャル庫 330.58㎡ （100.00坪）
事務棟 33.06㎡ （10.00坪）

【面積】
事務棟 125.56㎡ （37.98坪）



大阪高速乳配（株）本社・大阪物流センター

所在地：大阪府高槻市南庄所町23-1
TEL：072-668-6005
FAX：072-668-6013

【面積】
敷地面積 22,578.68㎡（6,830.05坪）
A棟冷蔵庫 4,404.80㎡（1,332.45坪）
B棟冷蔵庫 2,392.00㎡ （723.58坪）
B棟冷凍庫 60.90㎡ （18.42坪）
C棟常温庫 1,015.00㎡ （307.04坪）

大阪高速乳配の配送サービスの特徴

温度記録装置を装着した冷凍冷蔵車による乳製品や食品の幹線輸送、地場配送を行っています。

徹底した温度管理の下、お客様のご要望に合わせて西は九州から東は東北地方まで毎日運んでいます。

24時間365日適切に温度管理された5か所の冷蔵倉庫を西日本で運営しており関東運輸グループの営業拠点を組み合わせ、

タイムリーな輸送サービスを日々提供することによりお客様のビジネス拡大と効率化をお手伝いさせていただきます。



（新）大阪高速乳配㈱本社・大阪物流センター（仮称）

所在地：大阪府交野市星田北4丁目4548番8

【面積】
敷地面積 35,635.42㎡（10,779.71坪）
延床面積 80,661.39㎡（24,400.70坪）
賃貸床面積 71,017.30㎡（21,482.73坪）
※内1階全区画（約5,000坪）を賃貸予定（下記内訳）
冷蔵庫① 2,885.95㎡ （873.00坪）
冷蔵庫② 2,740.49㎡ （829.00坪）
冷凍庫 3,282.64㎡ （993.00坪）
常温庫 3,540.49㎡ （1,071.00坪）

・2021年1月に竣工し、3月より運用開始予定。

・第二京阪道路「交野南」ICより約1.0kmに位置し、

近畿圏へのアクセスも良好。

・冷蔵、冷凍、常温の3温度帯に対応。

・接車バース数 4t×23、10t×30 の合計53基

・貨物用エレベーター×8基、ドッグレベラー×各4基（1,2,3階）

【ロケーション】
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