グローバル総合物流企業
日本共同物流センター

大韓貿易投資振興公社
公式指定業者

企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

韓国農水産物流通公社
公式指定業者

中小ベンチャー企業振興公団
(電子商取引)
公式指定業者

陸上輸送

海上輸送

航空輸送

物流倉庫

国際宅配

引越サービス

物流コンサルティング ECフルフィルメント

輸出入通関

トラック運送を中心に陸
上·海上·航空による全国配
送や、お客様からご依頼
いただいた貨物の大きさ·
形状·重量などにより最適
な運送手段を提案し、お
客様が指定した場所に迅
速·効率的·安価で安全に運
送します。

NVOCC(Freight forwarder)
として国際海上貨物運
送も提供しています。
LCL、FCL SERVICEを含
め、バルク船貨物の取り
扱いまで幅広い海上運送
サービスと輸出入通関、
物流コンサルティングを
提供します。

KSEは世界をつなぐネット
ワークを介してDOOR TO
DOORによる一括運送で、
全世界のネットワークに
よる最適な運送Routeと
Cost Performanceを提供
します。

完璧なセキュリティシス
テム構築、貨物を安全に
管理しており、KSEは物
流拠点として全国の主要
各所に物流センターを運
営しております。お客様
の要求による最適物流を
実現します。

便利なサービスとお手頃
価格で送る方の真心まで
お届けするサービスをご
提供いたします。
• Premium Air Service
•Economy Ferry ServiceKSE Service

- 海外引越
- 国内引越
- 事務所移転
KSEは引越に関する全て
の諸般の手続きなど総合
的にコーディネートいた
します。

お客様の立場で業務全般
における物流の企画·設計·
運営を行う物流コンサル
ティングを展開しお客様
に最適なロジスティクス
をご提供しています。

よ り 正 確 に 、 よ り 迅 速 - 展示貨物
に、安全に"をモットーに - 公演貨物
各国の法律·規則に精通し - 美術品などの梱包·保管·
たスタッフが輸出入に必 運送·搬入·設置·搬出ま
要となる業務手続きを確 での一連の作業を安全
認するとともに、関連業 かつ迅速なサービスを
務を全体的に支援いたし 提供します。
ます。

KSEはグローバルEコマー
ス物流に特化して、お客
様が必要とする一連のプ
ロセスをWMSシステムを
通じて統合処理する物流
代行サービスです。

展示·公演·美術品輸送

プロジェクトカーゴ輸送

半導体&FPD装備及び輸送

KSEは豊富な運送経験と
KNOW-HOWをベース
に、超重量貨物、バルク
貨物、大型プラント、工
場設備·移転作業をご提供
しています。

KSEは総合物流企業とし
て30年間の豊富な運送経
験とKNOW-HOWをベー
スに、半導体&FPD装置お
よび運送作業サービスを
提供し顧客企業のニーズ
に対応します。

会 社 名
設 立 日
資 本 金
代 表 者
本
社
東京支店第一倉庫
東京支店第二倉庫
東京航空支店
横浜支店
大阪支店
神戸支店
成田支店
関西支店
韓国現地法人
従業員数

世界へ羽ばたく総合物流企業「株式会社 国際エキスプレス」
代表挨拶

株式会社国際エキスプレスは日韓の経済成長とともに､ 1990年に設立した日本の代表
的な総合物流企業です。
国際エキスプレスは新規参入が難しいと言われる日本の物流市場の中で､ 蓄積された
ノウハウと人材､ 技術の独自改革を進めることにより､ お客様に喜ばれる最適な物流
サービスを実現し､ 他社に劣らない総合物流サービスを提供する日本の代表的な物流
企業にまで成長いたしました。
企業経営においては､ お客様のベネフィットを最優先とする“CS経営”理念のもと､
On-Time Deliveryシステムの構築､ サービスクオリティの向上に努めるとともに､ 物
流拠点の集約化および効率的な倉庫管理を目的とした“効率経営”に全力を尽くしてお
ります。

東京支店第一倉庫

また､ グローバル化による企業環境や国際物流の変化にもスムーズに（柔軟に）対応
できる“未来経営”の更なる強化に向けて､ 物流情報システム､ インフラ革新､ グローバ
ルロジスティックスの専門人材育成を継続的に推進する所存です。
これからも国際エキスプレスは､ 21世紀デジタル時代における物流革命の先駆者とし
て､ お客様のベネフィットを第一とする企業として､ そして何よりもお客様より信頼
される物流専門企業として､ 最高のサービスをご提供することをお約束します。
		

CEO & President

		

HAGA WATARU

		

Kokusai Express Co., Ltd.

東京支店第二倉庫

(株) 国際エキスプレス
代表取締役

芳賀 道
横浜支店

大阪支店

トモちゃんは? いつも一緒にいる友達という意味で、勤勉·誠実なアリを形象化したもので、最先端企業の新たな誕生と跳躍を意味する。
Blue: 明るい未来·希望·平和 Green: 環境(Eco)·安全 Red: 若さ·情熱

会社概要

株式会社国際エキスプレス
1990年 3月
100,000,000(日本:円)
代表取締役 芳賀 道
東京都品川区東品川4丁目12-6 品川シーサイドキャナルタワー14階
東京都大田区東海5-1-1
東京都大田区東海4-2-3
東京都大田区東海4-2-3
神奈川県横浜市中区山下町279-1
大阪府大阪市住之江区南港北2-3-37
兵庫県神戸市中央御幸通6-1-20 GEETEX ASENT BLDG 801C号室
千葉県山武郡芝山町菱田1116-1 ㈱ホンダロジスティクス成田輸出入センター2階201号
大阪府泉南市泉州空港南1番地 第1国際貨物代理店ビル2階 0170A
Seoul/Busan (株)国際物流
300名

事業内容
通関業､ 倉庫業､ 海外引越､ 貨物自動車運送業､ 海上輸出入貨物､ 航空輸出入貨物､ 国際宅配、
一般港湾運送事業､ 展示·公演·美術品貨物､ プロジェクト貨物運送､ 包装作業､ LCL Consolidation
FCL Service、電子商取引B2B B2C
沿
革
2021 海上B2C 業務開始 (日本, 韓国)
2019 各営業所名称変更
2018 中小企業振興公団(電子商取引)の公式指定業者
2017 関西空港事務所設立業務開始
2015 成田通関センター設立､ 業務開始
2014 東京第二保税倉庫CFS業務開始
2013 羽田空港保税倉庫業の許可及び営業開始､ 韓国法人㈱国際ロジスティクス金浦空港支店の設置
韓国法人㈱国際ロジスティクス金浦空港税関宅配業者の登録及び航空宅配業務開始
2012 韓国法人㈱国際ロジスティクス仁川税関宅配業者の登録及び海上宅配業務開始
CJ GLS東京代理店契約締結
2011 羽田空港事務所設立 (Air) 及び輸出入通関業務開始
2011大韓民国顧客感動部門受賞-グランプリ誇らしい韓国人受賞<国際物流部門> (韓国日報)
2010 日本法人ワールドトレーディング(株)、KJ LOGISTICS(株)設立
韓国農水産物流通公社 (東京aT CENTER) と[韓国農水産食品物流サービス]に関する契約締結
2009 大韓貿易投資振興公社 (KOTRA) と[東京韓国共同物流センター事業実施]に関する契約締結
九州営業所設立 (門司､ 博多､ 下関) 及び通関業務開始
特定航空貨物利用運送事業及び特定航空運送代理店業免許取得
2008 神戸営業所設立及び通関業務開始､ 国際海上宅配サービス開始
IATA (International Air Transport Association) 免許取得
2007 大阪営業所設立､ 大阪保税倉庫CFS業務及び通関業務開始
航空に関する第2種貨物利用運送事業免許取得､ 国際航空宅配サービス開始
2006 東京保税倉庫CFS業務開始､ (株)韓進 日本の宅配代理店契約締結
2006大韓民国物流輸送サービス部門顧客感動優秀企業GRAND PRIX受賞 (韓国日報主催)
2004 東京営業所設立及び通関業務開始､ 貨物自動車運送業､ 第1·第2種貨物利用運送事業、
国際複合輸送業 (NVOCC) 免許取得､ 外航輸送に関する第1種貨物利用運送事業免許取得
2003 横浜営業所設立､ 横浜保税倉庫CFS業務及び通関業務開始
倉庫業､ 一般貨物自動車運送事業､ 第一種貨物利用運送事業免許取得
JIFFA (Japan International Freight Forwarders Association) 免許取得
2002 KIFFA (Korea International Freight Forwarders Association) 免許取得
1999 (株) 国際エキスプレス (Kokusai Express Co., Ltd.) 法人設立
韓国法人 (株) 国際ロジスティクス (Kukjae Logistics Co., Ltd.) 設立
1990 国際エキスプレス創業

組織図

LICENSE
本社
管理本部

経営企画部

海上営業部
航空営業部
業務課

東京支店

保税課
通関課

人事総務部

倉庫課

情報技術部

保税課

財務経理部

東京航空支店

通関業

保税装置場(CFS)

倉庫業

第1、2種利用運送業

国際宅配事業

JIFFA

国際航空運送業(IATA)

一般貨物自動車運送業

港湾運送事業

国際複合運送業(NVOCC)

通関課
倉庫課

監査部

保税業務課
横浜支店

通関課
倉庫課

RA (Regulated Agent) (特定航空貨物用運送業者、特定航空貨物代理店)

海外引越部
成田支店

メディア紹介

通関課
業務管理課

営業本部

通関課
業務課
大阪支店

営業課
保税課
倉庫課

日本物流総合新聞

毎日経済新聞

世界日報

韓国中央日報経済紙

聯合ニュース

韓国経済新聞

「Cargo News」

国際宅配課
業務課
神戸支店

通関課
営業課

関西支店

通関課

中央日報

「大韓民国顧客感動優秀企業大賞
受賞」韓国日報

日本「経済界」

KSEは、全国各地の最適なネットワークおよび最新の輸送システムを基に､
国内陸上輸送サービスを提供します。又､ 輸出入される貨物および国内貨物
の大きさと内容に最も適した輸送車両を確保し､ お客様の物流費用を最小化
できる輸送ルートを選んで提供しお客様のニーズに応えています。

陸上輸送サービス┃Inland Transport Service

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

陸上輸送サービス

海上貨物輸送サービス┃Maritime Freight Service
海上貨物輸送サービス┃Maritime Freight Service

KSEはGlobal Networkで構築された先進的な物流システムを基に､ 海上
貨物輸送サービスを提供します。
コンテナ､ バルク､ プロジェクト貨物を最低の費用と最高のサービスで提供
し､ お客様の物流費削減に寄与できるように努力します。
全世界向け海上混載貨物サービス (LCL Consolidation)
Full Containerサービス (FCL)
特殊Containerサービス (Reefer, Open top, Flat Rack, Tank...)
BULK貨物サービス

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

海上貨物輸送サービス

航空貨物輸送サービス┃Air Freight Service
航空貨物輸送サービス┃Air Freight Service

豊富な物流ノウハウを持った海外有数の物流業者との密接なパートナーシ
ップを基にKSEは航空貨物輸送サービスを提供します。
全世界をつなぐネットワークで最上のサービスを実現します。
混載貨物サービス (Consolidation)
SEA & AIR運送サービス
ピックアップから梱包､ 通関､ 航空運送､ Door To Doorなど総合サービス
全世界のネットワークを通じた三国間運送サービス

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

航空貨物輸送サービス

KSEは倉庫保管ディストリビューション及び､ 通関､ 梱包､ 輸送サービスを
通じてお客様の物流費用の削減に応えます。
適切な納品ができるように保管と配送·輸送の連携はもちろんのこと､ 流通
加工サービスを通じてお客様にプライオリティーを置いた､ お客様が求める
最高のソリュー ションを提供致します。

物流倉庫サービス┃Warehousing Service

豊富な経験と技術を基にした貨物に応じた保管サービス
保税蔵置場での荷役及び保管サービス
第3国積み替え貨物取扱サービス
貨物の検量・ピッキング・ラベリング・梱包等の付帯業務サービス

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

物流倉庫サービス

航空・海上の国際宅配は日本でナンバーワンKSEにお任せください。

国際宅配┃Global e-commerce logistics International shipping service

安心

 蓄積されたノウハウで安心・安全・確実にお届けいたします。
 配達状況のご確認・現在の状況をネットですぐ確認できます。

便利

 リーズナブルな海上, 迅速な航空宅配, 発送代行サービスまで
お客さんのニーズに合わせたサービスが用意されています。

国際宅配
サービスの
特徴

真心

迅速
低価格

 お客様に代わり､ 真心を込めて､ お届け先へ配達いたします。

高
 速フェリー船舶になる海上宅配サービスで､ 今までにないリ
ーズナブルでスピーディなサービスを提供しております。

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

国際宅配

海外・国内引越、事務所・工場移転サービス┃Overseas· Domestic Moving, Office · Factory Relocation Service
海外・国内引越、事務所・工場移転サービス┃Overseas· Domestic Moving, Office · Factory Relocation Service

KSEは､ 30年間積み重ねた最高のノウハウと専門の人材で､ 梱包から運送､
保管､ 通関､ 配送に至るまでDoor to Door Total Serviceとして、海外引越､
国内引越､ 事務所·工場の移転も安心してお任せ頂けます。
海外引越(各国大使館や多くの企業)
全世界190ヶ国､ 約420の都市を連結する Global Networkを通じて､ 全世界
どこでも正確にRoom to Roomサービスを提供いたします。
国内引越
リーズナブルな費用で確かなサービスを提供します。
オフィス及び工場移転
事務所移転､ 施設物移転・設置
工場生産設備､ 産業施設物､ 特殊装備､ 自動化設備等の移転及び廃棄

海外引越
手続き
相談/見積

安全包装

船積

海上運送

現地税関通関

自宅配達

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

海外・国内引越、事務所・工場移転サービス

物流コンサルティング┃Logistics Consulting
物流コンサルティング┃Logistics Consulting

KSEはお客様の立場に立ち､ 業務全般に係わる物流を企画·設計·運営する物
流コンサルティング業務「3PLサービス」を展開しています。物流の専門
的観点でお客様に最適なロジスティクスを提供します。
お客様の企業競争力を確保するために最適な物流システムを提供
専門性とノウハウ
ネットワーク、物流システム
サービス診断および品質管理

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

物流コンサルティング

フルフィルメントサービス┃Fulfillment Service
フルフィルメントサービス┃Fulfillment Service

KSEはグローバルEコマース物流に特化し､ お客様が必要とする一連のプロ
セスをWMSシステを通じて統合処理する物流サービスを行っています。

トータルロジスティックスの強み !!
ワンストップサービス !

韓国企業に強み !

30年物流ノウハウ !

海外から日本までの輸出､ 輸
出通関､ 海上·航空運送､ 日本
の輸入通関､ 内陸運送､ 倉庫
の入庫とラストワンマイルま
で可能です。物流に関するト
ータルサービスをワンストッ
プで提供し､ 顧客企業の貴重
な時間と悩みを画期的に減ら
します。

日本の国際エキスプレスは韓
国企業に強いです。韓国スタ
ッフが言語の不便さなく韓国
の情緒に合う素早いサービス
と柔軟な対応で貴社のビジネ
スが日本で最高のパフォーマ
ンスを発揮できるようにサポ
ートします。

KSEは総合物流企業として
30年間､ ひたすら物流一筋
を歩んできました。最近は
時代の流れに合わせてB2B物
流に限らず､ 日本オンライン
市場に対する十分な理解と
ノウハウを基にしたB2Cフル
フィルメントサービスを提
供し､ 顧客企業のニーズに対
応します。

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

フルフィルメントサービス

輸出入通関サービス┃ Import & Export Customs clearance Service

主要港と主要空港にKSEの物流センターと専門の通関士を配置し､ 陸上·
海上·航空輸送等､ 様々な運送形態に対応できるように迅速な通関体制を
配備しています。
通関業 (LICENSE)

輸出入通関サービス┃ Import & Export Customs clearance Service
横浜 (YOKOHAMA)

東京 (TOKYO )

大阪(OSAKA)

神戸 (KOBE)

成田(NARITA)

関空(KANKU)

通関手続き

一般的に貨物を輸出入する時に税関に申告して許可を得ることを ｢通関の手続き｣ と言います。税関か
らは申告の正確性､ 適正性を審査して､ 必要な場合には貨物検査も実施することになり､ 輸入貨物につ
いては決められた関税や消費税等納入するか否かを確認した後に輸入が許可され ます。

輸出手続き

貨物の特性·輸出地の物流事情等を考慮した､ 安全で丈夫な包装をする必要があります。通関の他にも
輸出書類及び船積書類を作成も代行しております。

輸入の手続き

動·植物の検疫､ 食品の輸入に関する複雑な通関手続きも､ 安心してお任せ 頂けます。トラック､ 内航
船､ 鉄道等を利用して最適な国内運送をコーディネートしています。

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

輸出入通関サービス

KSEは展示·公演·美術品輸送の専門家です。

展示·公演·美術品輸送┃Transport of Properties for Exhibitions, Performances, and Artworks
展示·公演·美術品輸送┃Transport of Properties for Exhibitions, Performances, andArtworks

各種展示会､ 公演､ イベント目的で輸送される貨物を専門家の技術とノウハ
ウで安心して設置します。
2000年韓日文化交流展示会SUPER EXPO 2000 (100社余り参加)
2002年 FIFA WORLD CUP韓日物流担当 (105企業参加)
2009年日韓フェスティバル2009 in Tokyo
2010年~現在 国際包装展示会2010 in Tokyo
2011年~現在 産業機械展示会2011 in Tokyo

モーターショー展示貨物

モーターショー展示貨物

韓国大統領来日記念国立国楽院

日本国内庁(皇室)貨物

2002 FIFA World Cup記念公演貨物

2002 FIFA World Cup記念公演貨物

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

展示·公演·美術品輸送

HeavyBulk Project Cargo 輸送┃Heavy Bulk Project Cargo Transport

KSEはHeavy Bulkプロジェクトカーゴ輸送サービスにおいて蓄積され
たノウハウを基に､ 特殊な装備と取り扱い,技術力を必要とする超重量､
長尺貨物プロジェクト運送サービス等､ 幅広いサービスを提供します。

HeavyBulk Project Cargo 輸送┃Heavy Bulk Project Cargo Transport
取り扱い
サービス

	各種産業機械の輸出及び工場設備の海外移転のための輸出
梱包､ 国内運送､ 輸出通関､ 保管､ 荷役､ 保険付保､ 海上運
送、現地到着までの 一括サービスを提案
	
超重量、長尺貨物､ プロジェクト､ バルク貨物運送のサービス
	精密産業機械､ 海外の建設機資材､ PLANT設備のWOODEN
BOX 梱包サービス
ロボット､ 航空機部品､ 半導体設備のALL真空梱包作業
	国内運送､ 輸出通関､ 保管､ 荷役､ 保険付保､ 海上輸送サー
ビス

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

HeavyBulk Project Cargo 輸送

大韓貿易投資振興公社

日本共同物流センター┃ Japan Joint Logistics Center Korea (KOTRA)
日本共同物流センター┃Japan Joint Logistics Center Korea (KOTRA)

中小ベンチャー企業振興公団

• 韓国農水産食品流通公社
(電子商取引)が選定した 公式指定企業

対日輸出韓国企業の物流コスト節減提案-政府支援委託事業
KSEは大韓貿易投資振興公社と韓国農水産食品流通公社､ 中小ベンチャー
企業振興公団が選定した物流部門の公式指定企業で､ 中小企業の物流コス
ト削減を支援するため､ 共同物流センターを運営しています。
メリット
1. 物流支援費を現金で支給
実績の発生時に毎月補助金を支給することで､ 企業の物流コスト削減を実現
2. リーズナブルな物流価格を適用
「東京 韓国共同物流センター」サービス加入事業が本サービスを利用する場合、
企業が個別に利用する場合に比べてリーズナブルな価格の物流サービス利用が可能
3. 現地の物流センター運営の効果
現地の物流センターが運営する事により､ 以下の4つの効果が得られます。
保税倉庫運営､ 通関及び運送､ 在庫管理など諸般業務のアウトソーシング
現地の弊社専門ノウハウを活用しての物流センター運営の最小化
初期投入される投資費用(倉庫貸与､ 新築､ 運送·配送システム構築費用)の軽減

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

日本共同物流センター

半導体&FPD装備及び輸送事例┃Precision Machinery and Equipment Transport Service
半導体&FPD装備及び輸送事例┃Precision Machinery and Equipment Transport Service

1.工場搬出日程

2.工場内の梱包作業

3.工場搬出作業

4.KSE(国際倉庫)梱包作業

5.海外輸出 (大阪

釜山，博多

釜山，日本

全世界)

▪企業の成功は信義ある出会いにかかっています。

半導体&FPD装備及び輸送事例

国際保税倉庫(CFS)現況
横浜保税倉庫

大阪保税倉庫

東京第一保税倉庫

東京第二保税倉庫

TOKYO 1 Branch

TOKYO 2 Branch

YOKOHAMA Branch

OSAKA Branch

5-1-1 Tokai, Ota-ku, Tokyo-to
143-0001 Japan
TEL：03-5755-1011
FAX：03-5755-1005

4-2-3 Tokai, Ota-ku, Tokyo-to
143-0001 Japan
TEL : 03-6303-6010
FAX : 03-5755-8334

279-1 Yamashitacho Naka-ku,
Yokohama-shi,
Kanagawa-ken 231-0023 Japan
TEL : 045-227-6261
FAX : 045-227-6034

2-3-37 Nankokita Suminoe-ku,
Osaka-shi,
Osaka-bu 559-0034 Japan
TEL : 06-4703-1234
FAX : 06-4703-1239

陸上輸送
輸出入通関

海上輸送

展示・公演
美術品輸送

航空輸送

物流倉庫

プロジェクト
カーゴ輸送

物流コンサル
ティング
•
ECフルフィル
メント

国際宅配
公式指定企業

引越サービス
(海外、国内)

半導体
•
FPD装備
•
輸送

