
首都圏から出荷された商品が！ななな・・・なんと！

東は青森県から西は静岡県迄を翌朝８時迄にお届け！！

『配達日数がかかり過ぎる・・』、 『お客様のニーズに応えたい・・』
『なるべく早く品出しがしたい・・』、 『高くても仕方が無いか・・』

『え～！本当に青森まで届くの・・？』、『どうせ高いんでしょ・・？』
『本当に能代まで届くの・・？』

※日中配送はもちろん可能！！

「テトラ Morning便」が解決致します



テトラMorning便 ネットワーク
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「テトラ Morning」とは、緊急度を増した各お客様への満足度を満たす為、当日

の午後19:00頃に東京拠点センターを出発した貨物が翌日の朝8：00までに東

日本全域へお届けするという五興運輸㈱で構築した独自のお届け手段です。

1.  保冷車から軽車両等まで、幅広い車両で対応
2.  食料品、医療品、精密機器、建築部品等幅広い貨物の取扱い
3.  容積は基本、成人男性一人が持ち運び出来る大きさ

｢ﾃﾄﾗ Morning｣の説明｢ﾃﾄﾗ Morning｣の説明

｢ﾃﾄﾗ Morning｣の基本概要｢ﾃﾄﾗ Morning｣の基本概要

集荷地 東京都区内 ※他府県への集荷も構築中です。

配達地 東京都内 → 全域 ※一部離島省く

首都圏内 → 全域

北関東圏内 → 全域

南東北圏内 → 全域

北東北圏内 → 全域

甲信越圏内 → 全域 ※一部離島省く

静岡圏内 → 全域 ※一部地区省く

集荷・配達エリア集荷・配達エリア

主な仕様主な仕様



倉庫経費の圧縮と
余剰在庫の削減

工場
倉庫

物流
倉庫 物流

倉庫 物流
倉庫在庫移動

各支店・営業所

午前中配達

お客様 ＰＭ出発

訪問回数・営業
戦略の向上
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倉庫

五
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各支店・営業所

各地テトラセンター

～ＡＭ8:00納品

お客様 ９時出発

テトラMorning
導入

入･出･在庫管理

顧客満足度の向上



シミュレーション 様々な条件を設定した上で
シミュレーションを実行致します。

物流コストの削減！

一括物流のメリット

複数の荷主様の商品を、一旦拠点セ

ンターに集め、各地域『共同配送』を実

施することにより、今まで緊急貨物の

出荷をするにあたり、１個の貨物でも

『チャーター運賃』で運んでいたものが、

必要な分だけの『個建て運賃』へ削減

することが出来ます。また、情報の共

有化も図れ、荷主様の業態にあった運

賃もご提供が可能になります。

拠点ｾﾝﾀｰ

各地区ごとに

仕分して配送

工場

倉庫

オフィス

A地区

C地区

B地区

コストシミュレーション

効率的な物流を実施できないことには、

理想の運賃は不可能といっても過言で

はありません。

そこで、五興運輸㈱は専属のスタッフ

が各荷主様の諸条件を念入りに調査

させて頂くことにより、各荷主様の諸条

件に合った運賃をご提供させて頂きま

す。

配送先のリストアップ

商品規格調査

集荷方法調査

お見積書

時間

物量 距離



品質管理

試走

カルテ作成
様々な条件を設定致します。

配送カルテ管理

各配送先に専属スタッフがお邪

魔させて頂き、施設内の『進入

方法』及び『納品場所』及び『回

収置場』等の打合せを入念に行

い、各配送先専用の納品方法

書を作成します。

納品先訪問

項目

停車場

近隣状況

納品書

進入口

納品場

対談

鍵確認

回収場

納品方法確認

鍵の管理

確認・保管

※鍵は配達完了後、各ドライバーから回収し、数量を確認した上で、金庫に入れ、管理致します。

緊急時対応

事故・故
障・渋滞・
破損・体調
不良

配送
センター

配送先

出荷元

TEL・FAXTEL

1. 担当ドライバーから、緊急の連絡を受けた場合は、直ちに
配送先と出荷元様へ状況内容の報告を致します。

2. 『遅延』の場合はドライバー及び配送センターから予想到
着時間等を各関係者様へご連絡致します。



イレギュラー発生時のルール事項イレギュラー発生時のルール事項

1.貨物を破損させてしまった場合
或いは、落下させてしまった場合

①『連絡書』に貨物状況等を記入し、
納品書に添付し置いてくる

②配送センターへ報告する

③配送センターは報告が入り次第、配

送先及び荷主様へ報告する

2.貨物の個数不足が有った場合
出荷時に気付かなかった場合

①過不足のまま納品する

②『連絡書』に不足内容を記入し、納

品書に添付し置いてくる

③配送センターへ報告する

④配送センターは報告が入り次第、配

送先及び荷主様へ報告する

3.遅延が発生する場合
（事故・故障・渋滞・体調不良等）

①配送センターへ報告する

②配送センター及びドライバーから配
送先及び荷主様へ状況報告等を連

絡し、到着予想時間を知らせる

③配送センターは遅延車輌の残荷状
況を確認し、残荷があれば直ちに応

援車輌を手配する

4.配達到着時、配達先の施設に異変
があった場合

（鍵穴の損傷、施設内照明点灯等々）

①状況を確認する

②『連絡書』に状況を記入し、納品書

に添付し置いてくる

※配達到着時間記入

③配送センターへ連絡する

④配送センターは報告が入り次第、配

送先及び荷主様へ報告する

⑤配送センターは状況により配達先へ

訪問し、応対する

イレギュラー項目 対応手段



会社概要会社概要

会 社 名 五興運輸株式会社
本社所在地 東京都江東区木場２丁目１５番１２号 MAビル１Ｆ

ＴＥＬ ０３－５２４５－２１２０ ＦＡＸ ０３－５２４５－２１１５
代 表 者 代表取締役 髙取言彦
資 本 金 ３０００万円
設 立 昭和３２年１月１１日
許可事業 一般貨物自動車運送事業（５６東自貨２第１４４１号）

貨物運送取り扱い事業（東陸自７８０号）
利用運送事業
荷造梱包保管事業
その他関連事業

主なる輸送品 食料品・アパレル製品・精密部品・スポーツ用品・その他
主要顧客 ㈱アシックス・㈱アニュ－・ウエラジャパン㈱・㈱ナフコ

ニチメンインフィニティ㈱ ・リコーロジスティクス㈱・他
取引金融機関 とみん銀行深川支店・三菱東京ＵＦＪ銀行門前仲町支店

会社沿革

昭和３１年１２月 一般小型貨物自動車運送事業として認可（５６東陸自貨２第１４４８号）
昭和３２年 １月 斉川運輸株式会社（資本金１２０万円）を設立し、一般区域貸切輸送を

業務とする。事業区域（新宿・豊島・文京・千代田・板橋の各区）

昭和４６年 １月 東京都全域の認可を受ける（７１東陸自２貨２第１７号）
昭和４８年 ５月 五興運輸株式会社に商号変更

代表取締役に松田行彦就任

昭和４８年 ６月 本社を江東区白河４丁目４番６号に移転
昭和４８年 ９月 資本金を２４０万円に増資
昭和４８年１０月 資本金を８３０万円に増資
昭和４９年 ６月 自動車取扱事業を取得
昭和５６年 ４月 積合せ貨物事業を取得
昭和５７年 ５月 アシックス営業所を開設（柏市）
昭和５７年１０月 千葉県・神奈川県の事業区域拡張の認可を取得
昭和６０年 １月 資本金を１５００万円に増資
昭和６０年 ７月 資本金を３０００万円に増資

本社を江東区辰巳３丁目２０番に移転

昭和６３年 ３月 千葉営業所を開設
平成１１年 ３月 大阪営業所を開設
平成１２年 １月 代表取締役に高取言彦就任
平成１２年１１月 横浜営業所を開設
平成１４年 ２月 本社を江東区木場２丁目７番１５号に移転
平成１４年 ７月 名古屋営業所を開設
平成１５年 １月 広島営業所開設
平成１７年 １月 福岡営業所開設
平成１８年 ９月 仙台営業所開設
平成１９年 ４月 沖縄営業所開設
平成１９年１０月 名古屋営業所を愛知県小牧市に移転
平成２０年 １月 本社を江東区木場２丁目１５番１２号に移転



様々なニーズに応える豊富なメニュー

営業所一覧

札幌営業所 北海道石狩市花川東６３２－１
ＴＥＬ ０１３３－７２－１１１１
ＦＡＸ ０１３３－７２－１１１２

仙台営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隅中泉字大原９８－３
ＴＥＬ ０２２３－３２－２５５１
ＦＡＸ ０２３３－３２－２５５２

ｱｼｯｸｽ営業所 千葉県柏市十余二字翁原３３７－１２６
ＴＥＬ ０４－７１３３－８１２３

ＦAX ０４－７１３３－８１２３

千葉営業所 千葉県柏市青田新田飛地２１３－１
ＴＥＬ ０４－７１３３－８１０１

ＦAX ０４－７１３３－８１０３

東京営業所 東京都江戸川区臨海町４－３－１・トラックタ－ミナル７号棟
ＴＥＬ ０３－５６７９－７２２２
ＦAX ０３－５６７９－７２２３

横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町４３－２
ＴＥＬ ０４５－４７０－５６１１
ＦAX ０４５－４７０－６５０１

大阪営業所 大阪府箕面市粟生外院１－１４－２９
ＴＥＬ ０７２７－４９－３６０１
ＦAX ０７２７－４９－３６０２

小牧営業所 愛知県小牧市中川区清川大字西之島字申塚１１１８－３

ＴＥＬ ０５６８－４４－８７７５
ＦAX ０５６８－４４－８７７６

岡山営業所 岡山県倉敷市中帯江３２
ＴＥＬ ０８６－４３５－０１９５
ＦAX ０８６－４３５－０７７５

広島営業所 広島県広島市安佐南区大町東１－１１－３
ＴＥＬ ０８２－８７６－１１４４
ＦAX ０８２－８７６－１２７２

福岡営業所 福岡県古賀市青柳５３６
ＴＥＬ ０９２－９４０－２５０５
ＦAX ０９２－９４０－２５０８

沖縄営業所 沖縄県浦添市城間２４４３－２
ＴＥＬ ０９８－８７１－１９１３
ＦAX ０９８－８７1－１９１４



五興運輸㈱は倉庫施設も充実しています。

大阪センター

１F 冷凍庫 冷蔵庫 低温庫 定温庫 常温庫

坪数 30坪 30坪 130坪 40坪 270坪

－20℃庫内温度 5℃ 15℃ 20℃ ―

2F 常温庫

坪数 500坪

―庫内温度

総面積 1,000坪

その他、貸切業務、時間指定、日中配送等はテトラ TIME便へ！

テトラネットグループ協議会（ＴＮ協）

全国から２０社以上が集結した物流会社のプロ軍団が
テトラネットグループ協議会です。

スローガン

☆3ＰＬ（3rd Party Logistics）

☆JIT物流（Just In Time Distribution System）

☆一括物流方式（Lump_Sum Distribution Method）

長距離、近距離、三温度帯物流、引越し、チャーター、全国配送
保管、荷役作業等、多種多様なメニューでご活用頂けます。

事務局：五興運輸㈱内 ㈱テトラネット

お問合せ先

テトラネットグループ協議会

HP：http://www.tetranet.jp/index.html info@tetranet.jpMAIL：



物流のBESTパートナーへ！

物流のことなら、五興運輸（株）をご用命の程、宜しくお願い申し上げます。
まずは、お気軽にご相談下さいませ。

五興運輸株式会社

本社本社
〒〒１３５－００４２１３５－００４２ 東京都江東区木場２－１５－１２東京都江東区木場２－１５－１２

MAMAビル１Ｆビル１Ｆ
ＴＥＬＴＥＬ ０３－５２４５－２１２００３－５２４５－２１２０
ＦＡＸＦＡＸ ０３－５２４５－２１１５０３－５２４５－２１１５

MailMail ：：tt--tetora@gtetora@g--goko.co.jpgoko.co.jp
http://www.ghttp://www.g--goko.co.jp/index.htmlgoko.co.jp/index.html

西日本事業本部西日本事業本部
〒〒５６２－００３５５６２－００３５ 大阪府箕面市粟生外院１－１４－２９大阪府箕面市粟生外院１－１４－２９

ＴＥＬＴＥＬ ０７２７－４９－３６０１０７２７－４９－３６０１
ＦＡＸＦＡＸ ０７２７－４９－３６０２０７２７－４９－３６０２

Mail Mail ：：oosaka@goosaka@g--goko.co.jpgoko.co.jp


