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私たちIPDロジスティクス株式会社は、長野県の総合物流企業として
平成16年に創業しました。それ以降今日に至るまで、お客様からお預
かりした商品を管理し、国内外に向けて輸送するすべての業務を担っ
ています。
弊社の倉庫には、さまざまな種類のものが集まってきます。ジャンルも、
形も、大きさも異なるため、まずはそれぞれに合った環境を整えなけれ
ばなりません。輸送も同じように、その商品に合った方法で丁寧に梱包
し、積み込み、配送します。愛情と尊敬をもって商品と向き合い、お客様
に安心して商品を任せていただける最善の方法を常にアップデートし
ています。
創業からの日々を思い返すと、私たちはお客様のリクエストに応えるこ
とで一歩ずつ成長してきたのだと感じます。時には高い壁もあります
が、それをクリアしていくたび、また新たな景色を見ることができる喜び
を噛み締めています。
私たちはこれからもその姿勢を崩すことなく、皆様に満足していただけ
るサービスを作り続けます。

お客様のニーズに応え、
喜んでいただけるサービスを
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事業展開02

・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や部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、弊社ではこれら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
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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。
弊社をご利用いただくことがお客様の発展に繋がり、さらにより良
い高度なサービスを提供し続けられるよう、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

先日、私たちは佐久市に新しい倉庫を建設しました。この
倉庫は、とある企業様の専用倉庫で、保管だけでなく、弊
社としても初の試みとなる洗浄サービスも行なうことにな
りました。洗浄サービスとは、製造工程の加工作業で部品
に付着した油やバリを洗浄するサービスです。これは打ち
合わせの最中に出た「IPDで洗浄できたら、全ての部品の
JIT対応が可能なんだが」というお客様の一言を掬い上
げ、形にしたものです。このように、ふとした会話が糸口と
なり、弊社の新たな挑戦が始まることも珍しい話ではあり
ません。

創業当時から変わらないのは、お客様目線で物事を考え
ること。お客様の仕事がいかに効率的になるかを考え、追
求していくと、「今やるべきこと」が見えてきます。どんな些
細な要望にも丁寧に向き合い、お客様の悩みを解決する
ことができたとき、IPDロジスティクスはまた一歩前進す
ることができるのです。
お客様の発展には協力を惜しまない。その思いを胸に、私
たちは皆様とともに成長していきたいと思っています。

お客様の進化が私たちを
成長させてくれる
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ロジスティクスサービス

LOGISTICS



出荷前には、再度シ
ステムによる検品作
業を行い、誤出荷・欠
品を防いでいます。

出荷
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出荷指示書に従い、
人の手で商品を棚か
ら取り出します。ピッ
キングの効率化を図
るため、トータルピッ
ク指示も可能です。

ピッキング
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ロジスティクスサービス LOGISTICS

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、管理します。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。お預かりするものは多岐に渡り、大きさも質量も様々です。そのため、お客様に自社倉庫の代わりとして安心して使っていただけるよう、
個々に合わせた環境づくりに努めています。膨大な数の製品は全て企業様ごとのオーダーメイドシステムをベースにコンピューター管理
されており、間違いや不備の可能性を極限まで減らすことができています。

お預かりした商品は
弊社とお客様とのあ
いだで共通の番号で
管理されています。
メールで出荷指示を
いただいたら、指示に
従って出荷指示書を
作成します。

出荷指示
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商品の特性に応じた
環境で、大切に保管
します。倉庫は冷暖
房完備で、サビや劣
化を防ぐために湿度
も厳しく管理します。

保管
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お客様に代わって検
品作業を行います。
お客様があらかじめ
設定した品質基準を
忠実に守り、同時に
データ化していきま
す。

受入検品
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お預かりした製品をお客様に代わって保管、管理します
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PACKING
梱包サービス



梱包サービス PACKING

IPDロジスティクスは、東日本梱包工業組合に加盟しており、スタッフには高度な輸出梱包を行うことができる梱包管理士が在籍していま
す。そのため、日本とは異なる環境に耐えるため、質の高い梱包技術が求められる海外輸出においても、安心してお取引をしていただけま
す。また、輸出用木材を自社で製作する認定※を受けており、資材を調達する手間を省くことでコスト削減を実現しました。
※全国植物検疫協会　輸出用木材こん包材消毒実施者　認定番号：全植検協　第26-54号
※全国植物検疫協会　輸出用木材こん包材生産者登録　登録番号：3001265

高度な輸出梱包も即日仕上げが可能です
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繊細で小さな部品な
どは、オプションで個
装も承っています。手
作業でアイテムごと袋
や小箱に詰めて包装
します。

個装にも対応
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必要に応じ、オーダー
メイド木箱を作成しま
す。輸送先の開梱作業
の負担軽減を考えた
設計をしております。

木箱
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強化段ボールは木材と同じくらいの強
度を持ちながら、木材よりも軽いため、
輸送にかかる費用を抑えることができま
す。釘などを用いずに梱包できるため、
開梱開封作業が容易に行えるメリット
も。加えて湿気にも強いので、船便でも
安心して使うことができます。SDGsの
観点からも、弊社では積極的に木材から
強化段ボールへの転換を進めています。

強化段ボール
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輸出梱包に使用する木
材は、国際基準に則り
熱処理を行う必要があり
ます。弊社は自社保有の
施設で処理を行うため、
輸出梱包用木材のコス
トダウンが可能です。

輸出用木材
熱処理施設
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弊社専用の強化段
ボールを切断するカッ
ティングプロッタを保
有しており、梱包資材
の即日仕上げが可能
です。

カッティング
プロッタ
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通関・保税サービス

CUSTOMS
CLEARANCE,
BONDED



通関・保税サービス CUSTOMS CLEARANCE,BONDED

弊社では「ワンストップサービス」を掲げ、通関や保税に関わるすべての手続きや作業を一手に担っています。
保税業務は、税関への輸出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が、弊社はその認定施設のため、NACCS
（輸出入・湾岸情報処理システム）を使って貨物データ管理や検品などを行うことができます。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変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をワンストップサービスで行います

バンニングに卓越した技術を持った
担当者が、貨物形状に合わせてラッ
シング、ショアリング（コンテナ内固
定）を施し、貨物が安全かつ安定し
た状態を維持できるようにバンニン
グいたします。

荷役01

通関業許可を取得しており（通関業
許可第202号）、輸出入貨物の通関
に関わるサービス（関税の申告納付
など）の提供が可能です。自社で保
税蔵置場も保有しているため、保税
スタッフとの連携もスムーズです。

通関02

保税蔵置場を弊社内に併設し、輸出
入貨物の蔵置、保管、保税業務を行
います。不特定多数の貨物が集まる
大規模な空港や湾岸等の保税蔵置
場とは異なり、入出庫によるダメー
ジや紛失のリスクを低減でき、時間
もかかりません。

保税03



貨物量に応じた多種多様なトラックを保有しています。2t車、4tウイング車、10tウイング車、増tウイング車、平ボデー、ユニック車、パワー
ゲート車、アコーディング車などの多彩なラインナップからお客様の貨物に最適なものをチョイスし、指定場所まで責任を持って配送しま
す。金型や大型機械などの重量貨物から、精密電子部品などの繊細な小型貨物まで、どんな貨物もお任せください。

お預かりした大切な製品の特徴に合わせて丁寧に輸送します

輸送サービス

TRANSPORT

精密機械、パレット物、長尺
物など、種類や形、大きさが
異なる貨物を、配送のプロ
が丁寧に積み込みをし、ま
た落下や転倒を防ぐために
しっかり固定していきます。
目的地まで担当ドライバー
が責任を持って配送しま
す。

機材輸送
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地域貢献の一環で、弊社の
輸送トラックの貸し出しを
行なっています。荷台をス
テージとして使うことがで
きるため、設営費がカットで
き、移動も簡単。企業イベン
トや学校の文化祭などの催
しでお使いいただけます。

イベント車両
サービス　
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TRANSPORT



BUSINESS HUB主要拠点

保有設備
本社第1保税倉庫（保税蔵置場）
■プッシュバック式スライド式重量保管棚：390パレット（通常パレット）可
■固定重量棚：60パレット（通常パレット）可
■輸出梱包工場：1,500㎡（455坪） 
本社第2倉庫
■移動重量棚（スーパータナコン）：1,024パレット（通常パレット）可
■移動式軽量棚（シャトルナビ）：360棚
■固定式軽量棚：364棚
本社第3倉庫
■固定重量棚：375パレット（通常パレット）可

面積
■本社周辺全て：13,530㎡（4,100坪）
■第1保税倉庫面積：756㎡（229坪）
■保税上屋面積：1,260㎡（382坪）
■第2倉庫面積：1,346㎡（408坪）
■第3倉庫面積：440㎡（133坪）

東御本社・本社第二営業所

保有設備
■移動式重量棚（スーパータナコン）：1,210パレット（通常パレット）可
■移動式軽量棚（シャトルナビ）：200棚
■2.8トンホイスト：1基

面積
■敷地面積：1,980㎡（600坪）
■A倉庫面積：1,122㎡（340坪）
■B倉庫面積：396㎡（120坪）

滋野物流センター

保有設備
■移動重量棚（スーパータナコン）：2,016パレット（通常パレット）可
■固定重量棚：96パレット（通常パレット）可
■回転式軽量棚（ロータリーストッカ―）：29棚使用 3基
■2.8トンホイスト：1基

面積
■敷地面積：13,200㎡（4,000坪）
■倉庫面積：2,360㎡（715坪）

大川北倉庫

保有設備
■移動重量棚（スーパータナコン）：1,440パレット（通常パレット）可
■移動式軽量棚（シャトルナビ）：240棚
■部品洗浄機：3基　■2.8トンホイスト：1基

面積
■敷地面積：5,662.78㎡（1,716坪）
■事務所・倉庫・作業場の延床面積
 ：2,308.40㎡（約700坪）

佐久営業所

移動式重量棚

移動式重量棚

本社全景

第2・第3倉庫



▶ 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42-25

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

▶ 佐久営業所
〒385-0021
長野県佐久市長土呂140-1

▶ 岩村田物流センター
〒385-0022
長野県佐久市岩村田938

▶ 中込物流センター
〒385-0035
長野県佐久市瀬戸字下原1250

Think
Globally,

Act
Locally

WEBSITE

YouTube Channel


