
会社概要 
株式会社共立トランスポート 
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一般貨物・混載便・チャーター便のほか、緊急配送や 
物流のコスト削減を実現する配送サービスを提供します 

水契約２５０台 
突破しました！ 

プレイバックNews 2017/11/24 ABC朝日放送 探偵ナイトスクープで弊社ドライバーが紹介されました！ 

【祝】 ２０２５年大阪万博！ 

http://www.kyoritsu.info/info/safety.html#gmark
http://www.kyoritsu.info/info/safety.html#green
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経営理念 

一、我々は、「顧客の思い」を安全輸送する 

一、我々は、運ぶことを通じて地域社会へ貢献する 

一、我々は、「相互尊重」と「成長」を追求する 

まいど！まいど！ 
ありがとうございます！ 

緊急配送！チャーター便！水！廃車！ 
冷凍・チルド配送便！見守り隊！ 

お任せください！ 3 



 平成7年の創業以来、共立トランスポートは、人材から車両の手配まで 
トータル物流を通じて社会貢献して参りました。 

 特に緊急な対応、輸送品質、コストの見直しはもちろん、週1日、午前だけ、 
あるいは午後から配送などを中小企業、大企業、1000社以上のお客様に 

 きめ細やかな対応で提案をしました。 

 また、食品などの軽量物から重量物にも200台200人のスタッフが大切なお客様の商品を 

 全国へ届けてきました。 

 

 新事業としましては、車両を無料にて廃車を行う「廃車らぶ」地球環境にも取組んでいます。 
また、高齢者向きのお買い物事業・お墓・車のコーティングなどを行う 
「生活らぶ」ペット輸送、国際引越など個人の方のニーズにお答えしています。 

 

 「他社が出来ないこと」をテーマにサービスを心掛け、これからも働き甲斐のある 

  職場づくり、安全輸送を行い、顧客満足度120%以上を確立して参ります。 
  何卒、ご指導、御鞭撻のほど、よろしくお願いします。 

   日本全国の軽貨物業界を、さらに元気にして参ります！！ 

ごあいさつ 
株式会社共立トランスポート 
代表取締役 久保秀樹 
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全国対応 ・ 年中無休！  
緊急配送・当日配達・緊急便ならお任せください！！ 

御見積無料！ ５分以内に返答します！ 

5 
大阪市内なら６０分以内に集荷して日本全国に配送します！ 

http://www.kyoritsu.info/service/express/index.html
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会社概要・沿革 

代表取締役 

創業 

設立 

 

資本金 

営業品目 

久保 秀樹 

平成 ７年１０月 

平成１０年１１月 有限会社 共立トランスポート 

平成１８年 ７月 株式会社 共立トランスポートへ変革 

１０，０００，０００円 

貨物運送取次業 

貨物軽自動車運送事業 

貨物利用運送事業（近運自貨６５２号） 

一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業 

古物商登録番号（第６２１１６１９０３５３４号） 

自動車運転代行事業 

自動車の販売に関する事業 

各事業に付帯する一切の業務 

関連会社 株式会社 共立陸運  一般貨物運送業（近運自貨９５７号） 
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会社概要・沿革 

沿革 平成 ７年１０月 

平成１０年１１月 

平成１４年１０月 

平成１６年１０月 

平成１７年１１月 

平成１８年 ５月 

平成１８年 ６月 

平成１８年 ７月 

平成１８年 ８月 

平成１９年 １月 

平成１９年 ２月 

平成１９年 ３月 

平成１９年 ４月 

平成１９年１０月 

平成１９年１１月 

 

本店を大阪市東淀川区にて軽貨物運送業を創業 

資本金３００万円にて有限会社共立トランスポートを法人設立 

バイク便を開始 

北大阪営業所を池田市に設立 

東京営業所を東京都大田区に設立 

南大阪営業所を岸和田市に設立 

大阪中央営業所を新大阪に設立 

７００万円増資 株式会社に組織変更 

滋賀営業所を栗東市に設立 

北大阪営業所を池田市から摂津市へ移転 

川崎営業所を川崎市に設立 

仙台営業所を仙台市に設立 

滋賀営業所をハナブサレックスへ業務譲渡 

第一種貨物利用運送事業を取得 

仙台・川崎・東京・北大阪営業所を閉鎖 
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会社概要・沿革 

沿革 平成２０年 １月 

平成２０年 ５月 

平成２１年 １月 

平成２１年 １月 

平成２４年 ４月 

平成２６年 ９月 

平成２７年 ３月 

平成２７年 ３月 

平成２７年 ７月 

平成２７年１２月 

平成２８年 ３月 

平成２８年 ３月 

平成２８年 ６月 

平成２８年 ３月 

平成２８年１１月 

北大阪営業所を池田市に設立 

南大阪営業所を高石市に設立 

配車センターを大阪市西区に設立 

神戸営業所を神戸市灘区に設立 

一般貨物事業を開始 (株)共立陸運を設立 

東エリア営業所を東大阪市に設立 

北エリア営業所を摂津市に変更 

社団法人 全国軽貨物LINE協会を設立 

サテライト奈良・和歌山営業所を設立 

Ｇマークを取得 

北エリアを豊中市に変更 

グリーン経営認証を取得 

東エリア営業所を東大阪市内に移転 

和歌山営業所を同和歌山市内で移転 

東京営業所を東京都千代田区に移転 
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会社概要・沿革 
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沿革 平成２８年１２月 

平成２９年 ７月 

平成２９年 ８月 

平成３０年 ４月 

東エリア営業所を同東大阪市で移転 

商標登録「共立トランスポート（ロゴ）」 第５９６０４５７号 

プライバシーマーク取得 

社歌「愛よ届け」発表 



配車 

配車センター 
（大阪市西区） 

奈良 

南エリア 

京都 

和歌山 

東エリア 

北エリア 

神戸 

営業拠点 

東京 
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営業所 所在地 

本社          〒533-0031 
             大阪府大阪市東淀川区西淡路2丁目13番49号 

 

配車センター     〒550-0021 
             大阪府大阪市西区川口2丁目7番33号 
             TEL 06-6582-1136 FAX 06-6582-1137 

 
             担当：久保、滝浦、佐々木、津田、林、榎本、笹、坂口、 

                 武井、川村、岡田、杉本、清川、大谷、横田、 

                 澤、濱田、坂本、恵山、大野木 11 

配車センター 

安全・安心輸送は 
お任せください！ 



大阪中央営業所   〒533-0033 
             大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17番5号 

 

北エリア営業所   〒560-0043 
             大阪府豊中市待兼山町21-7 メゾンドサクセス101 
             TEL 06-6850-9666 
             担当：滝浦 

東エリア営業所   〒578-0901 
             大阪府東大阪市加納７丁目1番36号 (株)キャスト内 
             TEL 072-875-7228 FAX 06-6582-1137 

南エリア営業所   〒595-0801 
             大阪府泉北郡忠岡町高月北2丁目15番30号 
             TEL 072-546-0444 FAX 072-546-0555 

営業所 所在地 

東エリア営業所 
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チャーター手配は 
お任せください！ 



営業所 所在地 

古都の配送は 
お任せください！ 
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和歌山営業所    〒640-8321 
             和歌山県和歌山市出水97 

             TEL 073-488-2955 FAX 073-488-2956 
             担当：小谷 

 

奈良営業所     〒630-8106 
             奈良県奈良市佐保台西町16 
             TEL 0742-72-4038 FAX 0742-72-4039 
             担当：辻井 

京都営業所     〒612-8455 
             京都府京都市伏見区中島外島外出町27 

神戸営業所     〒657-0854 
             兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭 摩耶業務センタービル3階 

東京営業所     〒101-0032 
             東京都千代田区岩本町1-3-1 
             TEL 03-6869-3921 FAX 03-6869-4138 

和歌山営業所 

地元密着を 
目指して！ 



組織体規模 

従業員数 ： ２１８名 （女性 １５名） 庸車含む  

営業関係 ：   ８名、 事務関係 ： ９名 

 

配送ドライバー他 

定期便 ：  ４７名、 フリー ： １２４名、 現場 ： ３８名 

協力会社 ：  ２００社以上                平成３０年０８月末現在 

 

輸送現場のドライバーさんが主体です！ 

14 
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運送事業部 
(B to B 事業部) 

代表取締役 
(久保秀樹) 

生活らぶ事業部 
(B to C 事業部) 

東京 
営業所 

和歌山 
営業所 

南 
エリア 

東 
エリア 

奈良 
営業所 

配車 
センター 

北 
エリア 

引越部 
(代表) 

ｾﾝﾀｰ長 
(代表) 

ｾﾝﾀｰ長 
(小谷) 

ｾﾝﾀｰ長 
(辻井) 

所長 
(久保知) 

所長 
(滝浦) 

所長 所長 

ライフ 
サポート部 

(武井・川村) 

ウオーター 
ネットらぶ部 
(武井・川村 
・岡田) 

廃車 
らぶ部 

(久保知・ 
照井) 

フラン 
チャイズ 
事業部 
(代表) 

見
守
サ
ー
ビ
ス 

住
ま
い
ら
ぶ 

車
ら
ぶ 

教
育
訓
練
課 

加
盟
開
発
課 

運
送
業
務
課 

安全 
品質部 

(津田) 

新人 
サポート 
チーム 
(津田) 

経理・
総務部 

(杉本 
・濱田) 

請求
チーム 
(榎本 
・清川 
・大谷) 

営業部 
(滝浦 
・澤) 

ＳＮＳ部 
(大野木 
・廣瀬) 

営業 
サポート 
チーム 

(林) 関連会社 
（株）共立陸運 
（社）全国軽貨物LINE協会 

共立グループ 
組織図 

(株)共立トランスポート 



車両所有台数 

(株)共立トランスポート ５４台 
 軽四 常温      ３３台 

 軽四 チルド・冷凍 １２台（加温車１台） 

 軽四 幌        ５台 

 フォークリフト     ４台 

関連会社：（株）共立陸運 １０台 
 ２トン 幌       １台  ２トンロング冷凍   １台 

 ３トン 冷凍      １台 

 ２トン ロング箱   １台 

 ２トン 冷凍      ２台 

 １．５トン         １台 

 軽四         ３台 

       平成３０年０８月末現在 
16 陸運は私達がお届けします！ 久保・守屋・鳥生・坂口 他 



売上推移 

1

2

3

4

5

6

7

平成１８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

億

売上金額

V字回復しました！ 
 

平成３２年 売上目標 １０億へ 
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主要お取引会社様 

ダイキン工業株式会社様 

澁澤倉庫株式会社様 

株式会社美濃吉食品様 

エア・ウオーター株式会社様 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社様 

シノブフーズ株式会社様 

株式会社魚萬珍味堂様 

株式会社たけでん様 

NECフィールディング様 

株式会社アズバイオ様 

関西医療大学様 

株式会社ペルソナ様 

 

アビーロード株式会社様 

株式会社マツヤ様 

順不同 全５００社様 
18 



主なサービス 

冷凍冷蔵便・航空便・ハンドキャリー・ 

引越便などさまざまなオーダーに対応 

配車センターで受注から 

出発完了報告まで行います 

緊急時は１５分～６０分以内に商品の 

引取りいたします 

包括貨物保険５，０００万円まで加入！ 

万が一の時も対応いたします 

東京・福岡・仙台・札幌・沖縄などへの 

航空便の発送も行います 

商品引取り時にダメージチェックも 

行います 
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http://www.handlecover.com/kaizen/yuryo/


 ① 交差点では特に安全運転強モードにチェンジします。ゼブラゾーンを通過する時は 

   停止線の手前で停止し右左右方向に指差呼称を行い歩行者・自転車に注意する。 

   また左折時、バイクの巻き込みに注意する。 

 ② バック運転・車線変更は出来るだけしません。その他、事故発生率の高い運転はしません。 

 ③ 脇見運転はしません。ハンドルを握ったら意識を変え安全運転モードにチェンジします。 

 ④ 『～だろう』運転はしません。『～かもしれない』運転をします。 

 ⑤ 配送時間を最優先にしません。安全運転を第一に優先します。 

 ⑥ 右左折・駐車・バック時など後続車両及び周りの車両に早目に合図をします。 

 ⑦ 事故発生原因はヒューマンエラー（操作・判断間違い）想定外・心身ともに充実している。 

 ⑧ 今日も無事故で必ず帰社します。 

 

安全への取り組み 
◆安全運転の取り組み（日々の点呼） 

◆安全を記録するセイフティレコーダ「ＳＲＶ」の導入 

◆ジャンルに合わせた安全研修の実施 

定期研修 緊急便研修 新人研修 

運転診断 
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http://www.kyoritsu.info/info/safety.html#gmark
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ドライバー教育の流れ 

会社 
パンフ 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 添乗指導 

運送のイロハ ・ 配送 
ルールを学習します 

新人研修会 

テストラン 
ＤＭ配送 等 

先輩と同乗 

運転技術 ・ 運転癖を 
同乗して指導します 

新人さんの日にち調整して 
運行心得 ・ 安全運転ＤＶＤ等 
学習して頂きます 

担当 ： 津田課長 

慣れるまでテストランの 
意味合いから会社パンフの 
配達等を経験して頂きます 

テストランを合格したら 
先輩ドライバーの同乗で 
配達を経験して頂きます 

ひとり立ちできるまで、研修走行を行います！！ 

チャーター便 
走行へ！！ 

弊社の思考 

担当 ： 津田課長 

弊社へ入社！ 
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配車センターとの仕事の流れ 

受注依頼 配車管理 

Ａ社 大阪 → 東京：上田 
Ｂ社 大阪 → 福岡： 
Ｃ社 神戸 → 京都： 

注文FAX 
（オーダーシート） 

配送指示 荷主出発 

１６時～２０時 
翌日の配車を 
行います 

オーダーシートで 
配送指示します 

配達完了 

運転日報 

荷主出発メール 
 荷主 
 出発時刻 

完了報告メール 
 荷主 
 配達先 
 完了時刻 
 距離（荷主～） 
 高速料金 
 受領者 

指示待ち 日報を記入し 
センター提出。 
月報へも記入、 
月締め提出 

運行 

ひとり立ちできたら、主にチャーター便配送からスタートします！！ 

運ぶ商品は 
冷凍食品・工事用品等 
多種多様です 

センターから次の 
配送指示します 

配達先は全国です 

売上・請求 

チャーター便配送に慣れたら、定期便配送へも挑戦できます！！ 

配車センター 

携帯アプリによる完了～ 

自動計上を試験中 

報告 

センター スタッフ！ 



競合他社・ターゲット顧客 

◆競合他社 

 全国にまたがり多数競合、まさに運送業は戦国時代！ 

 

◆ターゲット顧客 

 ① メディカル ： 温度管理輸送サービス 

 ② 建築資材 ： 住宅関連 

 ③ ＢtoＣ   ： 個人高齢者への見守りサービス、 

           家事お悩み解決の生活サポートサービス、 

           ミニ引越し、廃車らぶ、水の宅配 

大手ができない事業・高齢化社会に対応！ 
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営業マーケティング 

 ◆新規顧客 

  業種別ホームページによる集客 ⇨ メール・電話 ⇨ ヒヤリングシートへ記入 

   ⇨ 料金見積り（正規・単発・口頭） ⇨ 受注・失注の結果によるランク付け 

   ⇨ 企業分析を行い、受注獲得に向けた営業戦略（既存顧客へ） 

 

 ◆既存顧客はランク付けを行い、営業活動を明確にする！ 

   発展客 ⇨ 月１回訪問、メールマガジン「共立通信」を担当者へ 

   拡大客 ⇨ 月２回訪問、メール、電話 

   維持客 ⇨ 月１回訪問、メール、電話 

   成行客 ⇨ メールマガジン「共立通信」を担当者へ 

 

   また他部署・他社等からの「紹介」による営業活動や、 

   営業日報として「社内システム」へ訪問内容を記録、戦略材料に活用！ 
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今後の展望 

 ◆展望 

 ① 物流ネットワーク拡大 ： 日本全国どこからでも集配が出来、商品の 

                  大きさ・重量に合わせて車両を手配します 

 

 ② 生活らぶ ： 高齢者の見守りサービス、生活ライフサポート 

            （２０１７年２月 大阪市東淀川区から開始） 

 

 ③ 水の販売 ： 販路拡大構築 

 

 ④ 共立トランスポート・フランチャイズ制の開始（東京・大阪）  
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関連事業 廃車らぶ大阪 

廃車らぶ大阪を運営する株式会社共立トランスポートの会社情報  ３６５日営業 平日：午後９時、土日祝：午後６時まで受付 

 
                    廃車らぶ大阪の運営からのご挨拶 
 

「廃車らぶ」はお客様に安心して任せて頂ける、高額買取・廃車サービスをご提供するサイトです。 
お客様は不要となったお車などなど、廃車の際にどのようにしてよいかわからないことはありませんか？ 
また、怪しい廃車業者が怖いなどありませんか？ 
それらの多くの声を頂き、立ち上がったサイトが「廃車らぶ」なのです。 
単純に安心だけを売るサイトではありません。 
他社と比較して頂ければわかりますが、高額買取による金銭的なメリットももちろん提供させて頂きます。 
最後に面倒な手続きなどの一切の業務は「廃車らぶ」が完全無料にてお客様の代わりに代行致します。 
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 
                                       廃車らぶ大阪運営 株式会社共立トランスポート 
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http://www.haisyalove-osaka.com/bring/


関連事業 全国ＬＩＮＥ協会 

未経験者・軽貨物運送業をはじめたい方へは、 

無料説明会を実施中 

詳しくは「全国軽貨物LINE協会」で🔍検索！ 

社団法人全国LINE協会は、 

日本全国の軽貨物運送事業で活躍できる方を応援します 
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最後に、お得なお知らせ！！ 

キャンペーン実施中！ ご活用ください！ 
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ウォーターネットらぶ事業 展開中 

1ヶ月無料お試し実施中！ お待ちしております！ 

Tel ： 06-6537-7156  Fax ： 06-6582-1137 

ご紹介のお客様へは 

水ボトルの無料サービス中！ 

UCC上島珈琲様とのコラボ 

コーヒーサーバーの無料サービス中！ 

お水契約の御客様代表 

ご愛飲ありがとうございます 

お水は私達がお届けします！ 岡田・川村・澤・武井 他 

御得意様 

ダイダン様・ナカキン様・ブレイズ様 他社多数！ 

水契約２５０台 
突破しました！ 
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IT（情報技術）を積極的に導入中 

社内システムを活用し、社内情報を共有！ 

会社ホームページ＆フェイスブックも充実！ 

https://www.kyoritsu.info/ 

https://www.facebook.com/kyoritsutransport/ 

水事業ホームページを開設！ 

https://www.seikatsulove.com/water 

その他の公開中 廃車らぶ大阪：https://www.haisyalove-osaka.com/ 

           全国LINE協会：http://keikamotsu-line.com/ 
 IT担当：大野木 

大阪南エリア＆奈良営業所へ在庫管理システムを導入！ 

ただおか なら 

https://www.kyoritsu.info/
https://www.kyoritsu.info/
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社内３Ｓ活動 毎月活動中 

３Ｓ推進委員！ 清川・久保・榎本 他 

整理・整頓・清掃を社員一丸で実施！ 表彰されました 
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弊社が求める人材・思考 
弊社はこんな人材を求めています 

弊社の思考 

常に連絡がつく 約束を守る 
車両の 

きれいな方 

言葉使いの 
きれいな方 

身だしなみが 
できている 

偉そうに言わない 
特にお客様はもちろん 
の事、社内に対して 

お客様、第一主義 
乗務員の方もお客様 

頭にタオルをまかない 
シャツを出さない 
靴のかかとを踏まない 

車内も含む 特に時間 

日本中に運送会社は５万から６万社あります 
その中で、なぜ弊社が選ばれるのでしょうか 
弊社の配車マンから選ばれるドライバーになる 

ためには、どのような姿勢・思考が 
必要でしょうか 

働きぶりを９０日間は 
じっくり確認します 

軽貨物は商売である １年間の仕事量 

ご本人も弊社で今後継続し勤務してもいいのか、 
確認してください 
（車両タイプ、年齢、性別、運送スキル、目標売上 
により異なる） 
売上目標を達成する為には、９０日間までの 
お時間を頂いております 

忙しい時に目一杯、寝る間も惜しんで 
現場に出て暇な時期に休む 
（次の準備を行う） 

１・２・５・６月は閑散期、 
３・４・１１・１２月は繁忙期、 
７月より１２月は右肩上がり 
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変更履歴 

平成２９年５月 ： 営業所・組織体規模・組織図・車両所有台数を更新 

 平成２９年５月 ： ウォーターネットらぶ事業開始のページを追加 

 平成２９年１０月 ： トップページ プライバシーマーク取得を追加 

平成２９年１０月 ： 会社ロゴマークを更新 

平成２９年１０月 ： 沿革・組織体規模・車両所有台数・売上推移を更新 

平成２９年１０月 ： ウォーターネットらぶ事業展開中のページを更新 
平成２９年１０月 ： IT（情報技術）を積極的に導入中のページを追加 
平成３０年０２月 ： トップページ 水契約数を更新、Ｎｅｗｓを追加 
平成３０年１０月 ： 各ページの写真を更新、組織体＆所有台数を更新 
平成３０年１２月 ： ドライバー育成過程、水事業、３Ｓ活動等を追加 


