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□本社
〒497-8538 愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地
TEL 0567-96-0081　FAX 0567-95-3357

エコロジスティックスセンター
〒498-0011 愛知県弥富市荷之上町八平裏319番1
TEL 0567-66-2201　FAX 0567-66-2252

インター東倉庫
〒497-0036 愛知県海部郡蟹江町須成西3丁目64番1
TEL 0567-69-5781　FAX 0567-69-5782

海上コンテナ 木場事務所
〒490-1444 愛知県海部郡飛島村木場1丁目5
TEL 0567-56-0338　FAX 0567-55-2006

□第一物流株式会社
〒497-0036 愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地
TEL 0567-96-3368　FAX 0567-96-3357

□中部第一自工株式会社
〒498-0011 愛知県弥富市荷之上町八平裏331番1
TEL 0567-66-2251　FAX 0567-66-2252

http://www.cdy.co.jp

E-mail info@cdy.co.jp
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29.3.23
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29.4.21
西村

29.5.10
西村

29.9.5
西村   

私たちは、創業以来、輸送業務を柱に倉庫・通関・リサイクルの各業務を展開してきました。

日々市場環境が変化し厳しさを増す中で、私たちに求められているもの、

それは業務支援型の総合物流サービスであると考えています。

お客様が必要とされる物流形態のご提案と生産・販売戦略をサポートするための情報サービスは、

お客様のニーズにお答えできるものと考えております。

また、社内活動としてはリサイクル活動や美化運動などの社会貢献に加え、

サプライチェーン全体における労働環境の改善、環境負荷低減など、

持続可能社会への貢献をめざしています。

私たちは、お客様への気配り、心配りできるよう邁進していきます。

そして幅広いお付き合いのなか深く仕事に取り組みさせて頂きます。

中部第一輸送株式会社　代表取締役　森　敏 彦

物流システムに様々な角度から挑戦、 流通の円滑化と環境保全を支援します。物流システムに様々な角度から挑戦、 流通の円滑化と環境保全を支援します。

物流を支える
□倉庫（出荷重視型） □流通加工
□輸送システム □輸出入業務
□通関手続き

物流と環境に貢献する
□静脈物流（商品の廃棄・回収）

□リユース・リサイクル
 （遊技機・パソコンなどの解体処理）

□パレット洗浄

□中部第一輸送株式会社
 本社事務所 倉庫

 エコロジスティックスセンター

 インター東倉庫

 海上コンテナ 木場事務所

■業務内容中部第一グループ

□第一物流株式会社

□中部第一自工株式会社
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29.3.23
西村

29.4.21
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29.5.10
西村

29.8.30
西村   

倉庫
海外からの通関・保管・流通加工・出荷・

配送業務を一貫して弊社で行います。

お客様から個別に通関業者・倉庫業者・

輸送業者等各業者への業務依頼はかなり

ご負担になりますが、弊社におまかせ頂けれ

ば全ての業務手配を一貫して行います。

通関・ドレージ・デバンニング作業入荷検

品・保管・流通加工・ピックング仕分け・出

荷検品などお客様の物流業務をトータルで

サポートとするサービスをご提供いたします。

流通機能全般を一括で請け負う3PL（サー

ドパーティーロジスティクス）の領域を含め

お客様の最適な物流設計と運営ノウハウを

ご提供いたします。

流通加工
荷受引取りから梱包業務、商品加工業務、梱包包装資材の企画・設計・製造、倉庫保管・入出荷倉庫管理業務でを行う一貫

物流サービスとして展開しております。

または倉庫保管時に発生することのある検品業務や出荷先に応じて発生することのあるシール貼り作業、商品を組み合わせ

付加価値をあげるアソート業務等すべて臨機応変に対応致します。
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中部第一輸送 総合物流センターでは、基本となる、入荷・管理と合わせて、
より付加価値の高いロジステックサービスをご提供できる環境を備えております。

電子機器部品組み立て業務
弊社倉庫内の組み立て作業場です。 輸送・保管と併せて組み立て業務を行えるのは他の業者にない強みです。

■作業スペース：１階 660㎡・２階 660㎡ （両スペースともエアコン完備）

□電動ドライバー（ハイオス社製　70丁）

□イオナイザー（除電ブロー キーエンス社製20台）

□各作業台　導電マット（有線取り）

□エアーコンプレッサー
□アースバンド（有線タイプ）

□電動バッテリーフォークリフト
□ハンドリフト
□インシュロック用結束ガン
□低速ドライバーも常備しています。

物流を支える物流を支える
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松尾

29.8.21
西村   

29.8.30
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効率化を考えた国際輸送のルート提案

物流を支える物流を支える

輸送システム 輸出入業務・手続き
海外輸送、航空輸送、陸上輸送を組み合わせる複合一貫輸送を行っております。

航空機・船舶の手配と併せ、輸出入に必要な通関業務や貿易事務の代行手続きも行ないます。

弊社のネットワーク上で全てが完結できるスムーズさが、所要時間短縮とコスト削減に直結する安心のサポート体制です。
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　内海上輸送

航空輸送
小口輸送通関業務

JRコンテナ輸送

トラック輸送

海外貨物、入荷、
コンテナデバンニング、
国内貨物、出荷

航空貨物取扱い 船便手配コンテナ輸送 海上コンテナドレージ

多数の協力会社と全国的なネットワークを築き、トラック輸送・鉄道貨物・海上輸送・航空貨物のあらゆる輸送方法を展開して

います。合理性も考慮した高い機動力が、物流の効率化を支えます。

また、すべてのトラックはGPSによる運行管理を行い、無駄のないエコドライブを実現しています。

輸送システム
デジタルタコグラフ(車載コンピュータ)による燃料流量、速度、エンジン状

態、燃費を管理し環境を配慮したエコドライブに努めています。またGPS

による位置情報をもとに、配送状況をリアルタイムで管理しています。

デジタルタコグラフ車載端末 管理画面

大型トラック/80台 中型トラック/30台 ユニック/10台 トレーラヘッド/40台 コンテナシャーシ/80台 28.7t シャーシ/2台

リーチリフト/10台 フォークリフト/17台 クランプリフト/2台 カーボン輸送トラック/5台 7t パワーゲート車/1台

保有設備

5 6
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物流と環境に貢献する物流と環境に貢献する

静脈物流
あらゆる産業廃棄物の収集運搬からリサイ

クル及び最終処分までを、全国の物流会

社と独自の回収・処理ルートを構築し、廃棄

物削減に取り組んでいます。

当社ではあらゆる廃棄物を「国内」「海外」

含め独自のネットワークを生かしリサイクル

する方法を確立致しております。

地球環境を考えながら処理することが現代

社会の課題であるという認識のもとに、あら

ゆる廃棄物の相談やコンサルティングにも

トータルに取り組んでおります。

リユース・リサイクル
遊技機解体ラインにて手作業による解体処理を行い、液晶などの有価物、プラスチック、鉄・非鉄、木材、ガラス等35～

40種別に素材分別致します。また、プラスチックなどはメッキ・原色素材でも分別しますので、無駄のないリサイクルを

行っております。パチンコ・パチスロ機のほか古くなったパソコンも回収し解体します。

※弊社は、日本遊技機工業組合の承認を受け、広域認定遊技機回収システムに参加しているため遊技台解体処理費用は、日工組加盟メーカー様負担で行い
ます。

資源価値を高めたリサイクル
遊技機や古くなったパソコンなどを回収して、廃プラスチック・金属等のマテリアルリサイクル、メーカー様へのパーツ

リサイクルを行っております。

またプラスチックなどにおいて、メッキ・原色素材等も分別対象として作業しておりますので、資源価値の高いマテリアル

リサイクルを行っております。

社会貢献につながる雇用
リユース・リサイクル業務におきましては、障がい者・高齢者の雇用を積極的に受け入れております。

エコロジスティクスセンター

圧縮機破砕機

7 8
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エコロジスティクスセンター

圧縮機破砕機
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29.3.23
西村

29.4.21
西村

29.5.11
西村

29.8.30
西村   

所 在 地 〒498－0011

 愛知県弥富市荷之上町八平裏331－1

 TEL：（0567）66－2251

 FAX：（0567）66－2252 

事業内容 民間車検場

 自動車整備事業（自動車整備・板金・塗装・運送等）

 特定自主検査登録検査業（フォークリフト年次点検）

 自動車販売並びに買取事業

 自動車解体業

 自動車関連に付随する部品等の売買

 レンタカー事業

 保険代理店
　 　あいおい損害保険、東京海上日動火災保険
 　損保ジャパン、メンテナンス出張サービス
 　車、リフト、整備機械

中部第一自工株式会社

物流に欠かせないパレットを大切にする

パレット洗浄配送サービス 
新車・中古車販売から、定期点検・車検、自

動車整備全般、板金塗装、保険手続きまで、

自動車のことなら中部第一自工にお任せくだ

さい。

高度な技術スタッフが、お客様の愛車のご

相談に応じます。

大型トラックの

車検・整備・板金塗装もお任せください

重量のある貨物自動車をリフトアップして、車両下

部の整備を徹底して行えます。

また、整備機能のあるメンテナンスカーも活躍中。

まとまった台数の整備もお任せください。
パレット洗浄システムの4大特徴

全国どこでもご注文を承ります
長年の運送事業によるネットワークを駆使して、
全国どこからでもご注文を承ります。

あらゆるサイズに対応します
「規定のサイズ以外のパレットには対応できない」
という不便さを解消！
最新型のマシンを使った洗浄システムにより、あら
ゆるサイズのパレットもクリーニングが可能です。

一枚からでもOKです
これぞ「パレットの宅配便」と言える機動力を発揮して、
たとえ一枚でも受け取りから納品まで完全対応します！

パレットはいつでもクリーンキープ
従来の水だけを使った洗浄ではなく特殊な洗剤
を使っているので、泡のチカラにより細部にたまっ
た汚れも極力おとしてクリーンな状態を保ちます。

パレットは企業の商品の移送を支える大切なツールです。

一般的に使用されるプラスチックパレットは、静電気による

埃や塵が付着しやすく、汚れたままにしておくとカビや異臭

の発生を招き、衛生面を重要視される企業では、取返しの

つかないダメージに繋がる危険性があります。

最新型のパレット洗浄システムをそなえる弊社では、全国に

広がる輸送システムを活用して、少数のパレットからでも

集荷・洗浄・配送までを行います。

汚れの度合いや破損を検品した後、洗浄します。

パレット洗浄 車輌整備
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29.3.29
西村

29.4.7
西村

29.5.10
西村

□本社
〒497-8538 愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地
TEL 0567-96-0081　FAX 0567-95-3357

エコロジスティックスセンター
〒498-0011 愛知県弥富市荷之上町八平裏319番1
TEL 0567-66-2201　FAX 0567-66-2252

インター東倉庫
〒497-0036 愛知県海部郡蟹江町須成西3丁目64番1
TEL 0567-69-5781　FAX 0567-69-5782

海上コンテナ 木場事務所
〒490-1444 愛知県海部郡飛島村木場1丁目5
TEL 0567-56-0338　FAX 0567-55-2006

□第一物流株式会社
〒497-0036 愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地
TEL 0567-96-3368　FAX 0567-96-3357

□中部第一自工株式会社
〒498-0011 愛知県弥富市荷之上町八平裏331番1
TEL 0567-66-2251　FAX 0567-66-2252

http://www.cdy.co.jp

E-mail info@cdy.co.jp
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