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・国内トータルアウトソーシングサービス
製造メーカー様が国内における物流のすべてをアウトソーシング（外注）できる
仕組みです。例えば、メーカー様が管理していた部品や製品を預かり、適切な環
境で保管、管理し、必要な時に必要なものだけ取り出して輸送するところまで
を、一貫して弊社が承ります。これを利用することで、製造メーカー様は製品保
管に関する人材の確保や環境整備の必要がなくなり、開発や生産に集中するこ
とができます。

・海外ワンストップサービス
海外への輸出入には、集荷、梱包、保税・通関、輸送など数多くの複雑な工程が
必要ですが、弊社ではこれを一貫して行うことができます。この複数の業者が関
わらないワンストップシステムは、コストと時間を大幅にカットすることが可能。
また輸送や積卸作業も減るので、それらによる商品のダメージリスクを軽減す
ることにも成功しました。

IPDロジスティクスの事業は、
大きく国内サービスと海外サービス
のふたつに分けられます。

02

会
社
に
つ
い
て

私たちIPDロジスティクス株式会社は、長野県の物流会社として平成16年に創業。
物流と聞くと、物を運ぶ、ということを思い浮かべる人が多くいるかもしれません。
もちろんそれは決して間違いではありませんが、私たちの業務は物を運ぶと一口で
言ってしまえるほど、実は単純ではないのです。
例えば、国内製造メーカー様から預かった大切な部品や商品を適切な環境で保
管、管理し、必要な時に必要なものだけ取り出して輸送するというサービスがあり
ます。このサービスひとつ取っても、物を運ぶに至るまでに多くの過程があることが
わかります。 
また、海外輸出入においても、ひとつの物を外国へ送るために、通関士が複雑な書
類作成をする一方で、長い船旅に耐えられるよう梱包をするスタッフがいたりと、多
くの業務と人材が関わっています。
私たちの目指す物流サービスは、たくさんの人によるたくさんの思いがあって成り
立つ仕事です。これからもお客様のニーズに応え、また喜んでいただけるような
サービスを作り続けたいと思っています。

お客様のニーズに応え、
喜んでいただけるサービスを01



経
営
理
念

IPDロジスティクスには「社会の進歩、発展につながる価値あるサービ
スを提供し、従業員の幸福を追求する」という経営理念があります。
社会の変化とともに、お客様のニーズもどんどん変わっていきます。
そしてそれに応えられるようなサービスを私たちは作り続けなければ
なりません。同時に、これからも依頼したいと思っていただけるような
会社であるべく、常にお客様目線で物事を考えることも忘れてはいけ
ないことです。
弊社を利用することがお客様の発展に繋がり、さらによりよい環境で
仕事をしていただけるよう、私たちは日々努力し続けます。
そして誠実な仕事を積み上げていくことで、従業員だけでなく、その向
こう側にいる家族をもしっかり守ることができるのだと考えています。

これからも向上し続ける会社であるために03

私がいつも大切にしていることは「お客様の目線で物事を考えら
れているか」ということです。お客様が私に求めていることは何か
を考え、汲み取り、提案し実現することで、私はお客様との信頼
関係を築いてきました。
だからこそ、私は今でもお客様の視点に立つことが多く、社員が
悩んでいるときには「これだとお客様は喜んでもらえないよ。もう
ちょっと考えてみよう」と叱咤激励することもあります。弊社で働
く上で、「お客様目線」はとても重要になってくると思います。
 
また、IPDロジスティクスの仕事はとても多岐に渡ります。新入社
員の皆さんにとっては、はじめて触るもの、知るもの、聞くものば
かりでしょう。それが当然です。
皆さんに覚えていてほしいことは、最初から全部できる人はいな
いということです。知らないのだからできないのは当たり前。大切
なことは、やってみること。やってみたいという好奇心です。
人は、失敗を繰り返して一人前になっていきます。チャレンジして
失敗することは決して悪いことではありません。私たちも絶対に
それを責めたりはしません。どうかチャレンジを楽しんで
ください。その心意気を私たちは応援したいのです。
 
弊社で働いてみたいと思ってくださった皆様
一人ひとりが、健やかな社会人生活を送れる
よう、よりよい会社づくりに努めてまいります。
無限の可能性を秘めた皆さまのご応募をお
待ちしております。

お客様目線であること、
チャレンジ精神を持つこと

MESSAGE
社長メッセージ

代表取締役

岩下　貴
Takashi Iwashita



LOGISTICS
IPD'S LOGISTICS SERVICE



LOGISTICS SERVICE
お客様が独自に管理していた製品や部品を、適切な環境で保管、管理し、発注をいただいたら弊社の倉庫から直接目的地へ配送します。お
客様が製造する製品はお客様によって異なり、大きさも質量も様々なので、それに合わせた環境づくりが大切です。お客様が自社の倉庫の
代わりとして安心して使っていただけるよう、常に万全の体制を整えています。莫大な数の製品はすべてコンピューターで管理されていま
すが、ピッキングするのは人の手が必要。高い正確性が求められるセクションと言えます。

預かった製品をお客様に代わって保管、管理していく

ロジスティクスサービス

Q1.どんな職場でしょうか
お客様の製品を当社倉庫にて大切に保管・管理をし
ています。対面で検品している取引先の業者様には顔
と名前を覚えていただけるので、それが仕事へのモチ
ベーションUPにつながっています。私には保育園に
通う小さい子供がいますが、急な欠勤でも同じ部署で
働く仲間の助けてくれるので、気兼ねなく休むことが
できます。また、週休二日祝日休みは、子供を持つ私に
はうれしい限りです。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
仲間と協力し意見が言える職場環境が日々自分を成
長させてくれます。製造業、サービス業、どの業種にも
当てはまらない職場なので、入社当時は戸惑いました
が、仲間の支えと上司のご指導のおかげで仕事にやり
がいを感じ、充実した毎日を送ることができています。

佐
藤 

香
織

Q1.どんな職場でしょうか
お客様の部品をお預かりし、出荷依頼が来たらピッキ
ングと呼ばれる出荷作業をしています。お預かりして
いる部品は細かい物や類似品もたくさんあるため、い
かに間違えず、かつスピーディーに作業をするかを心
がけ、お客様に満足して頂けるよう行動しています。職
場でもみんなで意見を出し合い、出荷ミス・品質不良
ゼロを目指しています。また、みんなが明るく仲が良い
のでお昼の時間も楽しいです。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
従業員の全員が「お客様のために」という一つの目標
に向かい、一致団結している会社です。今までの仕事
経験の中で、お客様の近くで仕事をすることがなかっ
たので最初は戸惑いもありましたが、すぐお客様の反
応が感じられることにとてもやりがいを感じています。
これからもお客様に喜んでいただくために日々感謝の
気持ちを忘れずに業務にあたりたいと思います。

佐
藤 
和
樹



PACKING
IPD'S PACKING SERVICE



PACKING SERVICE
国内国外問わず、製品を送るために必要な作業のひとつである梱包（包装）。お客様からお預かりする製品は、形、大きさ、質量、素材、輸送
期間などが全て異なるため、それぞれに合った梱包をしなければなりません。特に海外への輸送は長い期間がかかり、船旅の場合は天候
にも大きく影響を受けることがあります。そのため梱包に使用する素材も多種多様で、容器は製品に合わせて設計し、制作しています。目的
地へ、ダメージなくお届けするためにもっとも良い方法は何かを常に考え、作業しています。 

お客様から預かった製品を適切な方法で梱包する

梱包サービス

Q1.どんな職場でしょうか
梱包サービスという、チームでトライウォールや段
ボールなどを使用した輸出の梱包作業を担当してい
ます。お客様の荷姿に合わせて、段ボールなどを成型
する特殊な機械を操作しますが、難しいことはなく、す
ぐに覚えられます。職場は明るく、休憩と作業のメリハ
リがしっかりしているので、一日が早く、充実した毎日
です。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
私は入社してまだ一年目ですが、これまでの物流経験
が生きる、物流のすべてが集約されたような会社だと
感じます。地球規模で考えても、物流の仕事はこの先
無くなることのない職種の一つだと思います。体力が
資本の仕事ですが、これからは創造力が求められま
す。ぜひ、若い世代に来ていただきたいです。

工
藤 

英
二
郎

Q1.どんな職場でしょうか
木枠梱包課では様々な企業様の機械・部品・原材料
等、あらゆるものに材木を使い梱包し、海外を中心に
輸出しています。最近では環境に配慮した段ボール梱
包も積極的に取り入れ、世界の環境問題とも向き合っ
ています。職場はベテランから、異業種から転職した
人も年齢も様々ですが、一つ一つの仕事に込める思い
は皆同じで、日々切磋琢磨しながら汗を流しています。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
IPDロジスティクスは梱包だけでなく、輸送や倉庫業・
通関業や保税業務等、物流に必要な様々な力を備え
ています。それが弊社の魅力であり、自分自身にとって
仕事を覚えたくなる力にもなっています。仕事を通じ
て人と人との繋がりの大切さを日々感じています。

山
浦 
大
祐



CUSTOMS CLEARANCE,BONDED SERVICE
海外への輸出入には数多くの複雑な手続きがあります。こちらは弊社が行っているワンストップサービスの一環として、通関や保税に関わ
る手続きを一手に担うセクションです。輸出入貨物の入出庫や保管管理などの保税業務は、税関への輸出入申告ができる場所として認定
された施設でしか行うことができません。弊社はその認定施設のため、NACCSと呼ばれる輸出入・港湾情報処理システムを使って貨物
データ管理や検品などを自社で行っています。さらに物流資格の中でもトップクラスの資格である通関士が、専門知識を活かしてお客様に
代わって申告手続きを担当します。

海外輸出入に関する頻雑な手続きやチェックを行う

通関・保税サービス

Q1.どんな職場でしょうか
通関士として、通関業務及びその関連業務を行ってい
ます。
社員全員が自分の仕事に誇りと責任を持ち、真摯に取
り組んでいる職場です。また、きれいで清潔なオフィ
ス・倉庫ですので、気持ちよく安心して仕事をすること
ができます。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
自己の成長や可能性を広げてくれる会社だと思いま
す。前職で長年貿易実務に携わってきましたが、IPDに
入社後、貿易業界で唯一の国家資格を取り、現在その
資格を活かして仕事をしています。地方においてはこ
の資格を活かせる職場は少ないですし、これまでの知
識や経験、スキルも活かすことができますので、自分の
力を発揮できる場として、ありがたく感じています。　

白
倉 

美
佐
子

Q1.どんな職場でしょうか
保税業務を担当し貨物の輸出・輸入に携わっていま
す。保税蔵置場に社員以外の人が構内へ入場する際
に金属探知機で持ち物検査を行ったり、お預かりした
荷物に爆発物が無いか検査したりする特殊な業務で
す。担当者ひとりひとりがそれぞれの能力をさらに伸
ばし、よりクオリティの高い仕事を目指しています。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
緊張感を保ちつつも、とても馴染み易い職場であり、
会社全体で成長していこうとしています。また、長野県
でも数か所しかない保税蔵置場があり、構内でコンテ
ナからの出し入れの作業もあり、いかに無駄な動きが
無いか考えてスピーディーに行動をしています。

岩
淵 
隆
一



TRANSPORT GROUP
海上コンテナのドレー輸送をはじめ、国内の様々な輸送を担当するセクションです。お客様の元へ行き、弊社の倉庫に入れるための製品を
預かったり、また倉庫から別のお客様のところへ納品したりといった輸送をトラックで行います。積み込みから固定まで一人で担当するた
め、その場での決断力や判断力が必要です。一般的に長距離トラックは夜間に運行することが多いですが、自社トラック輸送のほとんどは
昼間に行っており、朝出勤・夕方帰宅できることが特徴。ライフスタイルを変えることなく仕事ができます。

お客様の製品を最初に預かる重要なポジション

輸送グループ

Q1.どんな職場でしょうか
いろいろな荷物を扱うので、無駄なスペースを作らな
いようパズルの要領で荷物を積み込みします。精密機
械、パレット物、長尺物など、さまざまな形の荷物を無
駄なく納得のいく積み方が出来るよう、日々努力して
います。積み下ろしの際は、神経を集中させ、事故・怪
我のないよう気を付けています。大変な時もあります
が、とてもやりがいのある仕事だと思います。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
弊社には、保税・荷役作業・梱包作業・ピック作業と
色々な部署がありますが、わからない事があれば皆丁
寧に教えてくれ、とても仕事がやりやすいです。
また、リフト作業時の誘導、精密機械などの荷下ろし
作業時は、仲間が手伝ってくれるとても協力的な職場
だと思います。色々な面で自分のスキルアップを目指
すにはとても良い会社です。

田
中 

英
元

Q1.どんな職場でしょうか
どの職場もみな明るく楽しいと感じます。
各職場で作業は異なりますが、精密機械の積み込み、
積み付けなど、社員同士助け合い、お互いから学び合
い、日々模索しながらより良い職場になっていけたらと
思います。

Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
今、世界的・全国的に新型コロナで騒がれている中、
色々なお客様からのご依頼にも、いかにお応えし対応
していくかを常に考え行動し、お客様に満足していた
だけるよう心掛けています。わたしもそれに応えられ
るよう日々努力し、お客様に喜んでいただけるよう常
に心掛け、IPDファンを増やせるように行動していま
す。とてもやりがいを感じる会社だと思います。

佐
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SALES SERVICE営業サービス
営業の仕事はサービスを売り込むことだけではありません。お付き合いのあるお客様に、これからも長く
満足していただけるようなサービスを提供し続けることも大切です。そしてそれは現状維持ではなく、ブ
ラッシュアップし、時代にあったサービスであることが求められます。そこで、定期的にお客様のもとへ足
を運び、今の現状や今後の展望などをきちんとヒアリングします。そしてお客様の声を現場にきちんと落
とし込み、お客様が安心して弊社に製品を任せられるような環境を整えていきます。会社の顔であり、要
でもある営業は、業務を通して高い達成感を味わえることも醍醐味です。

Q1.どんな職場でしょうか
お客様と営業担当者がスムー
ズにお話が進むよう、それぞれ
に対する気配り、先回りした行

動を心がけています。そのためには、社内全体でのコ
ミュニケーションがとても重要です。IPDではビジネス
SNSを採用し、気軽に従業員同士がコミュニケーション
を図れるため、問題は早急に解決し、意思疎通も取りや
すいです。
Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
私たちの生活において「物流」はなくてはならないもの
です。個人や企業、さらには日本の社会を支え、重要な
役割を担っているのが私たちの仕事であり、私はそこに
やりがいを感じています。経営理念通りのポジティブ志
向な会社です。

小池 弘二
Q1.どんな職場でしょうか
「自分のやりたいことができる
会社」だと思います。輸送から
始まり、保税・通関倉庫管理・

輸出梱包等々、業務は様々です。一連の流れを知ること
でお客様のニーズに合ったことを提案していけるので、
自分の考え、行動をとても大事にしてくれます。未経験
でもです。先輩が親身になり指導してくれます。キャリア
アップできる、自分自身が成長できる、そんな職場です。
Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
入社半年の駆け出しの営業ウーマンです。毎日が勉強
の日々です。新鮮な日々の中で様々なことを学び考えさ
せる、お客様と自社スタッフをつないで一つにする、お客
様の求めるサービス・パフォーマンスをすることが使命
です。とてもやりがいを与えてくれる、そんな会社です。

中村 ティナ

長くお客様に満足していただける仕事を提案し、提供し続ける

GENERAL AFFAIRS·ACCOUNTING SERVICE総務・経理サービス
会社を維持し、さらに向上していくために必要不可欠なのがこちらのセクション。総務は毎日社員が気持
ちよく仕事ができるよう、社内環境を整えていきます。人事も含め社員のケアを担当し、例えば子育て世
代の社員が家庭と仕事を両立できるよう調整するのも大切な業務のひとつです。そして経理は売り上げ
を管理し、計上、支払いを担当。社内のお金にまつわることが集結する部署なので、責任感と正確性が問
われます。どちらも会社を内部からしっかりと支える、縁の下の力持ちのような存在です。

Q1.どんな職場でしょうか
総務・経理事務として主に請求
書の作成や発行、お客様の窓口
として電話対応や来客者対応

も行っています。広く明るく清潔な職場で、落ち着いて業
務に取り込むことができる環境です。昨今、ソーシャル
ディスタンスが求められていますが、一人一人が十分な
距離を確保して業務に集中できる座席配置になってお
り、現状に対応した対策がしっかり取られています。
Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
現在、私は短時間勤務をしていますが、時間に融通が利
きやすく、家庭と仕事の両立がしやすいところが大変あ
りがたいです。また弊社は、お客様への要望に柔軟な対
応を心掛け、どの業務においても責任感や緊張感をもっ
て取り込む会社であると思います。

佐藤 晃子
Q1.どんな職場でしょうか
総務・経理という会社の中核の
部門を担当しています。会社の
作業環境をよくするように考え

たり、いかに経費を抑えるかを考えたりしています。
また、総てを務めると書いて総務なので、どんな仕事で
も応援対応し、納期等を間に合うようにサポートもして
います。部門を問わず、全社員と接する機会が多いの
で、皆と仲良くなれます。
Q2.IPDロジスティクスはどんな会社でしょうか
新しいことにチャレンジをすると行動指針にあり、何事
にもポジティブに考えていける会社だと思います。仕事
に必要なスキルの補助があったりもします。社員一人一
人が自発的に挨拶をするので、仲間意識は強く、みんな
明るく仲が良いです。

大澤 隆幸

よりよい会社を作るため、会社を内部から支える



RECRUIT

EMPLOYEE BENEFITS
福利厚生について

2お子様の学校行事、PTA活動、子育てに役に立つように
時間単位で取得できる有給制度を設けています。定時退
社を推奨し、仕事と家庭の両立支援を務めています。お
子様を預けられない時も、同伴出社が可能。
一部多目的トイレ等にベビーベット（おむつ
替え）・ベビーチェアを設置しています。

子育て支援制度

32人に1人の割合でガンを発症する時代ではありますが、
先進医療も進歩し早期治療が出来れば助かる病気と
なってきました。しかし先進医療費は一般の「がん保険」
では賄いきれません。当社ではすべての先進医療費を負
担できるガン保険「メディコム」の保険料半額を負担し、
もしもの時の先進医療を推奨しています。（希望者）

がん保険

1年間休日は120日。土曜日、日曜日、祝日は基本的に休み
ですが、取引先企業様が営業の場合は、当社も出勤とな
ります。また、年次有給休暇の取得を薦め、残業ゼロを目
指す等、短時間で成果を出すことを考えています。
■有給取得率 52％
■１日の平均残業時間 約30分

年間休日120日 4退職金制度として、確定拠出年金（401K制度）を行って
います。企業や加入者個人が毎月一定額の掛金を拠出
して、個人が運用する制度であり、イメージとしては、支
払われた掛金が個人口座に積立てられ、運用して得られ
た給付金が将来的には加入者個人に
戻ってくるものになります。

企業年金401K

6作業着は夏・冬の上下作業着の他に、ブルゾン・防寒
ジャンバー・防寒ズボンの支給があり寒さ対策は万全で
す。また、倉庫は冷暖房を完備しており、快適
に作業を行うことができます。

制服支給について（防寒具含む）

5日々の問題意識をもって仕事を分析し、「こうしたらもっと作業が
向上する」や「この作業は無駄ではないか」などを常に考え、思い
ついたら改善提案書を記入のうえ提出。取締役会・総務で判断し
採用・不採用を決定します。3カ月に1度提案内容を取締役会で審
査し、優れた案件には表彰を致します。表彰内容は職場毎・グルー
プ・個人と様々です。時間短縮や、業務改善に役立っています。

改善活動

採用の流れ

説明会 まずは、会社説明会に参加して頂き、当社の作業風景を実際に見ていただきます。01.説明会 まずは、会社説明会に参加して頂き、当社の作業風景を実際に見ていただきます。01.

エントリー 作業風景を見ていただき、興味を持っていただきましたら、当社求人にエントリーをしてもらいます。
エントリー後、書類選考を行いまして、面接となります。02.エントリー
作業風景を見ていただき、興味を持っていただきましたら、当社求人にエントリーをしてもらいます。
エントリー後、書類選考を行いまして、面接となります。02.

一次面接
面接では、人事担当の他、希望職種の上長も同席してもらい、実際の作業の流れなどのお話しを致します。
また、その場で質疑応答も行いますので、会社説明会で聞けなかったことなども詳しくお話ができます。
面接後、採用・不採用の連絡は7日以内に連絡を致します。

03.一次面接
面接では、人事担当の他、希望職種の上長も同席してもらい、実際の作業の流れなどのお話しを致します。
また、その場で質疑応答も行いますので、会社説明会で聞けなかったことなども詳しくお話ができます。
面接後、採用・不採用の連絡は7日以内に連絡を致します。

03.

内　　定 採用の方は、内定となり、入社1週間前に入社前説明会を行い、その後、入社となります。04.内　　定 採用の方は、内定となり、入社1週間前に入社前説明会を行い、その後、入社となります。04.



▶ 本社
〒389-0514
長野県東御市加沢88-12
TEL.0268-63-1151
FAX.0268-63-1152

▶ 本社第二営業所
〒389-0514
長野県東御市加沢122-15

▶ 滋野物流センター
〒389-0512
長野県東御市滋野乙1387-6

▶ 上田営業所
〒386-0005
長野県上田市古里42番地25

▶ 大川北倉庫
〒389-0505
長野県東御市和字上中原2891番地1
大川北工業団地

▶ 佐久営業所
〒385-0021
長野県佐久市長土呂140番1

▶ 岩村田物流センター
〒385-0022
長野県佐久市岩村田938

THINK
GLOBALLY, 
ACT
LOCALLY


