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P R O F IL E

Life Connect 人の夢を支え、人の暮らしを繋ぐ総合物流サービス企業
ご あ いさつ

海を介し、陸を介し、
日々大量に運搬される貨物の数々。
私たちは知っています。
その貨物を心待ちにしている人がいることを。
その貨物により支えられるライフラインがあることを。
その貨物の到着により動き出す事業があることを。

現場主義 を徹底。

全ての貨物に多くの人の夢が託されていることを実感し、安全・確実にお届けすることが
私たち鹿児島荷役海陸運輸
（株）
の使命であり喜びです。

常に迅速な対応で物流の可能性を広げる
鹿児島荷役海陸運輸
（株）
。
当社は昭和32年の設立以来 60年目を迎えようとする今、

業務内容紹介

港湾荷役、海上輸送、陸上輸送を基盤に、
商品流通をトータルにサポートする

Freight
01Global
Transport

総合物流サービス企業として歩んでまいりました。
グローバルに展開する経済、社会、環境の中で、

（一般港湾運送事業）

当社が掲げているスピリットは 現場主義 。
海と陸をトータルに結ぶ自社輸送体制を確立。
いかなるニーズにも対応できるよう、
社員全員が一丸となって誠心誠意取り組んでおります。
お客様のお荷物を安全、確実、
スピーディーにお届けし、
お客様の事業に寄与する鹿児島荷役海陸運輸
（株）
を、

本社 外観

きめ細かいネットワークで港を結ぶ

（内航海運事業）

海から陸、陸から海へと移動する貨物を繋ぐ、港での積み込みや荷下ろし作業。長
年のキャリアを生かし、
スピーディーで確実な作業を遂行しています。

大量、低コストで運搬する海上輸送。自社専用船を有する物流会社ならではの
きめ細かい対応により、京阪神や中国地方の主要港をはじめ、南西諸島へも貨
物をお届けします。

03Ground Freight

Safety
04 Vocational
Training

暮らしのマテリアルを載せて陸を走る

安全・確実な物流システム

アグリ事業や建設事業、宇宙開発事業などを支える陸上輸送。海上輸送と連動
したスムーズな陸上輸送により、
お客様の貨物をより早く、確実にお届けします。

私たちがお応えしたいのは、貨物を
「届けたい」
「届いて欲しい」
と心待ちにされる
お客様の心。お客様の大事な貨物を安全・確実に運ぶよう、細心の注意とシス
テム導入でお届けします。

（陸上輸送）

どうぞ宜しくお願いいたします。

KANIYAKU COMPANY PROFILE

Coastal
02 Japanese
Shipping Operations

海と陸を繋ぐ港湾荷役業務

それに迅速に対応できる物流サービスが今、求められています。
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[ Business Content Introduction ]

（安全教育・自社内整備工場）

TOTAL LOGISTICS COMPANY
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荷役作業
（谷山港）
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Global Freight
Transport
海と陸を繋ぐ港湾荷役業務［一般港湾運送事業］

年目を迎えようとしている当社は︑

KANIYAKUの
中核である港湾荷役事業
最先端のテクノロジーと
熟練された技能︒

会社設立以来

長きに渡り培った経験と技能により︑
ハイレベルな荷役作業を

遂行しています︒
ハード面では︑荷役重機として足場の設置が

不必要で高い作業効率を誇る120屯クローラクレーンや

粉粒物専用自走式吸上機
︵ニューマチックアンローダー︶
などを

導入し︑熟練されたスタッフが安全・確実・効率的な

荷役作業を提供しております︒

60

移動式ニューマチックアンローダー作業
（志布志港）
クローラクレーンによる荷揚げ作業

［荷役重機］
移動式ニューマチックアンローダー …… 2基
75ｔラフテレーンクレーン車 …………… 1台

荷役作業重機
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65ｔクローラクレーン車 ………………… 1台
90ｔクローラクレーン車 ………………… 1台
120ｔクローラクレーン車 ……………… 7台
フォークリフト…………………………… 29台

船倉庫内用作業車ショベルローダー…… 5台
船倉庫内用作業車ブルドーザー ………11台
ユンボ …………………………………… 1台
タイヤショベル…………………………… 1台
ダンプ
（飼料用）………………………… 3台
Wキャブ ………………………………… 2台
天井クレーン
（倉庫内作業用） ………… 2基
計66台

バケットによる荷役作業

ブルドーザーによる船内作業

TOTAL LOGISTICS COMPANY
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02

Japanese Coastal
Shipping Operations
きめ細かいネットワークで港を結ぶ［内航海運事業］

隻の

KANIYAKU COMPANY PROFILE

南西諸島の全域を
きめ細やかなネットワークで

隻・合計

16

当社は︑自社船としてロールオン・ロールオフ船
︵RORO船︶
1隻︑

貨物船3隻を所有し︑専用傭船5隻・他社取扱

船舶で京阪神・中国四国・九州地方の主要港間はもとより︑

種子島・屋久島をはじめ奄美大島・沖縄本島︑

細やかな海上輸送体制を整え︑
みなさまのご要望にお応えします︒

さらには先島諸島に至るまで︑
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［自社船舶］
うりずん …………2,470Ｄ/Ｗ
うりずん21 ………3,294Ｄ/Ｗ
隆山丸 …………1,585Ｄ/Ｗ
りゅうせい ………2,170Ｄ/Ｗ
［専用傭船］
りゅうなん ………1,380Ｄ/Ｗ
りゅうなんⅡ………1,575Ｄ/Ｗ
りゅうなんⅢ………1,600Ｄ/Ｗ
第八盛山丸 ………1,550Ｄ/Ｗ
21盛山丸 ………1,550Ｄ/Ｗ
［他社取扱船］
りゅうなん

きょらむん・みさき丸・新種子島丸・新さつま
第三廣良丸・フェリー屋久島2・はいびすかす

TOTAL LOGISTICS COMPANY

06

Japanese Coastal
Shipping Operations

KANIYAKU COMPANY PROFILE

陸・海一貫輸送で
安心・確実・スピーディー・最適な
輸送体制を実現︒

建設資材をはじめとする特殊資材から︑

飼料・肥料・食品に至る生活物資まで多種多様化する貨物︒

お引き取りからお届けまでを専用シャーシを導入することにより

陸上・海上の各輸送手段を合理化︑お客様に最適な輸送手段を

ご提案出来る体制を整えております︒
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［一般貨物輸送部門］

大型フォークリフトによる積み込み作業
［海上輸送用車両］
トラクタ …………………………… 2台
セミトレーラ ……………………… 34台（19.2t〜22.3t）
コンテナセミトレーラ ……………… 24台（20.5t〜24.1t）
ウイングセミトレーラ ……………… 4台（20.2t ）
中低床セミトレーラ
（エアサス）…… 3台（24.7t ）
計67台

平ボディ………………… 7台（8t：1台/12t：1台/13t：2台/14t：3台）
パワーゲート …………… 1台（3.6t）
ユニック車 ……………… 3台（2.5t：1台/6t：1台/11t：1台）
セルフローダー ………… 3台（12t：2台/13t：1台）
ウイング車 ……………… 5台（6.5t：1台/12.5t：2台/13.5t：2台）
ウイング車
（CNG）
……… 3台（3t）
アドブルー運搬車 ……… 1台
ダンプ
（飼料用）
………… 3台
トラクタ ………………… 18台
セミトレーラ……………… 18台（20t〜27t）
コンテナセミトレーラ …… 2台（20.2t）
ウイングセミトレーラ …… 2台（17.4t：1台/20.3t：1台）
ポールトレーラ ………… 1台（14.7t）
計67台

TOTAL LOGISTICS COMPANY
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Ground Freight
暮らしのマテリアルを載せて陸を走る［陸上輸送］

人々の幸せと笑顔のために、
そして明るい未来のために
KANIYAKUは安全かつ真剣に今日も運び続けます。
安全かつ上質な肉をつくる源となる家畜飼料、料理・お風呂・冷暖房に欠かせない都市ガス、
高層ビル・
トンネル・地下街の建設に必要なセメント、半導体工場・医療現場・ロケット燃料として使われる
液化酸素や液化窒素など、豊かな暮らしを支えるマテリアルを私たちがお届けする先には、多くの笑顔が生まれ、
明るい未来があることを願ってＫＡＮＩ
ＹＡＫＵは今日も運び続けます。

飼料運搬車
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セメント運搬車

高圧ガス運搬車
（液化天然ガス）

高圧ガス運搬車
（液化酸素・窒素）

TOTAL LOGISTICS COMPANY

10

03-1

Feed
Transport
安全な食をバックアップ

［飼料輸送部門］

安全な食を支えるための
徹底した衛生管理

KANIYAKU COMPANY PROFILE

畜種別
︵牛・豚・鶏︶
の専用車輌で安全な飼料を

配送できる体制を確立︒

さらにメーカーと共同開発した﹁車載用噴霧消毒機﹂を導入し︑

お届け先の農場に入退場する際︑車輌消毒を行っております︒
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［飼料運送部門］
飼料運搬車 ………………… 49台
飼料運搬フルトレーラ ……… 5台
計54台

TOTAL LOGISTICS COMPANY
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JAXA種子島宇宙センターへ向かう高圧ガス運搬車

03-2

Liquefied Gas
Transport

［高圧ガス輸送部門］

日常生活から宇宙開発までに奉仕︒
﹁安全輸送﹂に信頼を頂いています︒

KANIYAKU COMPANY PROFILE

液化天然ガスは︑都市ガス・ビルの大型空調および工場の熱源として︑

液化酸素や液化窒素は︑半導体工場や食品工場︑医療現場︑

当社では︑
この様なライフラインを支える重要なガスを

さらにはロケット燃料として︑幅広く使われています︒

安全に輸送しております︒

コンプライアンスの元︑輸送品質のさらなる向上を目指し︑
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JAXA
（旧NASDA）
種子島宇宙センター開設時から現在まで、
ロケットの打ち上げでは、当社の高圧ガスローリーにて液化酸素・液化窒素・液化ヘリウムを輸送しています。

［高圧ガス輸送部門］

液化天然ガスの充填作業

ボンベ運搬用箱車 …………… 2台（3t）
平ボディ ……………………… 1台（11.8t）
酸素ローリー ………………… 6台
酸素トレーラ ………………… 1台
窒素ローリー ………………… 5台
窒素トレーラ ………………… 2台
トラクタ
（水素用） …………… 1台
水素セミトレーラ ……………… 5台
LNGローリー ………………… 2台
LNGトレーラ ………………… 7台
トラクタ
（LNGコンテナ用）…… 9台
LNGコンテナセミトレーラ …… 11台
合計52台

TOTAL LOGISTICS COMPANY
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03-3

Cement
Transport

インフラ整備の基礎を担う

自社の整備工場を設置

［セメント輸送部門］

ご指定の現場・ご指定の日時に
確実にお届け

道路やダム︑
トンネル︑建築物などのインフラ整備に

必要とされる建設資材︒その中においてもセメントは

欠かすことのできない資材です︒

厳格な生産工程管理の元で生産されたセメントを︑

専用輸送体勢を整えています︒

ご指定の現場・ご指定の日時に確実にお届けできる

安全・確実な業務遂行の維持継続のために
自社車輌や荷役重機に精通した整備士が
分解整備から車検に至るまでの点検作業に従事。
安全・確実な物流システムの下支えをしています。

安全・確実な物流システム［安全教育・自社内整備工場］

安全を追求するシステム

KANIYAKU COMPANY PROFILE

交通安全セミナーや運転適正検査を定期的に実施︑
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Vocational
Safety Training

スタッフの健康管理はもちろん︑講師を招いての

平ボディ …………………… 2台（2t：1台/4t：1台）
バラセメント運搬車 ………… 6台
バラセメント運搬トレーラ …… 1台
計9台

不測の事態には敏速に対応し原因を徹底的に追求し︑

［セメント輸送部門］

その情報を全スタッフが共有し合い

再発防止への取り組みを行っています︒

04

安全・確実な物流を支える自社システム

シミュレーターによる運転適性検査

毎月行われる安全運転会議

TOTAL LOGISTICS COMPANY
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Company Outline
■会社概要

■沿革

商
号／鹿児島荷役海陸運輸株式会社
商号所在地／鹿児島市住吉町13番6号
設立年月日／昭和32年6月12日
資 本 金／8,640万円
社 員 数／250人
年
商／68億
（平成25年度）
支社・営業所数／12ヶ所

昭和32年 6月

Business Operations
■営業種目（許可／登録番号）

一般港湾運送事業
（鹿児島港一種第4号）
内航海運業
（九T第0014号）
● 一般貨物自動車運送事業
（福陸自第1566号）
● 自動車分解整備事業
（第7-1112号）
● 倉庫業
（九運航第893号）
●
●

Clientele
■主要取引先

（50音順）

宇部三菱セメント株式会社
株式会社沖縄物流
● 沖縄ヨコハマタイヤ株式会社
● 沖縄ロジテム株式会社
● 鹿児島県経済農業協同組合連合会
● 株式会社加根又本店
● 株式会社上組
● カルビー株式会社
● 株式会社JA物流かごしま
● ジャパンパイル株式会社
● スナックフー
ド・サービス株式会社
● 株式会社大運
● 株式会社毎日急行
● 南九州福山通運株式会社鹿児島支店
● 南日本くみあい飼料株式会社
● 明星食品株式会社
● 日本エア
・リキード株式会社
● 日本ガス株式会社
● 琉球港運株式会社
● 琉球通運株式会社
●
●
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Company History

KANIYAKU COMPANY PROFILE

昭和32年 7月
昭和35年 7月
昭和35年 8月
昭和35年10月
昭和36年11月
昭和38年 2月
昭和38年 3月
昭和38年 6月
昭和38年12月
昭和39年 9月
昭和40年 8月
昭和41年 8月
昭和42年 3月
昭和42年 6月
昭和43年 7月
昭和42年11月
昭和43年 8月
昭和43年 9月
昭和44年 8月
昭和44年 9月
昭和48年 3月
昭和48年11月
昭和49年 8月
昭和52年 5月
昭和52年10月
昭和56年 7月
昭和58年 1月
昭和59年 5月
昭和62年 5月
昭和62年 6月
昭和63年 6月
平成 2年11月
平成 3年 4月
平成 6年 9月
平成 8年 3月
平成 8年 4月
平成 8年 5月
平成 8年10月
平成10年 11月
平成11年 10月
平成12年 5月
平成15年11月
平成20年 2月
平成21年 4月
平成21年11月
平成23年 3月
平成25年 4月

資本金50万円で鹿児島荷役
（株）
を鹿児島市住吉町で設立
杉木盛次代表取締役社長 就任
船内・沿岸両荷役事業を登録
資本金100万円に増資
回漕業を登録
一般小型自動車運送事業免許を取得
資本金200万円に増資
資本金300万円に増資
一般区域貨物自動車運送事業免許を取得
鹿児島荷役海陸運輸
（株）
に商号変更
資本金350万円に増資
資本金400万円、次いで780万円に増資
資本金1,014万円に増資
資本金1,200万円に増資
豊国セメント
（株）
（現：宇部三菱セメント）
と配送・袋出荷等元請契約締結
内航運送事業登録
資本金を2,150万円に増資
一般港湾運送事業譲受認可
鹿児島県くみあい飼料
（株）
（現：南日本くみあい飼料）
での錦江工場内作業及び袋配送開始
資本金2,560万円次いで3,000万円に増資
鹿児島荷役越山運輸
（株）
に商号変更
鹿児島荷役海陸運輸
（株）
に商号変更
内航運送取扱業、内航船舶貸渡業を許可される
谷山集荷場 運用開始
南和海運
（株）
設立
霧島に宿泊施設「きりしま山荘」
を開設。
鹿児島市住吉町に本社社屋新築落成
資本金を4,800万円に増資
鹿児島市谷山港3丁目に自動車整備工場 開設
開設
鹿児島市谷山港3丁目に谷山営業所
（現：谷山臨海事業所）
南日本汽船
（株）
と業務提携
志布志営業所を開設
志布志飼料事業所を開設
志布志営業所倉庫業認可
（1号倉庫）
志布志営業所倉庫業認可
（2号倉庫）
南和海運
（株）
盛山丸
（498ｔ）
就航
福岡市博多区に福岡営業所
（現：福岡支店）開設
鹿児島市七ツ島1丁目に谷山営業本部開設
日本ガス
（株）
国分隼人ガスにLNG輸送開始
資本金を8,640万円に増資
南和海運
（株）
うりずん
（1,596ｔ）
就航
新港の奄美沖縄航路業務・集荷業務を谷山営業本部に移転
南和海運
（株）
を鹿児島荷役海陸運輸
（株）
に合併
本社機能を鹿児島市七ツ島1丁目に移転
うりずん21
（4,252ｔ）
就航
港湾荷役業
（限定）
認可
隆山丸
（498ｔ）
就航
子会社・南和海事
（株）
設立
霧島の「きりしま山荘を」
リフォーム。
「もりじ荘」
という新しい名称で社員保養施設およびゲストハウスとして開設。
りゅうせい
（1,134ｔ）
就航
新うりずん
（1,561ｔ）
就航

Business Office
■営業所案内
本
谷

山

営

業

本

社

〒891-0132 鹿児島市七ツ島1丁目79番地

部

〒891-0132 鹿児島市七ツ島1丁目84番地

TEL：099-263-0289 FAX：099-263-0061

海 運 事 業 本 部（ 沖 縄・奄 美 諸 島 航 路 ）

TEL：099-262-1710 FAX：099-284-6236

港 運 事 業 本 部・七 ツ 島 事 業 所

TEL：099-262-1720 FAX：099-262-1792

〒892-0823 鹿児島市住吉町13番6号

TEL：099-222-3611 FAX：099-222-3611

新 港 貨 物 取 扱 所

〒892-0835 鹿児島市城南町23番地

TEL：099-226-0148 FAX：099-223-3155

小川埠頭貨物取扱所

〒892-0812 鹿児島市浜町35番地2

TEL：099-225-0960 FAX：099-225-0960

福

店

〒812-0027

福岡市博多区下川端町1番1号
博多東京海上日動ビルディング本館9F

TEL：092-282-7510 FAX：092-282-1886

所

〒899-7103 志布志市志布志町志布志3223番地6

TEL：099-473-3598 FAX：099-472-3645

谷 山 飼 料 事 業 所

〒891-0122 鹿児島市南栄4丁目14番

TEL：099-266-1710 FAX：099-266-3910

志 布 志 飼 料 事 業 所

〒899-7103 志布志市志布志町志布志3310番地

TEL：099-473-3501 FAX：099-473-3502

谷 山 臨 海 事 業 所

〒891-0131 鹿児島市谷山港3丁目1番1号

TEL：099-262-0385 FAX：099-262-0208

宇
部
三
菱
セメントSS事業所

〒890-0072 鹿児島市新栄町24番18号

TEL：099-252-7095 FAX：099-252-7096

自 動 車 整 備 工 場

〒891-0131 鹿児島市谷山港3丁目1番47号

TEL：099-262-0325 FAX：099-262-5043

本

港

営

業

所

（ 種 子 屋 久 航 路 ）

（ 種 子 屋 久 航 路 ）

志

岡
布

志

支
営

業

TOTAL LOGISTICS COMPANY
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鹿児島荷役海陸運輸株式会社
［本 社］〒891-0132 鹿児島市七ッ島１丁目79番地
TEL
（099）
263-0289 FAX
（099）
263-0061

鹿荷役

で 検索

www.kaniyaku.co.jp

