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合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送ソリューションの特長

合通ロジでは、1950年の創業以来 70年以上 お客様の物流領域を担当させていただいております。
コンプライアンス・運行管理・品質安全対策のマネージメント力をベースに、全国約30の配車拠点と
物流企業様ネットワークにより、お客様の戦略的SCMに即した適正且つ最適なトラックの輸配送スキームを
構築いたします。トラック輸配送の物流課題について、お気軽にお問い合わせください。

合通ロジ

トラック輸送
ソリューション
特長

Features

1950年創業
物流事業
70年以上の実績

品質・環境対策
ISO9001
ISO14001

鉄道貨物事業にて1950年に大阪にて
創業した合通ロジは、70年以上に渡
り、物流事業に携わり、全国にてさ
まざまな業界のお客様のロジスティ
クス領域をサポートしています。

全国物流企業
鉄道コンテナ輸送
ネットワーク

全国約30箇所の
配車拠点
合通ロジでは、近畿圏・首都圏・中部
圏・北海道などに配車拠点を有してお
り、各エリアにおける地場輸送から全
国エリアの輸送まで、日々、配車マ
ネージメントをおこなっています。
© GOTSU Logi Co.,Ltd. All rights reserved.

合通ロジでは、2021年3月に
ISO9001・ISO14001を51拠点へと登
録範囲を拡大し、品質向上・環境負
荷低減に積極的に取り組んでいます。
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合通ロジでは、全国エリアにおける
トラック・鉄道貨物輸送の物流企業
様のネットワークにより、トラッ
ク・鉄道コンテナによる、さまざま
な輸配送スキームの構築をおこなっ
ています。

運輸安全
マネージメント
コンプライアンス
合通ロジでは、各事業所における輸送
の安全の確保・関係法令遵守・輸送の
安全の確保及び関係法令を遵守するし
くみの弱点の把握と強化等、運輸安全
マネージメントを徹底しています。

トラック輸配送
企画・運行力
合通ロジでは、貸切便・チャーター便、
混載・積み合せ便、「ハイエンド便TM」
共同配送・ルート配送・TRUCK&RAIL
など、トラック輸送の企画力と運行力で、
お客様の戦略的SCMを輸配送からサポー
トしています。

多業種・他業態
輸配送実績

輸配送品質・コスト
適正化・最適化

合通ロジでは、化学品・住宅資材・家
電・飲料・食品業界等のメーカー様や
食品卸業界様等、さまざまなお客様の
調達・生産・販売・静脈物流を、倉庫
保管・物流センターオペレーション・
輸配送でサポートしています。

合通ロジでは、トラック輸配送の企
画・運行力をもとに、お客様の戦略的
SCMに即した輸配送品質・コストの適
正化・最適化に取り組んでいます。

1

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送：チャーター便・貸切便

合通ロジでは、全国エリアにおけるチャーター便・貸切便の手配をおこなっています。お気軽にお問い合わせください。

チャーター便・貸切便
✓ チャーター便・貸切便は、トラック車輌等を１社の荷主様
の専用便として輸配送するサービスです。
✓ 合通ロジでは、輸配送品質対策を講じ、全国エリアにて
お客様のご要望に即した最適な トラック手配・輸配送
スキームを 構築しています。
大型トラック

中型トラック

小型トラック

ウィング

ウィング

ウィング

平ボディ

平ボディ

平ボディ

パワーゲート

パワーゲート

パワーゲート

（ユニック等）

ルートバン

クレーン付車輌
（ユニック等）

クレーン付車輛

*お取引にあたっては、契約等が必要となります。
*条件等によりお客様のご要望にお応えできない場合もございます。
*詳しくはお問い合わせください。

© GOTSU Logi Co.,Ltd. All rights reserved.
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Topic

全国エリアの車輌を手配

・合通グループ／全国物流企業様ネットワークにより、全国エリアの
トラックを手配いたします。

目的に応じた車輌手配
・お客様の商品特性・目的に応じたトラックを手配いたします。
車輌のご希望などお申し付けください。

定期便・専属便にも対応
・お客様のご要望に合わせ、定期便の運行や専属便にも対応可能です。

温度帯（冷蔵・冷凍）車輌手配
・温度帯管理が必要な輸配送についても、手配可能です。

輸配送品質対策

・合通ロジでは、化学品・住宅資材・家電・食品・飲料業界様等、
商品特性にあわせた輸送品質対策を講じています。

2

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送：混載便・積み合わせ便

合通ロジでは、全国エリアにおける混載便・積み合わせ便を手配いたします。お気軽にお問い合わせください。

混載便・積み合わせ便
✓ 同地域・同方面における複数の企業様の荷物を１台の
トラック（混載・積み合わせ便）にて輸配送するサービス
です。

✓ お客様の諸条件に合わせ、適正な車輌手配、荷役・輸配送
等の品質対策を講じ、配送効率・配送コスト対策・環境負
荷低減へとつなげています。
大型トラック

中型トラック

小型トラック

ウィング

ウィング

ウィング

平ボディ

平ボディ

平ボディ

パワーゲート

パワーゲート

パワーゲート

（ユニック等）

ルートバン

クレーン付車輌
（ユニック等）

クレーン付車輛

*お取引にあたっては、契約等が必要となります。
*条件等によりお客様のご要望にお応えできない場合もございます。
*詳しくはお問い合わせください。
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Topic

諸条件に合わせ適切な車輌を手配
・お客様の荷物の重量・荷姿・輸配送先などの諸条件に合わせ、
弊社にて適切なトラックの手配・輸配送をおこないます。

全国エリアに対応
・全国約３０箇所の配車拠点・全国物流企業様ネットワークを活用し、
全国エリアの混載便・積み合せ便に対応いたします。

輸配送品質対策
・多業種のお客様の荷扱い実績をもとに、荷役・輸配送における品質対策
を講じています。

倉庫・物流センター連携
・全国エリアにて多業種のお客様の倉庫保管マネージメント・物流センター
オペレーションと輸配送スキームの構築をおこなっています。

温度帯輸送・スポット対応

・温度帯管理が必要な輸送やスポット輸送にも対応しています。

3

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送：中ロットを得意とする小口混載便「ハイエンド便 TM」

合通ロジでは、関西と関東・中四国・中部・九州を結ぶ中ロットを得意とする小口混載便「ハイエンド便TM」を展開しています。

中ロットが得意な小口混載便

ハイエンド便TM

✓ 中ロット（約500kg～4,000kg）を得意とする関西と関東・
中国・中部・九州を結ぶ自社独自の小口混載プラット
フォームです。
＊詳細はハイエンド便TM 紹介動画・PDF資料をご覧ください

Topic

自社独自のプラットフォームで残荷「０ゼロ」
・2017年からの安定した輸送実績。化学品／家電／食品原料など大手
メーカー様が参画する安心のプラットフォームにて、お打合せ通り
の輸配送計画で、残荷ゼロを実現しています。

納品指定日は必ず守ります
・お打合せ通りの指定日にご納品いたします。

品質重視の荷扱い
・構内および輸配送安全講習による万全な教育体制により、
商品特性に合わせた輸配送品質の確保をおこなっています。

中ロット混載を得意とするサービス

→

ハイエンド便 TM
サービス詳細

動画はこちら

→

*お取引にあたっては、契約等が必要となります。
*条件等によりお客様のご要望にお応えできない場合もございます。
*詳しくはお問い合わせください。

© GOTSU Logi Co.,Ltd. All rights reserved.
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ハイエンド便TM
サービス詳細

PDFはこちら

・中ロット（約500㎏～4,000Kg）に柔軟対応しています。

リーズナブルで魅力的な運賃
・高い輸送品質で貸切便（チャーター便）よりもリーズナブルで魅力的な
運賃を実現しています。

4

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送：海上コンテナ輸送

合通ロジでは、大阪港・神戸港を中心に海上コンテナ輸送を展開しています。
海上コンテナ輸送を伴う荷役・倉庫保管などの物流課題について、お気軽にお問い合わせください。

海上コンテナ輸送

Topic

大阪港・神戸港に対応
・合通ロジでは、大阪港・神戸港における海上コンテナ輸送を展開して
います。 ＊その他エリアもご相談ください。

バンニング・デバンニング対応
・合通ロジでは、大阪府下をはじめとする複数拠点にてバンニング・
デバンニングが可能です。＊拠点等の詳細はお問い合わせください。

保税倉庫

・合通ロジでは、自社および物流企業様ネットワークにて、お客様の
ご要望に応じた保税倉庫と連携いたします。
＊詳細はお問い合わせください。

多業種の商品取扱い実績

・合通ロジでは、食品・飲料・化学原料・日用雑貨・機械部品など、
さまざまな業界の商品を取り扱っています。
*お取引にあたっては、契約等が必要となります。
*条件等によりお客様のご要望にお応えできない場合もございます。
*詳しくはお問い合わせください。

© GOTSU Logi Co.,Ltd. All rights reserved.

2022.04 Ver.1

5

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送：共同配送ソリューション

合通ロジグループでは、化学品メーカー様・お菓子業界様などの共同配送を展開しています。

共同配送
✓ 共同配送は、配送先が一致する同業種・異業種の企業様の
荷物を一括して輸配送するソリューションです。
合通グループでは、化学品・お菓子・食品卸業界様等の
共同配送を展開しています。
✓ 共同配送により、配送効率・配送コスト・荷受け企業様
の作業効率化・環境負荷削減などが可能となります。

Topic

化学品メーカー様との取り組み

・合通ロジでは、倉庫保管ソリューションと「ハイエンド便TM」の組み合わせ
により、化学品メーカー様の共同配送を展開しています。
＊樹脂・着色原料・フィルムメーカー様にて、トラック輸送に関する
物流課題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お菓子業界様との取り組み
・合通グループの株式会社合通カシロジでは、西日本エリアを中心に、
約３０社のお菓子メーカー様の共同配送をおこなっています。
＊詳しくは、株式会社合通カシロジ www.kashilogi.co.jp をご覧ください。

全国エリア・多業界納品先マスター
・合通ロジでは、化学品（樹脂・着色原料・フィルム等）・住宅資材・
家電・食品・飲料・酒類業界様など、全国エリアにおけるトラック輸送
をおこなっており、共同配送のベースとなる多業界の納品先マスターを
保有しています。トラック輸送の物流課題についてお気軽にお問合せください。

ハイエンド便TM 関西拠点
（大阪府高槻市）

株式会社合通ロジ
北大阪支店

*お取引にあたっては、契約等が必要となります。
*条件等によりお客様のご要望にお応えできない場合もございます。
*詳しくはお問い合わせください。

© GOTSU Logi Co.,Ltd. All rights reserved.
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お菓子業界様共同配送拠点
（大阪府松原市）

株式会社合通カシロジ
カシロジホーム

共同配送企画

・合通ロジでは、納品先マスターをもとに京阪神エリアを中心とする
共同配送の企画を随時おこなっています。業種・エリアを問わず、
輸配送の物流課題について、お気軽にお問い合わせください。

6

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送：ルート配送ソリューション

合通グループでは、食品卸業界様・飲料メーカー様・食品メーカー様などのルート配送を展開しています。

ルート配送
✓ ルート配送は、お客様からご提供いただいた配送先リスト
に対して、定期便の運行や物量などに応じたルート設定
をおこない、専属車輌等にて配送するソリューションです。
✓

小ロット・多頻度・定時性など お客様のご要望に即した
ルート配送について、全国エリアでの企画が可能です。

Topic

食品卸様との取り組み
・合通ロジでは、食品卸様とともに兵庫県・大阪府下のCVS
（コンビニエンスストア）へのルート配送を展開しています。

飲料メーカー様との取り組み

・合通ロジでは、飲料メーカー様の物流センターオペレーション・関西圏
を中心とする大型トラック輸送（生産物流）とともに、大阪南部エリア
における飲食店等へのルート配送（販売物流）をおこなっています。

食品メーカー様との取り組み

・合通ロジでは、食品原料メーカー様とともに、関西エリアにおけるGMS
（スーパーマーケット）・個人店舗等へのルート配送をおこなっています。

金融業界様との取り組み

・合通ロジでは、関西エリアにおいて、金融機関様の店舗へのルート
配送をおこなっています。（警備業）

倉庫・保管ソリューション
→

拠点構築フロー等詳細

PDFはこちら

→

*お取引にあたっては、契約等が必要となります。
*条件等によりお客様のご要望にお応えできない場合もございます。
*詳しくはお問い合わせください。

© GOTSU Logi Co.,Ltd. All rights reserved.

物流センターオペレーション

2022.04 Ver.1

特長と実績事例の詳細

PDFはこちら

ルート配送・ミルクラン等企画

・合通ロジでは、お客様の物流情報をもとにルート配送・ミルクラン・
積み合わせ便など、最適な輸配送スキームの構築をおこないます。
お気軽にお問い合わせください。

7

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのトラック輸送：合通ロジTRUCK&RAIL（トラック＆レール）

合通ロジでは、環境にやさしい鉄道コンテナとトラック輸送を組み合わせた「TRUCK&RAIL」を展開しています。

合通ロジTRUCK&RAIL
✓ 環境にやさしい鉄道コンテナ輸送・発着駅等における積み
替え・トラック輸配送のヴァリエ―ションを組み合わせた
ソリューションです。

＊詳細は「合通ロジTRUCK&RAIL」のPDF資料をご覧ください。

Topic

鉄道コンテナ×トラック輸配送

・合通ロジTRUCK&RAIL（トラック＆レール））は、
（ⅰ）
（ⅱ）
（ⅲ）

鉄道コンテナ輸送
鉄道貨物駅構内にある通運事業者の上屋や
近隣倉庫などにて行う積み替え作業
集配におけるトラック・コンテナの車輌のさまざまな
ヴァリエーション

…３つの構成要素の組み合わせによるソリューションです。

CO2排出量削減・環境負荷削減対策

・鉄道コンテナ輸送は、トラック輸送に比べCO2排出量が約１／１３と
いわれています。幹線輸送を鉄道にモーダルシフトをおこなうことに
より、CO2排出量削減・SDGsへの貢献につなげることができます。

吹田貨物タ駅×全国主要８駅連携
合通ロジTRUCK&RAIL

メリット・ソリューション詳細
→

PDFはこちら

*お取引にあたっては、契約等が必要となります。
*条件等によりお客様のご要望にお応えできない場合もございます。
*詳しくはお問い合わせください。

© GOTSU Logi Co.,Ltd. All rights reserved.

2022.04 Ver.1

鉄道コンテナ総合窓口

→

鉄道コンテナコンシェルジュ�

サイトはこちら

・吹⽥貨物タ駅発着（⼤阪府吹⽥市）と全国８駅（ ➀ 札幌貨物タ駅 ➁仙台
貨物タ駅 ➂ 東京貨物タ駅 ➃ 新潟貨物タ駅 ➄ 宇都宮貨物タ駅 ➅ 名古屋タ
駅 ➆ 福岡貨物タ駅 ➇ 鳥栖貨物タ駅）を結び、発着駅にてトラック輸配送
に柔軟に対応するソリューションを展開しています。
*その他エリアもお問い合わせください。

8

合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジの輸配送オペレーション×物流センターオペレーション実績（抜粋）

合通ロジでは、全国主要エリアにて多業種の物流センターオペレーションをベースに、全国への輸配送・
地場輸送・ルート配送などをおこなっており、お客様のロジスティクス領域をサポ―トしています。

合通ロジ

トラック輸送
ソリューション
事例

関西エリア事例（抜粋）
●

●

●

●

北海道・東北エリア

●

業種：住宅資材メーカー様
拠点：大阪・兵庫・北海道
概要：物流センター（倉庫）オペレーション全般
輸配送オペレーション（建設現場への直送等）

関東・中部・関西エリア

●

業種：化学品メーカー様
拠点：大阪
概要：物流センターオペレーション全般
輸配送オペレーション（販売配送等）

関西・九州・関東エリア

事例：食品関連メーカー様
関西・中国・関東エリア

業種：食品関連メーカー様
拠点：大阪・岡山・埼玉
業種：酒類メーカー様
概要：物流センター（倉庫）オペレーション全般
拠点：大阪・東京・福岡
ピースピッキングメインのオペレーション
概要：物流センターオペレーション全般
輸配送オペレーション
輸配送オペレーション（幹線輸送・販売配送等）
（幹線輸送・生産輸送・販売配送・ル―ト配送）
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業種：化学品メーカー様
拠点：北海道・青森・秋田・岩手
概要：物流センター（倉庫）オペレーション
輸配送オペレーション
（幹線輸送・販売配送等）

事例：飲料メーカー様

業種：家電メーカー様
拠点：大阪・滋賀
概要：物流センターオペレーション全般
輸配送オペレーション（販売配送等）

事例：酒類メーカー様
●

事例：化学品メーカー様

業種：飲料メーカー様
拠点：大阪・京都・兵庫 等
概要：工場内オペレーション全般（含自動倉庫対応）
物流センターオペレーションカイゼン提案
輸配送オペレーション
（幹線輸送・共配アカウント配送・ルート配送）

業種：飲料メーカー様
拠点：神奈川・岐阜・大阪
概要：物流センター（倉庫）オペレーション全般
輸配送オペレーション
（幹線輸送・販売配送等）

事例：化学品メーカー様
関西・関東エリア

●

業種：化学品メーカー様
拠点：大阪・栃木
概要：物流センター（倉庫）オペレーション全般
輸配送オペレーション（幹線輸送・販売配送等）
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合通ロジのトラック輸送ソリューション

✓

合通ロジのロジスティクス領域における実績事例（抜粋）

合通ロジでは、戦略的SCMの分析から輸配送・物流センター・合通ロジWMSなど、さまざまなロジスティクス領域を担当させていただいております。

SOLUTION
CATEGORY
住宅資材
メーカー様

Ａ社様

戦略的SCM
ロジスティクス
分析・企画

センター
輸配送・配車 オペレーション
適正化・最適化
倉庫保管
最適化

◎

◎

◎

ＩＴ・ＩｏＴ
企画・開発

合通ロジ
WMS
企画・開発

ロジスティクス
品質施策

環境負荷
削減施策

◎

◎

◎

◎

ロジスティクス領域（概要）
物流区分(*1)

グループ拠点

工場物流
生産物流
販売物流

大阪・兵庫・北海道

業務概要
・センター（倉庫）オペレーション全般
・工場内横持・幹線輸送・販売配送
・建設現場へ直接納品

Ａ社様

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

調達物流
工場物流
生産物流
販売物流

Ｂ社様

◎

◎

◎

◎

◎

◎

−

生産物流
販売物流

大阪・岐阜・神奈川

Ａ社様

◎

◎

◎

◎

◎

◎

−

生産物流
販売物流

大阪・岡山・埼玉

Ｂ社様

◎

◎

◎

−

◎

◎

−

生産物流
販売物流

滋賀・茨城

・センター（倉庫）オペレーション全般
・幹線輸送・生産輸送・販売配送

C社様

◎

◎

◎

−

◎

◎

◎

生産物流
販売物流

大阪

・センター（倉庫）オペレーション全般
・幹線輸送・生産輸送・販売輸送

Ａ社様

◎

◎

◎

◎

◎

◎

−

販売物流

大阪・栃木

・センター（倉庫）オペレーション全般
・幹線輸送・販売配送

Ｂ社様

◎

◎

◎

−

◎

◎

◎

生産物流
販売物流

大阪

・センター（倉庫）オペレーション全般
・生産輸送・販売配送

家電メーカー様

Ａ社様

◎

◎

◎

−

−

◎

◎

生産物流
販売物流

大阪・滋賀

・センター（倉庫）オペレーション全般
・幹線輸送・販売配送

電子機器メーカー様

Ａ社様

◎

◎

◎

◎

−

◎

◎

生産物流
販売物流

大阪

・センター（倉庫）オペレーション全般
・幹線輸送・販売配送

飲料メーカー様

食品関連
メーカー様

化学品メーカー様

◎はグループによる実績を表示しています
＊１・調達物流＝原材料や資材メーカー様から工場への物流
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・生産物流＝工場から倉庫／倉庫から倉庫への物流

大阪・京都・兵庫

・販売物流＝工場や倉庫からご納品先様への物流

・工場内製造オペレーション全般（含自動倉庫対応）
・幹線輸送・販売配送・共配アカウント配送
・大阪南部の飲食店などへのルート配送
・センターオペレーション改善提案
・センター（倉庫）オペレーション全般
・工場倉庫オペレーション
・幹線輸送・販売配送など
・センター（倉庫）オペレーション全般
ピースピッキングメインのオペレーション
・幹線輸送・生産輸送・販売配送・ルート配送
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お問い合わせ

全国トラック調達・配車・予約
輸配送コスト（運賃）見直し・削減
大型トラック（ウィング・平ボディ・パワーゲート等）
中型トラック（ウィング・平ボディ・パワーゲート等）
小型トラック（ウィング・平ボディ・パワーゲート等）
幹線輸送, 地場輸送,貸切便,チャーター便
混載便・積み合せ便
中ロットを得意とする小口混載便ハイエンド便TM
共同配送, ルート配送, 調達物流, ミルクラン
生産物流, 販売物流, 静脈物流, 環境物流
海上コンテナ輸送, ル―ト配送, ラウンド輸送
住宅資材_輸送, 化学品_輸送, 家電_輸送,酒_輸送
食品_輸送, 菓子_輸送, 飲料_輸送,日用品_輸送, 電線_輸送
化学品_共同配送, 菓子_共同配送, 酒 _共同配送
飲料_ルート配送, 食品_ルート配送
金融業界_ルート配送
3PL（アセット・ノンアセット）
モーダルシフト, 合通ロジTRUCK&RAIL
環境負荷削減, CO2排出量削減, 戦略的SCM分析, 物流DX
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トラック輸送に関する
物流課題のご相談は、合通ロジへ。

2021年10月1日
株式会社合通は、株式会社合通ロジに
商号変更しました

お問い合わせ先
株式会社合通ロジ

営業企画部

TEL ：06－6458－2551
URL ：www.gotsu.co.jp

合通ロジ

トラック輸送
ソリューション
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著作権・免責・商標について
✓

著作権について

本ＰＤＦの著作権は、特段の断り書き等が無い限り、株式会社合通ロジ（以下「当社」といいます）、
当社のグループ会社または当社に利用許諾を行う第三者に帰属します。

本ＰＤＦ及び本ＰＤＦ内のテキスト・画像・イラスト等については、営利目的であるか非営利目的であるかを問わず、
事前の当社の書面による承諾なく、一切、複製・翻案・翻訳・公衆送信（送信可能化を含みます）その他の利用を
行うことができませんのでご注意ください。

✓

免責について

✓

商標について

当社は、本ＰＤＦの内容について、その正確性、有用性、最新性、完全性を含めいかなる保証もいたしかねます。
万一、本ＰＤＦの内容に誤りやバグその他の欠陥があっても、当社はいかなる責任も負いかねます。
また、当社は、本ＰＤＦを予告なく変更し、または公開を中止することがあります。
当社は、このような変更および中止により生じたいかなる損害についても、責任を負い兼ねますので、
あらかじめご了承ください。

本ＰＤＦで使用される当社または当社のグループ会社その他の会社等の商標、標章、ロゴマーク、商号などに
関する権利は、商標法、不正競争防止法、商法およびその他の法律で保護されており、
権利者の許可なく無断で使用することは禁止されております。
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