当社は昭和33年に三島の地で設立しました。企業理念に基づき、お
客様・地域社会への貢献をモットーに、また、何事も真面目に取り
組む従業員と共に成長してきました。

お客様のニーズにあった最適なサービスを提供し、より安全に、よ
りスピーディーに、 いかに低コストで対応できるのか、 これまでの
豊富な実績とノウハウを活かし、価値あるサービスを提供させてい
ただいております。

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

一覧
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物流サービス

各事業所案内

[ 2013.4.16 ]

ホームページをリニューアルしました

[ 2013.4.11 ]

適正診断を行いました

[ 2013.3.29 ]

無事故表彰を行いました
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一般輸送

食料品から非鉄金属・航空貨物までお任せください
2トン車から27トントレーラー迄、自社車両及びネットワークを通じた協力体制のもと、お客様の
様々な輸送ニーズにお応えします。

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

一般輸送
様々な運輸ニーズにお応えすべく、多種多様な車両で万
全の体制を整えております。
緊急手配もまずは御相談下さい。
保有車輌はこちら

航空貨物輸送
成田空港内のエアカーゴ各社への納入ならびに引き取り
の長年の実績をもとに、お客様の荷物を日本から世界
へ、世界から日本へ。車建はもちろん個建輸送も承りま
す。

非鉄金属輸送
長年に亘る非鉄金属輸送の実績で培ったノウハウを結集
し、安全・確実な輸送をお届けいたします。
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保有車輌一覧

27tウイングトレーラー
20tウイングトレーラー
20t平ボディトレーラー
15t高床ウイング車
15t低床ウィング車
15t平ボディ車
6tウイング車
4tウイング車
3tバン車（ゲート付）
2tバン車
スカイポーター
東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

13tフォークリフト
11tフォークリフト
7tフォークリフト
5tフォークリフト（長爪）
5tフォークリフト（回転フォーク）
2.5tフォークリフト
・ロールクランプ
・フルフリー
・リーチフォーク
1.5～2tフォークリフト

HOME

物流サービス

各事業所案内

安全･品質･環境

東静だより

採用情報

会社概要

お問合せ

東静運送株式会社 【裾野営業所】〒410-1122 静岡県裾野市麦塚384-1 TEL： 055-993-2550／FAX： 055-993-3156
Copyright(C) TOSEI-UNSO Co., Ltd. All right reserved.

HOME

物流サービス

小ロット直送便

安全･安心･高品質･ローコストで翌日AM配送
出荷数量に合わせた物流コストを提案します。
路線便での輸送に不安を感じている、また、車建の輸送では積載効率が悪いなどの問題を抱えてい
る企業様へ物流コスト削減を提案いたします。

こんなお困りごとありませんか?
貸切便では空きスペースがあり無駄が多い…
貸切便の運賃で物流経費に負担がかかっている…
運賃は安い方がよいが、路線便だと割高､商品の破損や口割れが心配…

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

集荷先から納入先まで同じ車両で荷物の積み
替えなどを行わないため、荷傷み・口割れの
心配はありません。また、路線便では扱って
もらいにくい小ロット荷物（無梱包･長尺物・
重量物）の対応が可能です。安心してお任せ
下さい。

貸切便の運賃はトラックの大きさで決まるため､
貨物の量や重さは関係ありません。つまり、積載
効率が悪い場合は運送にかなりの無駄が発生して
いることになります。小ロット直送便はトラック
の荷台スペースごとに運賃を算出いたします。
（500kg程度の小ロット､パレット単位）

例えば、ＡからCまでのスペースを他社様の商
品と積み合わせてトラック一台分の運賃を分
割。品質は変わらずに運送経費の削減が可能
です。

着時間指定へも対応いたします。
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調達物流

購入先から工場までの輸送を改善します
当社車輌が購入先、港湾などからの調達を支援します。
ご指定の購入先から納品先まで、当日配送いたします。

こんなお困りごとありませんか?
購入先からの納入車輌が多く、配達時間もバラバラ。
そのたびに納品確認のための人員が必要…
必要なものが当日納入されるまで入荷するかわからない…
港からの引取りが迫っているが、自社におけるスペースに余裕がない…

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

横浜港・清水港･名古屋港へは自社便が運行しており、
工場･営業所に当日納品することが可能です

4トン車から27トントレーラーまで多数保有しておりま
す。荷物の大きさや量、尺に合わせてお選び頂けます。
また、小ロットの引き取りもしておりますのでご相談く
ださい。
保有車輌はこちら

自社倉庫を保有。
ご指定の日時に必要な製品･部品などを選別し配送する
ことも可能です。流通加工も承っております。
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倉庫流通加工

屋外保管から定温保管まで 高品質な保管サービスを提供します
こんなお困りごとありませんか?
えっ、明日!?急な入庫で困った…
この重量物、近くの倉庫では断られた…
定温で保管する倉庫を探している…
屋外でも構わないから安く済ませたい…
小分け発送の手間を、何とかしたい…

自社倉庫
東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

倉庫としての生産材の出荷調整機能はもとより、梱包・流通加工を取り組むことで生産工程の効率化と物
流負荷の低減を提案いたします。

流通加工
輸入商品等の検品・ラベル貼り・ピッキング・
小口出荷等一括してお受けいたします。

梱包・開梱作業
庫内に専用の梱包・開梱スペースを設け、保管
品から袋詰め・ケース詰め等の小分け作業等の
梱包作業も行っております。また、保管品から
梱包材を取り除くことで工場内の作業効率の向
上へも寄与しております。

当社倉庫のご案内
静岡県東部地区に4拠点。
屋内12,000㎡、屋外4,000㎡
最新式機械警備システム・構内防犯カメラ完備
定温保管スペース1,000㎡、全天候型荷役ス
ペース（トレーラOK）
国道1号･246号線沿い 東名裾野インター3分
各事業所案内
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フォークリフト作業請負

受け入れから仕分け積み込み 荷役作業のアウトソーシング
こんなお困りごとありませんか?
慣れないリフト作業、事故が心配だ…
人手も時間も足りない、リフト作業に慣れた人いないかな…
業務拡大中、コア業務に要員を集中させたい…

リフト作業のベテランオペレーターが
対応します！
受け入れから仕分け・ラインへの
払い出し、生産現場の業務を改善。

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします
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検品、選別、システム入力等の
代行ももちろん可能です。
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引越

ハトのマークの引越センター（三島・裾野センター）
ご家庭からビル丸ごとまで、豊富な実績、親切な対応

家財・建物に傷がつかないかな･･･

35年の実績と経験豊富な作業員が、
万全な梱包・養生でお客様の財産を守ります。

エレベーターがないけど、
どうやるの･･･

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

事務所を移転したいけど、

引越し用昇降機（スカイポーター）

引越どうしよう･･･

による安全作業。

模様替えをしたいけど、
家具が動かせない･･･

ご自宅内での家財移動も承ります。

美術品・工芸品を運びたい･･･

美術品・工芸品もスタッフが

大物だけでもＯＫ!

責任を持ってお運びします。

HOME

物流サービス

各事業所案内

安全･品質･環境

東静だより

採用情報

会社概要

お問合せ

東静運送株式会社 【裾野営業所】〒410-1122 静岡県裾野市麦塚384-1 TEL： 055-993-2550／FAX： 055-993-3156
Copyright(C) TOSEI-UNSO Co., Ltd. All right reserved.

HOME

各事業所案内
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東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

東静運送株式会社営業所一覧
View 東静運送株式会社 in a full screen map

裾野営業所
〒410-1122 静岡県裾野市麦塚384-1
TEL055-993-2550
FAX055-993-3156
運輸・野積倉庫・裾野倉庫
4トン車～27トントレーラー迄の車輌

引越専門三島センター
〒411-0843 静岡県三島市三好町14-23
TEL055-971-2019
FAX055-975-1010
引越・精密機械輸送
2トン車～6トン車 リヤゲート付

沼津倉庫
〒410-0302 静岡県沼津市東椎路650-3
TEL055-923-5894
FAX055-921-5462
［設備］
延床面積 1,130坪 4棟平屋建
R1沿い 梱包作業

千福倉庫
〒410-1116 静岡県裾野市千福66-1
TEL055-994-0088
FAX055-994-0102
［設備］
延床面積 940坪 2階建
Ｒ246沿い 大型庇

東富士物流センター
〒410-1104 静岡県裾野市今里546-3
TEL055-965-0055
FAX055-965-0010
［設備］
延床面積 1,150坪 2階建
490kgクレーン2基
空調庫 300坪 東名裾野インター3分

野積・裾野倉庫
〒410-1122 静岡県裾野市麦塚384-1
TEL055-993-2550
FAX055-993-3156
［設備］
野積面積 1,300坪
13.5トン、5トン回転フォーク
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安全・品質・環境

当社は「安全を第一に」、顧客社会から満足と信頼の得られる物流サービスを提供し、また、働き甲斐の
ある職場づくりと家庭の幸福の実現を目指し取組んでおります。

安全衛生委員会
月1度各部部門長ならびに運輸班長以上の出席のもと、事故防止と衛
生に関する議題をもとに開催しています。

班長会
安全衛生委員会後に運輸班長以上が出席し、事故防止と環境活動への取組みを議題に開催しています。

東静会
月1度全社員の参加を基本に、業績・部門・ISO活動等の報告事項、
また、無事故・燃費改善表彰等を行っています。

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

早朝会（安全）
第3回早朝会では、安全成績についての速報が報告されます。

班会議
毎月小集団活動として、班・部門単位で開催され、業績・安全・環境活動報告・月間取組目標の設定と評
価等行っています。

運転記録証明書
年1度乗務員の運転記録証明を取得し、安全運転教育に役立てていま
す。

ASV（先進安全自動車）
衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置つき車両の導入をはかっ
ています。
デジタルタコグラフによる安全性・経済性運転の推進
ドライブレコーダーによる防衛運転の推進

安全性優良事業所認定
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である社団法人全日本ト
ラック協会は、トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所
単位での取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を認定
する貨物自動車運送事業安全性評価事業を実施しています。

品質方針（安全衛生推進方針）

品質方針
1.基本方針
「安全であること・健康であること」を皆が認識し、無事故・無災害の達成はもとより、心
身とも健康な職場づくりを推進する

2.目標
休業・不休業災害ゼロ。交通事故・荷物事故ゼロ

3.安全衛生重点実施事項
1）安全基準の厳守と徹底
社是・社訓の実現
決められたルール（法・規則・社内・客先）を守り、守らせる
声を掛け合い不安全行為の防止
ゆとりをもった運転・作業に取り組む
班会議を通して安全への取り組みを共有する
2）確認をする運転・作業の実践
物流のプロとして「安全な運転、安全な作業」へ取り組む
運転前・作業前には周囲の状況を把握し安全を確認する
行動前の「指差呼称」の実施
荷物チェックの実施と異常時にはその場からの連絡を取る
「ヒヤリ・ハット」で危険への感受性を高め事故防止
3）健康作りの推進
定期健康診断で身体の異常の早期発見・早期治療
生活習慣病の改善
体力維持・向上
朝の体操とストレッチ運動の実施
適度な運動とリフレッシュ

ISO14001：2015認証

東静運送環境方針
基本理念
当社は、「モノの命を最大限生かす」「自然界の恩恵に感謝する」を根底に 環境負荷低減へ
の活動を推進し地球環境の保全に努めます。
活動を通じて社会的・公共的使命をはたすと共に、顧客・社会から愛される 社会的有用な物流
業者を目指します。

環境方針
１．輸送・保管・荷役等の物流サービス事業活動が環境に与える影響を深く認識し、
環境保護及び環境汚染の予防に向け、顧客と共に物流の効率化をはかります。
２．環境マネジメントシステムを構築して環境改善活動を推進し、継続的な改善を
はかります。
３．環境に関する法規制と当社が同意したその他の要求事項を順守し、環境保護
及び環境汚染予防に努めます。
４．事業の合理化・効率化による環境改善活動と顧客への物流効率化提案により、
環境保護と環境負荷低減を進めます。また、環境目標を定め改善活動を進め
定期的に見直します。
５．全従業員に環境方針の理解・周知徹底をはかり、仕事だけでなく家庭への浸透・実践
による環境保護活動を通して地域社会に貢献します。
６．本環境方針は一般に公開します。
２０１７年２月１日
東静運送株式会社
代表取締役

鈴木敏三

適用範囲
物流サービス事業（輸送、保管・荷役・引越）
裾野営業所・引越専門三島センター・沼津倉庫・千福倉庫

環境推進委員会
毎月事業所ごとの環境負荷低減に向けた取組み状況の確認を委員会メンバーによりを行っています。ま
た、環境家計簿による家庭での環境負荷低減活動へも取組んでいます。
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会社名

東静運送株式会社

所在地

〒411-0843 静岡県三島市三好町14-23
TEL055-975-1020／FAX055-975-1010

設立

昭和33年12月

代表取締役

鈴木敏三

取締役会長

鈴木正二

資本金

5,300万円

社員数

80名

許可関係

一般貨物自動車運送事業（名陸自 第2334号）
自動車運送取扱事業（中部陸運局 第3302号）
倉庫業（東海倉 第144号 第156号）

加盟団体

静岡県東部貨物運送協同組合
静岡県引越専門協同組合
一般社団法人 静岡県トラック協会
静岡県倉庫協会
陸運労働災害防止協会静岡県支部
JTP（ジャパン・トランスポート・パートナーズシステム）

取引金融機関

商工中金 沼津支店
静岡銀行 三島支店
三島信用金庫 裾野東支店

主要取引業種

非鉄金属・食品飲料・プラスチック成形品・ゴム製品
輸出入貨物・ガラス製品・その他多岐

保有車輌

保有車輌一覧を見る

事業所所在地

裾野営業所
〒410-1122 静岡県裾野市麦塚384-1

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

TEL055-993-2550／FAX055-993-3156

引越専門三島センター
〒411-0843 静岡県三島市三好町14-23
TEL055-971-2019／FAX055-975-1010

沼津倉庫
〒410-0302 静岡県沼津市東椎路650-3
TEL055-923-5894／FAX055-921-5462

千福倉庫
〒410-1116 静岡県裾野市千福66-1
TEL055-994-0088／FAX055-994-0102

東富士物流センター
〒410-1104 静岡県裾野市今里546-3
TEL055-965-0055／FAX055-965-0010

野積・裾野倉庫
〒410-1122 静岡県裾野市麦塚384-1
TEL055-993-2550／FAX055-993-3156
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ご挨拶・沿革

昭和33年11月、マツダのオート三輪1台の創業から半世紀。東静運送は静岡県東部を拠点とし、地
元企業様をはじめとする多くのお客様からの信用・信頼をもとに事業を展開してまいりました。さ
らには、物流の効率化・一本化を目指し倉庫事業、リフト作業事業へと展開、また、引越を通じて
生活者物流への貢献と開発を目指してまいりました。
これらのもとになるのは、経営理念の第一に挙げられた「顧客社会から愛される。社会的有用な物
流業者として成長する」であり、お客様をはじめ取引業者様のご支援・ご協力の賜物であり感謝申
し上げます。今後も、更なる実現を目指し社員一同取り組んでまいりますので、今後ともご指導・
ご鞭撻よろしくお願いいたします。

東静運送株式会社

お客様のニーズに応え
物流をクリエイトします

HOME

物流サービス

各事業所案内

1952（昭和27年01月）

創業者鈴木敏夫 日本国有鉄道退職
退職金50万円でマツダの三輪車を購入し運送業を始める

1952（昭和27年10月）

沼津小型自動車㈱三島営業所責任者として勤務

1958（昭和33年11月）

一般小型貨物自動車運送事業の免許取得

1958（昭和33年12月）

東静運送株式会社設立

1959（昭和34年02月）

運輸開始確認

1965（昭和40年02月）

一般区域免許取得

1967（昭和42年02月）

三菱アルミニウム様取引開始

1968（昭和43年10月）

静岡県東部貨物運送協同組合発足に参画

1973（昭和48年12月）

裾野倉庫建設、営業開始

1974（昭和49年04月）

裾野営業所開設

1978（昭和53年02月）

引越専門三島センター営業開始

1978（昭和53年11月）

沼津倉庫建設、営業開始

1978（昭和53年12月）

倉庫業許可

1979（昭和54年02月）

設立20周年

1979（昭和54年05月）

創業者鈴木敏夫 静岡県東部貨物運送協同組合理事長就任

1984（昭和59年08月）

裾野営業所拡張及び新社屋完成

1985（昭和60年11月）

大型車両のウィング化

1989（平成 元年02月）

裾野営業所に利生塔建立

1989（平成 元年03月）

設立30周年

1991（平成03年03月）

トレーラー導入

1992（平成04年05月）

J･T･Pへ加盟（ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｼｽﾃﾑ）

1994（平成06年07月）

千福倉庫建設、営業開始

1994（平成06年10月）

創業者鈴木敏夫 運輸大臣表彰

1995（平成07年08月）

15ﾄﾝ車導入

1998（平成10年04月）

千福倉庫保税蔵置場許可

2000（平成12年06月）

エアサス15ﾄﾝ車導入

2000（平成12年12月）

本社営業所新社屋完成

2003（平成15年08月）

ISO14001認証取得

2003（平成15年12月）

安全性優良事業所認定

2004（平成16年11月）

創業者鈴木敏夫 藍綬褒章

2006（平成18年05月）

バラ積緩和トレーラー導入

2008（平成20年03月）

千福倉庫保税蔵置場廃止

2008（平成20年05月）

鈴木正二会長 静岡県トラック協会副会長就任

2009（平成21年02月）

設立50周年

2009（平成21年05月）

鈴木正二 代表取締役会長就任
鈴木敏三 代表取締役社長就任

2011（平成23年10月）

東富士物流センター建設、営業開始
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