
 

 

■ 国内

■資  本  金 1,272億3,400万円 ■代表者 長尾 裕 

■本   社  〒105-0003 東京都港区西新橋1-24-14 西新橋1丁目ビル（本社機能） 

〒104-8125 東京都中央区銀座2-16-10（本店所在地） 
☎03-3541-4141（代） 

 

■資  本  金 2,000万円 ■代表者 樽見 宏 
■本   社  〒170－0005  東京都豊島区南大塚3-33-1JR大塚南口ビル8階 

☎03-6756-9625（代） 

■主な事業 テレマーケティングサービス事業 

 

■資  本  金 5,000万円 ■代表者 赤嶺 真一 

■本   社  〒901－0306  沖縄県糸満市西崎町4-21-3 
☎098-840-3580（代） 

■主な事業 沖縄県内における「宅急便」など各種輸送に関わる事業 

 

■資  本  金 1億円 ■代表者 大下 義美 
■本   社  〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6 PMO新日本橋4階 

☎03-6478-0001（代） 
■主な事業 ダイレクトマーケティング事業、ダイレクトメール発送代行業 

■資  本  金 2,000万円 ■代表者 坂井 正彦 

■本   社  〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町1-2-12 
☎ 078-303-7008（代） 

■主な事業 全国幹線輸送 

■資  本  金 9,600万円 ■代表者 三浦 武 

■本   社  〒612-8246 京都府京都市伏見区横大路芝生10-1 
ヤマトグループ京都物流ターミナル４階 
☎075-603-1101（代） 

■主な事業 全国幹線輸送 

■資  本  金 2,000万円 ■代表者 中根 正隆 

■本   社  〒432－8063  静岡県浜松市南区小沢渡町3 
☎053-445-3700（代） 

■主な事業 二輪車、四輪車ならびに部品の分解及び組立・梱包・ 
輸送の業務 

 

■資  本  金 ４億円 ■代表者 平塚 俊彦 

■本   社  〒104-0044 東京都中央区明石町6-26 KPP明石町ビル4階 
☎03-5565-0211（代） 

■主な事業 JITBOXチャーター便による企業向け貨物輸送サービス事 
業、全国幹線輸送 

 

■資  本  金 18億円 ■代表者 栗丸 信昭 
■本   社  〒104－6134 東京都中央区晴海1-8-11 

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟 

☎03-6333-0120（代） 
■主な事業 ネットワーク業務、コンピュータ利用システムの研究・開 

発・情報の提供及びコンサルティング業務、ソフトウェア 
の開発ならびに器機の販売およびオンラインサービス 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■資  本  金 5億円 ■代表者 本山 裕二 

■本   社  〒171-0033 東京都豊島区高田3-15-10 
☎03-5956-7711（代） 

■主な事業 クレジットファイナンス事業 

■資  本  金 3,000万円 ■代表者 金井 宏芳 

■本   社  〒104-0041 東京都中央区新富1丁目18番8号 
☎03-5117-8900（代） 

■主な事業 自動車整備事業、燃料油脂・自動車用部品の販売業務、 
冷凍・冷蔵機器及び荷役用運搬機器の修理、 
損害保険及び生命保険代理業 

■資  本  金 100万円 ■代表者 金井 宏芳 

■本   社  〒024-0014 岩手県北上市流通センター17-3 
☎0197-68-2774（代） 

■主な事業 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、 
フォークリフト・車両系建設機械等の修理および検査業務 

 

■資  本  金 3,000万円 ■代表者 金井 宏芳 

■本   社  〒950-1104 新潟県新潟市西区寺地123-3 
☎025-377-1212（代） 

■主な事業 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、 
燃料油脂・自動車用部品の販売業務、冷凍・冷蔵機器及び 
荷役用運搬機器の修理、損害保険及び生命保険代理業 

 

■資  本  金 100万円 ■代表者 金井 宏芳 

■本   社  〒764-0017 香川県仲多度郡多度津町西港町31 
☎0877-56-6932（代） 

■主な事業 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、 
フォークリフト・車両系建設機械等の修理および検査業務 

 

■資  本  金 3,000万円 ■代表者 金井 宏芳 

■本   社  〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地6 
☎098-840-8880（代） 

■主な事業 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、 
燃料油脂・自動車用部品の販売業務、冷凍・冷蔵機器 
及び荷役用運搬機器の修理、損害保険及び 
生命保険代理業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

■資  本  金 1億5,000万円 ■代表者 小祝 珠樹 

■本   社  〒103－0027 東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビル6階 

☎03-6671-8780（代） 
■主な事業 運送・物流業界向け人材派遣業、運転適性診断事業 

 

■資  本  金 1億1,200万円 ■代表者 広田 敏克 

■本   社  〒105－0012  東京都港区芝大門2-12-9 HF浜松町ビルディング２階 
☎03-5408-5790（代） 

■主な事業 航空運送代理店業、貨物自動運送業、貨物利用運送業 
 

■資  本  金 2億3,000万円 ■代表者 岩崎 納樹 

■本   社  〒101-0033  東京都千代田区神田岩本町1-14 KDX秋葉原ビル７F 
■主な事業 フランチャイズシステムによるコンサルティング事業 

 

■資  本  金 2億円 ■代表者 江浦 聖治 

■本   社  〒104-8125 東京都中央区銀座2-16-10 ヤマト運輸本社ビル5階 
☎03-3543-1067（代） 

■主な事業 パンの製造及び販売、コーヒーショップの経営、 
ベーカリー及びカフェの加盟店への経営・運営支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

■ 海外 

■資  本  金 US$4,659,000 ■代表者 水島 浩之 

■本   社  1055 W. Victoria Street Compton, CA 90220-5804 U.S.A. 

☎（1）424-529-5000（代） 

■主な事業 北米における航空・海上貨物・国際引越の取扱及び輸出入通関業務 

■資  本  金 MXN10,460,000 ■代表者 水島 浩之 

■本   社  Av.Rio Seguro It. B Mz.G No.6, Esq. Rio  

Mississippi, Parque Teacnoindustrial Castro Del 

Rio, C.P. 36810, Irapuato, Gto., Mexico 

 ☎（52）462-6937-101（代） 
■主な事業 海外引越業務、国際フォワーディング業務、国際フォワーディング 

業務に付随する国内配送ロジスティクス業務 

■資  本  金 EUR2,904,193.38 ■代表者 田中 邦宙 

■本   社  Capronilaan 22 1119 Ns, Schiphol-rijk, The Netherlands 

☎（31）20-316-6866（代） 

■主な事業 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業、物品販売業、倉庫業 

■資  本  金 RMB74,488,500 ■代表者 神山 雄一 
■本   社  501, Singular Mansion, 322 Xianxia Road, Shanghai, China 

☎（86）21-5108-3611（代） 
■主な事業 国際フォワーディング事業、ベンダーロジスティクス事 

業、３PL事業、国内貨物輸送代理店業務、国際引越 

■資  本  金 RMB5,000,000 ■代表者 リン キャン ペン 

■本   社  Shenzhen Bao'an International Airport, T3 Office  

Tower Block D, Unit 305A Baoan District, Shenzhen,  

Guangdong 518128 China 
☎（86）755-2345-3482（代） 

■主な事業 中国におけるクロスボーダー陸上幹線輸送／国内輸送事業 

■資  本  金 RMB5,000,000 ■代表者 リン キャン ペン 

■本   社  Shenzhen Bao'an International Airport, T3 Office Tower 

Block D, Unit 305B Baoan District, Shenzhen,  

Guangdong 518128 China 
☎（86）755-2345-3368（代） 

■主な事業 深セン市保税区におけるロジスティクス事業 

■資  本  金 RMB100,000 ■代表者 リン キャン ペン 

■本   社  Shenzhen Bao'an International Airport, T3 Office  

Tower  Block D, Unit 303 Baoan District, Shenzhen,  

Guangdong 518128 China 
☎（86）755-2345-3489（代） 

■主な事業 中国における通関事業 

■資  本  金 HK$94,200,000 ■代表者 中川 泰宏 
■本   社  25/F.,  Port  33,  33  Tseuk  Luk  Street,  San  Po  

Kong, Kowloon, Hong Kong 
☎（852）2262-0666（代） 

■主な事業 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業、香港にお 

ける宅急便事業、香港における商品代金の集金代行業 

■資  本  金 NT$21,000,000 ■代表者 坂田 貴志 

■本   社  Taotzu Bldg. 6th Fl. No303. Fushing South Road.  
Sec 1. Taipei, Taiwan R.O.C ☎（886）2-2754-1966（代） 

■主な事業 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業、通関業、 

倉庫業、国際貿易業 

 

■資  本  金 S$34,560,185 ■代表者 梨本 祐児 

■本   社  2 Bukit Merah Central #08-01, Singapore, 159835  

☎（65）6595-1854（代） 

■主な事業 シンガポールにおける宅急便事業、フォワーディング、 

ロジスティクス、国際引越事業、集金代行事業等 

■資  本  金 RM71,100,000 ■代表者 徳本 道寛 

■本   社  Lot23, Jalan Tandang, 46050 Petaling Jaya,  

Selangor Darul Ehsan  ☎（603）7498-7900（代） 

■主な事業 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業、マレーシアに 
おける宅急便事業、マレーシアにおける商品代金の集金代行業 

 

■資  本  金 RM42,675,940.89 ■代表者 コン ジェン シャン 

■本   社  No.2288, Mukim 14, Permatang Tinggi, 14000  

Bukit Mertajam, Penang, Malaysia 

☎（60）4-568-2925（代） 

■主な事業 シンガポールから中国を結ぶクロスボーダー陸上幹線輸送 

事業における統括機能（地域に即した市場調査、事業開発、 

ネットワーク開発 等） 

 

 
 
 



 
■資  本  金 RM500,000 ■代表者 コン ジェン シャン 
■本   社  NO.2288, Mukim 14, Permatang Tinggi, 14000 Bukit  

Mertajam, Penang, Malaysia 
☎（60）4-568-2925（代） 

■主な事業 マレーシアにおけるクロスボーダー陸上幹線輸送、 
国内輸送事業 

■資  本  金 BAHT20,000,000 ■代表者 備前 健太郎 
■本   社  1617 Pattanakarn Road, kwang Suanluang, khet Suanluang, 

Bangkok 10250 Thailand 
☎（66）2-369-3400（代） 

■主な事業 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業 

■資  本  金 BAHT26,300,000 ■代表者 戸川 芳信 

■本   社  294/33, Rk Office Park, Kookanan Motorway Romkiao Rid.,  
Klongsampravet, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand 

☎（66）2-737-9801（代） 
■主な事業 タイにおけるクロスボーダー陸上幹線輸送／国内輸送事業 

■資  本  金 US$3,200,000 ■代表者 関谷 眞一 
■本   社  14th Floor, Handico Tower Building, Me Tri Ha New  

Urban Area, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu  
Liem District, Ha Noi City, Vietnam. 
☎（84） 4-3772-7015（代） 

■主な事業 海外・国内引越事業、ロジスティクス事業、フォワーディン 

グ事業 

■資  本  金 VND20,000,000,000 ■代表者 関谷 眞一 
■本   社  13 Nguyen Quang Bich Street, Ward 13, Tan Binh  

District, HCMC, Vietnam 

☎（84）28-3620-2883（代） 

■主な事業 ベトナム国内の保冷小口配送事業、海外引越事業 
 

■資  本  金 USD300,000 ■代表者 コン ジェン シャン 
■本   社  14th Floor, Handico Tower Building, Me Tri Ha New  

Urban  Area, Pham  Hung  Street,  Me  Tri  Ward,  Nam   
Tu Liem District, Ha Noi City, Vietnam. 

☎（84）7305-2525（代） 

■主な事業 ベトナムにおけるクロスボーダー陸上幹線輸送、国内輸送事業 
 

■資  本  金 IDR12,541,200,000 ■代表者 勝 洋一郎 
■本   社  Wisma Keiai, 12A Floor, Jl.Jend. Sudirman, Kav-3,  

Jakarta Pusat 10220, Indonesia 

☎（62）21-572-3251（代） 

■主な事業 コンサルティング事業（物流倉庫内における業務設計、 
各種輸配送業務の手配 等） 

 

■資  本  金 IDR200,000,000,000 ■代表者 勝 洋一郎 
■本   社  Komplek Pergudangan Soewarna Unit E6 Soewarna Business  

Park B Lot 7-8 Pajang Benda Kota Tangerang Banten Indonesia 

☎（62）21-559-11-222（代） 

■主な事業 フォワーディング事業、海外・国内引越事業 

■資  本  金 INR57,600,000 ■代表者 久家 大四郎 
■本   社  1302, Tower A, Signature Tower, Sector 29, Gurugram- 

122001, Haryana, India 
☎（91）124-423-5883（代） 

■主な事業 国際フォワーディング代理店業、海外生活支援事業、 
      プロダクトロジスティクス事業 

■資  本  金 US$500,000 ■代表者 久保 洋平 
■本   社  MGW Centre Suite 809, No.170/176, Bo Aung Kyaw ST,  

Botataung Township, Yangon, Myanmar 11161  

☎（95）1-256568（代） 
■主な事業 フォワーディング事業（航空、海上、陸上）、海外引越事業、 

倉庫事業 
 
 
 

■ 関連団体 

■理  事  長 小菅 泰治 

■住   所  〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11-1 羽田クロノゲート事務棟3階 

☎03-6759-8980（代） 

■主な活動 ヤマトグループ社員に対する健康保険業務全般・保健事業 

■理  事  長 山内 雅喜 

■住   所  〒104-8125 東京都中央区銀座2-16-10 ヤマト運輸本社ビル5階 

☎03-3248-0691（代） 
■主な活動 心身に障がいのある人々の、自立と社会参加を支援する活動 

■理  事  長 山内 雅喜 

■住   所  〒352-0017 埼玉県新座市菅沢1-3-1 
☎048-480-3367（代） 

■主な活動 障害福祉サービス（就労移行支援事業）の実施、 国から 

の受託による就業・生活支援センターの運営 

 

 

 

 

 

 

 


