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当社は、戦前アジア大陸各地で、多年にわたり海・陸運送事業を経営
していた人たちによって、昭和２１年１２月設立され、東京都および
首都圏を中心とする運送業務を主体として、営業を開始いたしました。

以来、今日まで「物流」という資源を動かす総合物流会社として、
グローバルな展開につとめ、常に「人間尊重」の経営理念をモットー
に、より豊かに、よりゆとりある暮らしをめざして努力しております。

大きな信頼に応えるために
・・・まごころと共に人も、モノも、世界も動きます。

広く豊かに
・・・豊富な経験と品質第一で社会への貢献を考えています。

明日への一歩
・・・２１世紀の物流革新に挑戦しています。

当社は東京税関よりＡＥＯ(Authorized Economic Operator)
認定通関業者の認定および特定保税承認者の承認を受けて
います。



社 名 株 式 会 社 日 本 運 搬 社
NIPPON UMPANSHA, LTD

代表者 代表取締役社⾧ 永坂 昌三

本 社 〒101-035
東京都千代田区神田紺屋町１７番地
ＯＮＥＳＴ神田スクエアビル４階
TEL 03-5289-8951

資本金 3億2,565万円

従業員 151名（2022年3月現在）

設 立 1946年12月13日

役員・執行役員
代表取締役 永坂 昌三
取締役 村上 誠司
取締役 橋本 義徳
取締役 角田 信雄
取締役 遠田 豊
監査役 畑 善夫
執行役員 藤間 昭宏
執行役員 橋本 友善

上海 云搬社(上海)国際貨運代理有限公司
現地法人 UMPANSHA (SHANGHAI) LOGISTICS CO., LTD.

関連会社 三洋包装運輸株式会社(陸上運送)
株式会社ニッパン・エンジエアリング(機械組立・据付・仕上工事)
国際新和有限会社(損保代理店)

取引銀行 伊 予 銀 行 東京支店
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 神保町支店
み ず ほ 銀 行 神田支店
三 井 住 友 銀 行 神田駅前支店
商工組合中央銀行 横浜支店
東 京 東 信 用 金 庫 神田支店

加盟団体 国際フレイトフォワーダーズ協会
東京商工会議所
横浜商工会議所
東京都トラック協会
神奈川県トラック協会
東京通関業会
横浜通関業会
東京港運協会
横浜港運協会
日本関税協会
東京社会保険協会
東京労働基準協会連合会



1946年12月 東京都および首都圏を中心とする運送業務を主体とし営業を開始
1947年 3月 株式会社三越殿の百貨店配送業務を開始
1949年 5月 輸出入貨物取扱業務を主体として海運部を創設し、横浜税関貨物

取扱人の免許を取得し横浜営業所を開設
1951年 4月 小型自動車一般貨物自動車運送事業免許を取得
1953年 6月 一般区域貨物自動車運送事業限定免許を取得
1953年10月 東京税関の開設に当り、東京税関貨物取扱人の免許を取得
1954年10月 株式会社大丸殿の百貨店配送業務を開始
1955年10月 一般区域貨物自動車運送事業免許を取得
1957年 5月 株式会社そごう殿の百貨店配送業務を開始
1958年 9月 一般港湾運送事業の登録業者として、港湾運送事業を拡充
1969年10月 国際貨物一貫輸送の強力な実行機関として、三菱倉庫株式会社殿ほか4社と共に、

京浜国際貨物輸送事業協同組合を結成
1970年 4月 東京中小企業投資育成株式会社殿より、堅実企業と認定され転換社債2,500万円の

引受けを得る
1970年 4月 重量部品機工課を分離、系列会社として、株式会社ニッパン・エ ンジニアリ ング

が発足
1973年10月 東京中小企業投資育成株式会社殿の社債2,500万円を全額株式に転換し、資本金が

1億500万円になる
1974年 7月 資本金を1億6,700万円に増資
1978年 7月 エジプトの船会社、エジプシアン・インターナショナル・ラインと日本総代理店

契約を締結
1981年10月 資本金を2億1,710万円に増資
1991年 7月 イランの船会社、ボスコ・ファー・イースト・ラインと日本総代理店契約を締結
1991年10月 国際複合輸送事業認可を取得
1992年12月 資本金を3億2,565万円に増資
2000年 1月 IS09002認証登録
2003年12月 IS09001移行認証登録
2008年12月 東京税関よりAEO(Authorized Economic Operator)認定通関業者の認定を受ける
2010年 2月 中国上海に現地法人、云搬社(上海)国際貨運代理有限公司を設立
2016年 6月 横浜港南本牧ふ頭に本牧倉庫竣工、営業を開始
2017年 3月 茨城港常陸那珂港区に常陸那珂出張所を開設、営業を開始
2017年 5月 茨城県古河市に古河倉庫（古河出張所）を開設、営業を開始
2018年 1月 本社、海運部東京営業所、陸運本部、ＡＥＯ総括管理室、ＡＥＯ法令

監査室、コンピュータシステム室を東京都千代田区神田紺屋町に移転
2018年 6月 東京税関よりAEO(Authorized Economic Operator)特定保税承認者の承認を受ける
2020年 9月 群馬県太田市西矢島町に群馬ターミナル倉庫竣工、営業を開始
2020年 9月 横浜営業所大黒出張所を大黒ふ頭Ｃ−２ターミナルに移転
2020年10月 群馬営業所を群馬県太田市西矢島町(群馬ターミナル倉庫)に移転



国内と海外を結ぶパイプライン。
輸出入貨物の通関手続き、船積・陸揚作業、沿岸荷役、海上輸送、輸出
梱包、国際複合一貫輸送など貿易貨物に関する業務全般を行っています。

東京営業所 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町１７番地 ＯＮＥＳＴ神田スクエアビル4階
TEL：０３−５２８９−８９６１ FAX：０３−５２８９−８９５６

大井営業所 〒143-0001 東京都大田区東海５丁目５番地１号 大井埠頭セントラルビル
TEL：０３−３７９０−９５９１ FAX：０３−３７９０−９５９６

群馬営業所 〒373-0823 群馬県太田市西矢島町２１３番地
群馬ターミナル倉庫 TEL：０２７６−５７−６７１１ FAX：０２７６−５７−６３１１

横浜営業所 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２番地 産業貿易センタービル
TEL：０４５−６７１−７０２５ FAX：０４５−６７１−７０７８

本牧倉庫 〒231-0813 神奈川県横浜市中区かもめ町２１番地
TEL：０４５−６２３−５０６２ FAX：０４５−６２３−５０２８

新山下倉庫 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下３丁目５番１３号
TEL：０４５−６２１−２５０７ FAX：０４５−６２１−１２６８

本牧保税蔵置場 〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番地 京浜国際内
(ＫＩＦＣ) TEL：０４５−６２１−５９６６ FAX：０４５−６２１−５９６７

大黒出張所 〒230-0054神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭４番地 Ｃ−２ターミナル内
TEL：０４５−５０４−９２０３ FAX：０４５−５０５−２５９６

常陸那珂出張所 〒312-0004 茨城県ひたちなか市⾧砂163番82
TEL：０２９−２１２−７８６６ FAX：０２９−２１２−７８６７

上海現地法人 〒200000       上海市虹口区花园路６６弄 嘉和国际大厦１号 １４１１室
云搬社(上海)国際 TEL：０２１−６３３６−０６３０ FAX：０２１−６３３６−０８２８
貨運代理有限公司

営業拠点



業務内容 輸出入貨物の通関、港湾運送、輸出梱包、国際複合一貫輸送

東京営業所 大井営業所

群馬営業所 群馬ターミナル倉庫 (3,740㎡)

横浜営業所 新山下倉庫(保税) (2,377㎡)



本牧倉庫(保税) (5,992㎡) 本牧保税蔵置場(ＫＩＦＣ) (11,537㎡)

大黒出張所 常陸那珂出張所
大黒埠頭保税上屋 常陸那珂モータープール (230,000㎡)



優れた輸送技術と豊富な経験を活かし、大・小型トラックによる貨物輸
送、大型トレーラーでの重量機器の運搬・搬入・据付をしております。
また、商品・貨物の保管・流通加工・配送・企業の引越しなど、首都圏
を中心に物流全般にわたる業務を行っています。

本部 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町１７番地 ＯＮＥＳＴ神田スクエアビル4階
TEL：０３−５２８９−８９５５ FAX：０３−５２８９−８９５４

村山営業所

村山倉庫 〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平２丁目８４番２号
TEL：０４２−５６９−０８４０ FAX：０４２−５６９−０８８７

古河倉庫 〒306-0122 茨城県古河市上和田３１９番地１号 ㈱渡辺本家倉庫 第5営業所内
TEL：０２８０−３３−７５７０ FAX：０２８０−３３−７５８０

枝川営業所

車輌課 〒135-0051 東京都江東区枝川２丁目１８番１０号
TEL：０３−３６４７−３３７１ FAX：０３−３６４７−３３７３

保管課 〒135-0051 東京都江東区枝川２丁目１８番１０号
TEL：０３−３６４７−３３７１ FAX：０３−３６４７−３３７３

機工課 〒135-0051 東京都江東区枝川２丁目１８番１０号
TEL：０３−３６４６−５３９１ FAX：０３−３６４５−９３０３

営業拠点



業務内容 トラック輸送、貨物の保管、流通加工、不動産の賃貸および管理

村山営業所 村山倉庫 (6,266㎡)

村山営業所 古河倉庫 (2,640㎡)



アイナックス稲本株式会社
鈴正工業株式会社
住友ゴムエ業株式会社
株式会社ダイキンアプライトシステムズ
月島倉庫株式会社
電冷工業株式会社
東京ガスケミカル株式会社
東洋ゴムエ業株式会社
日本設備工業株式会社
日本ミシュランタイヤ株式会社
株式会社日立物流

株式会社ブリヂストン
ブリヂストン物流株式会社
株式会社三越伊勢丹
株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート
ヤマト運輸株式会社
横浜ゴム株式会社
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
菱倉運輸株式会社
株式会社ＤＮＰロジスティクス
ＳＣＳＫ株式会社

株式会社アマダ
株式会社アマダ物流
株式会社伊勢半
伊藤忠商事株式会社
エヌデーシー販売株式会社
株式会社遠藤照明
株式会社オクジュー
株式会社オギハラ
JII研ファインケミカル株式会社
桐生工業株式会社
三晃金属工業株式会社
昭和電線デバイステクノロジー株式会社
崇陽商事株式会社
株式会社スバルロジスティクス
住友商事株式会社
住商グローバル・ロジスティクス株式会社
株式会社ＳＵＢＡＲＵ
双日株式会社
双日ロジスティクス株式会社
株式会社太知ホールディングス
株式会社東栄リーファーライン
東京計器株式会社
株式会社東京自働機械製作所

豊田通商株式会社
株式会社日産クリエイティブサービス
日産トレーディング株式会社
日本曹達株式会社
日本ピストンリング株式会社
株式会社日本リングサービス
阪和工材株式会社
株式会社日立製作所
日立オートモティプシステムズ株式会社
日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社
マクセル情映テック株式会社
富士部品工業株式会社
株式会社フジヤマトレーディング
三国商事株式会社
三井物産株式会社
三菱商事株式会社
三菱商事ユニメタルズ株式会社
三菱商事ロジスティクス株式会社
三菱倉庫株式会社
森村商事株式会社
ライオン株式会社
レイボルド株式会社
株式会社渡辺製作所

陸運部

海運部

(50音順・敬称略)


