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大阪港を仕出港とした海上冷凍混載輸送サービス提供事業

認定事業のご紹介

関西・食・輸出推進事業協同組合
阪神国際港湾株式会社

大阪港の概要
大阪港は、人口約2,100万人の近畿圏の経済活動や市民生活を支えています。
現在、北米・豪州・アジアなど世界の主要港と約300便/月の定期コンテナ航路で結ばれており、
中でも中国、東南アジアをはじめとするアジア諸港とのコンテナ航路が充実しています。
また、近畿圏の各地とは高速道路などの充実した交通ネットワークで結ばれています。
大阪港の機能強化に向けて、引き続き、国際コンテナ戦略港湾施策に取り組み、
利用者にとってさらに高水準な物流サービスを提供していきます。

大阪市港湾局　http://www.city.osaka.lg.jp/port/
阪神国際港湾株式会社　http://hanshinport.co.jp/

※このパンフレットは「地域新成長産業創出促進事業補助金（農工商連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業）」を活用して作成しています。

「関西・食・輸出推進事業協同組合※」とは
私たちは「日本の美味しいを世界の食卓へ」をスロー
ガンに、関西から新たな食輸出のスタイルを創造する
関西初の団体です。
各専門分野に特化した食品のプロが集まり、共同で販
売提案を行うことができ、調理や物流などの多種多様
なご要望・ご相談にも総合力でお応えすることが可能
です。
※共同組合とは…共通する目的のために中小企業者等が集まり、組合
員となって事業体を設立して、民主的な管理運営を行っていく非営利
の相互扶助組織。

「ニ
ッポ
ンの美

味しい」を

関西から世界の食卓へ！

認定事業 一覧

● ● ● 認定事業とは ● ● ●

関西からの「食」輸出拡大を図ることを目的として、関西・食・輸出推進事業協同組合と
阪神国際港湾株式会社の共同により、平成28年度において大阪港からの海上冷凍混
載輸送サービスを行う事業者の募集を行ったものです。

●株式会社 上組　大阪支店 食品輸出室
●日本通運株式会社　大阪国際輸送支店
●内外トランスライン株式会社　輸出営業部
●株式会社 日新　関西支社地
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Ａ  モデル概要

B  サービスの特長

C  冷凍小口混載貨物輸送フロー

B  海上・航空・陸運サービス

日本（大阪港）
大阪港の提携低温倉庫にて貨物を受け付け。

出荷までの低温保管も可能。

提携低温倉庫にてリーファーコンテナに積み込み。

弊社自社混載コンテナとして週１便で輸出。

Bangkok港（PAT / Port Authority of Thailand）着。

タイの弊社現地法人が、提携低温倉庫にてコンテナを取り扱い。
貨物の保管から、お客様の工場などへの配送も可能。

■お問い合わせ先
　株式会社 日新　大阪営業第1部 営業第1課
　TEL：06-6228-4681
　E-mail：nissin_foodexteam@nissin-tw.com （担当：鶴巻、豊田）

■お問い合わせ先
　株式会社 上組　大阪支店 食品輸出室
　〒552-0021 大阪府大阪市港区築港2丁目1番27号   
　TEL：06-6576-4135　　FAX：06-6576-6311
　E-mail：k_umetani@kamigumi.co.jp （担当：梅谷）

●株式会社 上組　大阪支店 食品輸出室
　食品輸出事業

●株式会社 日新　関西支社
　台北向け冷凍混載事業開始！
　小口冷凍貨物は弊社混載サービスをご利用ください。FCLもご相談ください。

■お問い合わせ先
　内外トランスライン株式会社　輸出営業部
　〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番12号 御堂筋安土町ビル3階
　TEL：06-6260-4706　　FAX：06-6260-4713
　E-mail：m-sakaue@ntl-naigai.co.jp （担当：坂上）

●内外トランスライン株式会社　輸出営業部
　大阪発タイ向け冷凍小口混載輸送サービス事業

★大阪・神戸⇒香港・バンコクも手配可能（冷蔵・冷凍）
★東京・名古屋・福岡からもアジア向けリーファー混載サービスを多数提供中
★We are offering many other Reefer consolidation services to Asia from Japan.

日本通運グループの豊富なネットワーク・インフラ・スタッフを活かし、高品質な食品輸送を提供致します。
We provide high quality food transport with our networks, infrastructures and staffs.

Ａ  リーファー混載サービス（Ｒｅｅｆｅｒ ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ ｓｅｒｖｉｃｅ）

B  鮮度保持輸送システム（Fresh keeping transport system）

C  生鮮・食品専用貨物保険（Food cargo insurance）

大阪CFS（Osaka CFS）⇒ シンガポールCFS（Singapore CFS）：Frozen －20℃

ＮＥＣＫ’Ｓ（Nippon Express Cool Keeping System）
野菜・果物等の鮮度を長持ちさせる鮮度保持システム
This system can keep it long life for Vegetables, Fruits and etc.

１．加湿機能　Humidification function
２．エチレンガス除去・分解機能　Disposal and resolution of ethylenegas function

★日本発、生鮮品を含む食品全般に付保可能（Including fresh food）

■お問い合わせ先
　日本通運株式会社　大阪国際輸送支店　Nippon Express Co.,Ltd. Osaka International Transport Branch
　TEL：06-6120-8101　　FAX：06-6120-8114
　E-mail：koa-shimizu@nittsu.co.jp, hie-okada@nittsu.co.jp （担当：清水、岡田）

●日本通運株式会社　大阪国際輸送支店
　海上リーファー輸送サービス事業（Reefer Logistics Service）

2つの機能
2 functionｓ

商　　号
本　　店
東京本社
ホームページ

株式会社 上組（英文名：Kamigumi Co., Ltd.）
〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目7番11号
http://www.kamigumi.co.jp

商　　号
本　　店
東京事務所

株式会社 日新
神奈川県横浜市中区尾上町6丁目81番地
東京都千代田区三番町5番地

少量の冷凍貨物の輸送手段は、ほぼ航空輸送しかありません。このため輸送期間が短期であって
も、輸送費用が割高になる場合もあります。今後、大阪港から海上冷凍混載輸送サービスを実施
することで、輸送費用軽減が可能となり、関西エリアからの食材輸出促進が期待できます。

サービス運航は週１便が目標です（対応可能温度帯は－20℃）。揚地には直営の現地法人を構え
ており、日本人駐在員も常駐しています。積地・揚地双方での通関・配送サービスを請け負うことも
可能です。

C  海外展示会向け輸送サービス
国際展示会からプライベート展まで
輸送実績多数あり

上組の食品輸出事業

日本から海外へ、ワンストップで、荷受けから荷渡しまで
一貫したオペレーションを構築し、リードタイムを短縮しました。
農水産物に適切な温度管理でフレッシュなまま、スピーディな輸送を実現しました。

HONGKONG
HONGKONG

THAI
VIETNAM

TAIWAN

CAMBODIA

MALAYSIA

SINGAPORE INDONESIA

OSAKA

SAKAI

KOBE

KANSAI
AIRPORT

航空輸送でも、海上輸送でも。
ドライでも、リーファー（冷蔵•冷凍）でも。
FCLでも、LCLでも。

SAKAI

KANSAI
AIRPORT

OSAKA

SAKKAIAK

AM 4:30
大手市場

PM 4：30
上組 南港
ターミナル

PM 4：30
上組 神戸
ターミナル3日後

香港
到着 翌日 出港

香港へ

翌日 出港

AM 8：00
上組 大阪支店
堺出張所

AM 7：00
関西国際空港
搬入

PM 1：00
香港国際空港
到着

取扱品目例 対応温度

産地から消費地までをつなぐ
上組のサプライチェーン

上組航空サービス 大阪支店

航空手配 フォワーディング

国際物流事業本部
国際物流営業課

品質保持手配も可能

生産者

EXW

FCA

FOB

CFR/CIF

DDU/DDP

航空輸送
海上輸送

FOB作業 現地作業 最終消費地

日本全国の主要空港（関空、羽田、成田、
セントレア、福岡、新千歳、那覇）のどこ
からでも手配可能な航空輸送のフォワー
ディングを担います。

輸出通関 フォワーディング

NVOCC（非船舶運航業者）として、
海上輸送を中心に異なる輸送モード
を組み合わせ、ドア・ツー・ドアの国
際複合一貫輸送を実現しています。

香港での取扱い実績の経験を活かし、成長著しい
アジア諸国を中心とした国際物流ネットワークを
形成、拡大しています。

鮮度保持輸送技術／CAコンテナ／鮮度保持
パッケージ／MA包装

上組（香港）有限公司
1985年の香港進出以来、インフラ
需要に伴う整備を手掛けてきました
が、現在は、現地で人気の日本食の
取扱いに注力。顧客先から量販店
まで輸入一貫手配が可能です。

現地保管 配送輸入手続き

海外現地手配

輸出通関

カミックス
食品輸出に関する保険代理店を
はじめ、酒類免税申請から酒類の
販売を担います。

商事部門

岩川醸造

酒類販売 保険代理店

グローバルネットワークのさらなる拡大へ

＋１℃

‒15～20℃

＋５～８℃

＋13℃
青果物と混載冷蔵倉庫

青果物
いちご、桃、ぶどう、りんご、
なし、みかん、かきなど

野菜
かぼちゃ、キャベツ、
にんじん、白菜、米など

魚介類
鮮魚全般、甲殻類、
貝類など

その他
お菓子、酒、焼酎、
たまご、花、盆栽など

■

上組 大阪支店 食品輸出室
輸入青果で圧倒的な取扱量と実績を持ち、輸入切花
でデリケートな温度管理やスピーディな荷捌きに
よる実績も豊富な上組 大阪支店が2015年に食品
輸出室を設置し、食品輸出にも上組独自の物流
サービスを提供します。
日本全国の主要海港（大阪、神戸、東京、横浜、名古屋、
博多、志布志、苫小牧）の手配が可能で、植物検疫、
動物検疫対象貨物にも対応できます。

国内集荷 航空・海上貨物作業手配

WHOLESALE MARKET

日本の安全・安心で
フレッシュな

“おいしい”を世界へ

A  冷凍混載サービス
設定温度：－20℃の食品混載
2017年2月より、台北向けサービス開始
神戸CFS CUT⇒台北まで
リードタイム：7日
横浜発シンガポール向け冷凍混載も好評実施中

HACCP対応倉庫
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Ａ  モデル概要

B  サービスの特長

C  冷凍小口混載貨物輸送フロー

B  海上・航空・陸運サービス

日本（大阪港）
大阪港の提携低温倉庫にて貨物を受け付け。

出荷までの低温保管も可能。

提携低温倉庫にてリーファーコンテナに積み込み。

弊社自社混載コンテナとして週１便で輸出。

Bangkok港（PAT / Port Authority of Thailand）着。

タイの弊社現地法人が、提携低温倉庫にてコンテナを取り扱い。
貨物の保管から、お客様の工場などへの配送も可能。

■お問い合わせ先
　株式会社 日新　大阪営業第1部 営業第1課
　TEL：06-6228-4681
　E-mail：nissin_foodexteam@nissin-tw.com （担当：鶴巻、豊田）

■お問い合わせ先
　株式会社 上組　大阪支店 食品輸出室
　〒552-0021 大阪府大阪市港区築港2丁目1番27号   
　TEL：06-6576-4135　　FAX：06-6576-6311
　E-mail：k_umetani@kamigumi.co.jp （担当：梅谷）

●株式会社 上組　大阪支店 食品輸出室
　食品輸出事業

●株式会社 日新　関西支社
　台北向け冷凍混載事業開始！
　小口冷凍貨物は弊社混載サービスをご利用ください。FCLもご相談ください。

■お問い合わせ先
　内外トランスライン株式会社　輸出営業部
　〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番12号 御堂筋安土町ビル3階
　TEL：06-6260-4706　　FAX：06-6260-4713
　E-mail：m-sakaue@ntl-naigai.co.jp （担当：坂上）

●内外トランスライン株式会社　輸出営業部
　大阪発タイ向け冷凍小口混載輸送サービス事業

★大阪・神戸⇒香港・バンコクも手配可能（冷蔵・冷凍）
★東京・名古屋・福岡からもアジア向けリーファー混載サービスを多数提供中
★We are offering many other Reefer consolidation services to Asia from Japan.

日本通運グループの豊富なネットワーク・インフラ・スタッフを活かし、高品質な食品輸送を提供致します。
We provide high quality food transport with our networks, infrastructures and staffs.

Ａ  リーファー混載サービス（Ｒｅｅｆｅｒ ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ ｓｅｒｖｉｃｅ）

B  鮮度保持輸送システム（Fresh keeping transport system）

C  生鮮・食品専用貨物保険（Food cargo insurance）

大阪CFS（Osaka CFS）⇒ シンガポールCFS（Singapore CFS）：Frozen －20℃

ＮＥＣＫ’Ｓ（Nippon Express Cool Keeping System）
野菜・果物等の鮮度を長持ちさせる鮮度保持システム
This system can keep it long life for Vegetables, Fruits and etc.

１．加湿機能　Humidification function
２．エチレンガス除去・分解機能　Disposal and resolution of ethylenegas function

★日本発、生鮮品を含む食品全般に付保可能（Including fresh food）

■お問い合わせ先
　日本通運株式会社　大阪国際輸送支店　Nippon Express Co.,Ltd. Osaka International Transport Branch
　TEL：06-6120-8101　　FAX：06-6120-8114
　E-mail：koa-shimizu@nittsu.co.jp, hie-okada@nittsu.co.jp （担当：清水、岡田）

●日本通運株式会社　大阪国際輸送支店
　海上リーファー輸送サービス事業（Reefer Logistics Service）

2つの機能
2 functionｓ

商　　号
本　　店
東京本社
ホームページ

株式会社 上組（英文名：Kamigumi Co., Ltd.）
〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目7番11号
http://www.kamigumi.co.jp

商　　号
本　　店
東京事務所

株式会社 日新
神奈川県横浜市中区尾上町6丁目81番地
東京都千代田区三番町5番地

少量の冷凍貨物の輸送手段は、ほぼ航空輸送しかありません。このため輸送期間が短期であって
も、輸送費用が割高になる場合もあります。今後、大阪港から海上冷凍混載輸送サービスを実施
することで、輸送費用軽減が可能となり、関西エリアからの食材輸出促進が期待できます。

サービス運航は週１便が目標です（対応可能温度帯は－20℃）。揚地には直営の現地法人を構え
ており、日本人駐在員も常駐しています。積地・揚地双方での通関・配送サービスを請け負うことも
可能です。

C  海外展示会向け輸送サービス
国際展示会からプライベート展まで
輸送実績多数あり

上組の食品輸出事業

日本から海外へ、ワンストップで、荷受けから荷渡しまで
一貫したオペレーションを構築し、リードタイムを短縮しました。
農水産物に適切な温度管理でフレッシュなまま、スピーディな輸送を実現しました。

HONGKONG
HONGKONG

THAI
VIETNAM

TAIWAN

CAMBODIA

MALAYSIA

SINGAPORE INDONESIA

OSAKA

SAKAI

KOBE

KANSAI
AIRPORT

航空輸送でも、海上輸送でも。
ドライでも、リーファー（冷蔵•冷凍）でも。
FCLでも、LCLでも。

SAKAI

KANSAI
AIRPORT

OSAKA

SAKKAIAK

AM 4:30
大手市場

PM 4：30
上組 南港
ターミナル

PM 4：30
上組 神戸
ターミナル3日後

香港
到着 翌日 出港

香港へ

翌日 出港

AM 8：00
上組 大阪支店
堺出張所

AM 7：00
関西国際空港

搬入

PM 1：00
香港国際空港
到着

取扱品目例 対応温度

産地から消費地までをつなぐ
上組のサプライチェーン

上組航空サービス 大阪支店

航空手配 フォワーディング

国際物流事業本部
国際物流営業課

品質保持手配も可能

生産者

EXW

FCA

FOB

CFR/CIF

DDU/DDP

航空輸送
海上輸送

FOB作業 現地作業 最終消費地

日本全国の主要空港（関空、羽田、成田、
セントレア、福岡、新千歳、那覇）のどこ
からでも手配可能な航空輸送のフォワー
ディングを担います。

輸出通関 フォワーディング

NVOCC（非船舶運航業者）として、
海上輸送を中心に異なる輸送モード
を組み合わせ、ドア・ツー・ドアの国
際複合一貫輸送を実現しています。

香港での取扱い実績の経験を活かし、成長著しい
アジア諸国を中心とした国際物流ネットワークを
形成、拡大しています。

鮮度保持輸送技術／CAコンテナ／鮮度保持
パッケージ／MA包装

上組（香港）有限公司
1985年の香港進出以来、インフラ
需要に伴う整備を手掛けてきました
が、現在は、現地で人気の日本食の
取扱いに注力。顧客先から量販店
まで輸入一貫手配が可能です。

現地保管 配送輸入手続き

海外現地手配

輸出通関

カミックス
食品輸出に関する保険代理店を
はじめ、酒類免税申請から酒類の
販売を担います。

商事部門

岩川醸造

酒類販売 保険代理店

グローバルネットワークのさらなる拡大へ

＋１℃

‒15～20℃

＋５～８℃

＋13℃
青果物と混載冷蔵倉庫

青果物
いちご、桃、ぶどう、りんご、
なし、みかん、かきなど

野菜
かぼちゃ、キャベツ、
にんじん、白菜、米など

魚介類
鮮魚全般、甲殻類、
貝類など

その他
お菓子、酒、焼酎、
たまご、花、盆栽など

■

上組 大阪支店 食品輸出室
輸入青果で圧倒的な取扱量と実績を持ち、輸入切花
でデリケートな温度管理やスピーディな荷捌きに
よる実績も豊富な上組 大阪支店が2015年に食品
輸出室を設置し、食品輸出にも上組独自の物流
サービスを提供します。
日本全国の主要海港（大阪、神戸、東京、横浜、名古屋、
博多、志布志、苫小牧）の手配が可能で、植物検疫、
動物検疫対象貨物にも対応できます。

国内集荷 航空・海上貨物作業手配

WHOLESALE MARKET

日本の安全・安心で
フレッシュな

“おいしい”を世界へ

A  冷凍混載サービス
設定温度：－20℃の食品混載
2017年2月より、台北向けサービス開始
神戸CFS CUT⇒台北まで
リードタイム：7日
横浜発シンガポール向け冷凍混載も好評実施中

HACCP対応倉庫
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葛城

巨椋池巨椋

月見山

有田田

紀伊長島

気勢和多気

八鹿氷ノ山

山宮山宮山西宮宮西西西西西宮山山宮宮宮山口口口口 Jct.　Jct.cttctcJJJJctct.

御所南南

佐佐用用佐佐佐佐用用佐

紀の川

岩出根来

〒541-0043 
大阪府大阪市中央区高麗橋4-8-10
パークコート淀屋橋ビル501号
TEL：06-4708-7084
FAX：06-4708-7086
E-mail：info@japan-foods.jp

大阪港を仕出港とした海上冷凍混載輸送サービス提供事業

認定事業のご紹介

関西・食・輸出推進事業協同組合
阪神国際港湾株式会社

大阪港の概要
大阪港は、人口約2,100万人の近畿圏の経済活動や市民生活を支えています。
現在、北米・豪州・アジアなど世界の主要港と約300便/月の定期コンテナ航路で結ばれており、
中でも中国、東南アジアをはじめとするアジア諸港とのコンテナ航路が充実しています。
また、近畿圏の各地とは高速道路などの充実した交通ネットワークで結ばれています。
大阪港の機能強化に向けて、引き続き、国際コンテナ戦略港湾施策に取り組み、
利用者にとってさらに高水準な物流サービスを提供していきます。

大阪市港湾局　http://www.city.osaka.lg.jp/port/
阪神国際港湾株式会社　http://hanshinport.co.jp/

※このパンフレットは「地域新成長産業創出促進事業補助金（農工商連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業）」を活用して作成しています。

「関西・食・輸出推進事業協同組合※」とは
私たちは「日本の美味しいを世界の食卓へ」をスロー
ガンに、関西から新たな食輸出のスタイルを創造する
関西初の団体です。
各専門分野に特化した食品のプロが集まり、共同で販
売提案を行うことができ、調理や物流などの多種多様
なご要望・ご相談にも総合力でお応えすることが可能
です。
※共同組合とは…共通する目的のために中小企業者等が集まり、組合
員となって事業体を設立して、民主的な管理運営を行っていく非営利
の相互扶助組織。

「ニ
ッポ
ンの美

味しい」を

関西から世界の食卓へ！

認定事業 一覧

● ● ● 認定事業とは ● ● ●

関西からの「食」輸出拡大を図ることを目的として、関西・食・輸出推進事業協同組合と
阪神国際港湾株式会社の共同により、平成28年度において大阪港からの海上冷凍混
載輸送サービスを行う事業者の募集を行ったものです。

●株式会社 上組　大阪支店 食品輸出室
●日本通運株式会社　大阪国際輸送支店
●内外トランスライン株式会社　輸出営業部
●株式会社 日新　関西支社地
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