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お客様のニーズに全力でお応えいたします

当社のシンボルマークは「未来に向かって成長する
ココロ、そしてモノを動かす無限大の可能性」を意
味しております。

私共は1947年に設立され、以来、長年の経験と豊
富な実績から御客様の信頼を得てきました。時代の
要請に柔軟に対応できる企業を目指し、現在では
「運輸事業部」・「アパレル事業部」の2部門で幅
広く活躍しております。常に御客様の立場から物事
を考え、御客様のニーズに社員一同全力で御応えで
きる様、日頃から取り組んでおります。

運輸事業部
「安全」と「効率」。当社の国内物流部門です。
最適物流を実現する輸配送システムを荷主様へ御提
案いたします。多様化する輸送ニーズに御応えする
べく、専用車レベルのきめ細かなサービスを御提供
させていただきます。
当社は安全面・環境面から当社の社会的責任を果た
す為、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（社
団法人全日本トラック協会）より、「安全性優良事
業所」に認定され、また、交通エコロジー・モビリ
ティ財団より「グリーン経営」認定企業として登録
されております。

アパレル事業部
アパレル事業部ではアパレルメーカー様向けにOEM
商品の企画、提案を行っています。弊社にてデザイ
ンから試作・縫製まで一貫生産が可能です。製造に
関しても、コストや目的に応じて中国自社工場にて
対応可能ですので、これまで培ってきたノウハウを
基に、御客様の御要望に合った洋服を御提案いたし
ます。デザイン性はもちろん、快適性や機能性にも
優れた製品をお届けしています。



会社概要

名称 ：千南商事株式会社
資本金 ：5000万円
代表者 ：代表取締役社長 石橋 茂則
本社所在地 ：千葉市中央区浜野町684番地

TEL043-264-7111（代表）
FAX043-264-7115

設立年月日 ：昭和22年7月1日
事業内容 ：一般貨物自動車運送業、貿易業
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当社運輸事業部では最適物流を実現する輸配送システムを荷主様へ御提案いたします。
多様化する輸送ニーズに御応えするべく、専用車レベルのきめ細かなサービスを御提
供させていただきます。

当社は運輸事業の安全面・環境面の社会的責任を果たす為、「安全性優良事業所」・
「グリーン経営認証」を取得しております。

安全面では、2008年1月1日から全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（社団法人全
日本トラック協会）より、「安全性優良事業所」に認定されました。安全性優良事業
所とは、これからの貨物自動車運送事業が今まで以上に“安全性”の視点から優良な事
業者が選ばれる時代の中で、利用者に、より安全性の高い事業者を選びやすくするた
めの環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度で
す。「安全性優良事業所」認定のシンボルマークは、選ばれた事業所に与えられる“安
全性“の証です。

また、環境面では2010年10月1日に交通エコロジー・モビリティ財団より「グリーン
経営」企業として認証されました。
グリーン経営とは環境負荷の少ない事業運営をするため、環境改善に向けた取組みの
目標設定とその評価実施し、自主的で継続的な環境保全活動を行う制度です。運輸業
界の環境負荷の低減に向けて当社もたゆまぬ努力を実施しております。

当社ではあらゆる輸送形態に対応できる車両を保有しています。
日本全国どこへでも、多彩な輸送体制と安全確実な荷扱いで御届けいたします。 また、
高度な安全が要求される危険物輸送は、危険予知訓練、指差呼称作業、技能訓練などの
運転者の安全教育はもちろんのこと、車両運行内容の分析や事例研究、法令の改正や規
制緩和に対応した運行管理を常日頃より行っております。
“安全衛生管理者”の腕章を付けたスタッフを中心としたミーティングを行ない、KY（危
険予知）トレーナーがスタッフ一人ひとりを対象に安全についての個人教育を行なって
います。このシステムを通し、作業・運搬など仕事全般で弊社独自の厳しい安全基準を
設けています。

また、当社の特徴は、長年の経験や豊富な実績に基づいた合理化と効率化を推進してい
る点が挙げられます。近年では荷主様のコスト削減要請に応えるための車両の多様化
（ウイングボデー、タンクローリー、平ボデー、トレーラー、構内専用車）も実施して
おります。現在では、スーパーシングルトレーラーの採用など大型化、効率化も推進中
です。さらに、自社グループや他社との合併、人員配置の見直しなどが、的確かつ迅速
に履行されています。当社は物流ニーズの変化に合わせ、独自の物流企画力、提案力の
向上をはかり、荷主様との真のパートナーシップ構築へ向け、努力に努めてまいります。

運輸事業部



運輸事業部概要

生浜事務所 ：千葉市中央区新浜町1番地 JFE構内
TEL：043-262-4315 FAX：043-263-0874

市原事務所 ：千葉県市原市五井金杉3丁目2番地
TEL：0436-21-4411 FAX：0436-21-9341

事業種類 ：一般区域貨物自動車運送事業
自動車運送取扱事業

免許番号 ：東陸自 309号
免許区域 ：首都圏
主な運搬物 ：鋼材、重量物、長尺物、かつ大品、機械、

油脂類、化成品ポリ原料、容器製品、建材
保有台数 ：98台

トラクタ ： 20台
トレーラー ： 14台
ウイングトレーラー ： 1台
タンクトレーラー ： 8台
タンクローリー ： 17台
増トン低床平ボディ ： 2台
増トン平ボディ ： 5台
増トンウイング ： 6台
大型ドラム缶専用車 ： 4台
４トン平ボディ ： 2台
３トン平ボディ ： 3台
２トン平ボディ ： 1台
２トン箱車 ： 2台
その他 ： 13台
合計 ： 98台



品目 鋼材・建材・鉄骨・橋梁

備考

最大積載29tを可能にした軽量トレー
ラーを導入しております。鋼材だけ
でなく、建材、鉄骨、橋梁等の重量
物の輸送にも対応可能です。また、
全車両に転落防止柵を設置し、転落
災害防止に努めております。

品目 鋼材・鉄骨・橋梁・建設機械

備考

建設機械、鉄骨、橋梁など特大品貨
物の輸送に優れたトレーラーです。
運行経路、卸し場所の状況を把握し、
お預かりした貨物を安全に輸送いた
します。

品目 化成品・消費財

備考

ウイングトレーラーはウイング車の
特性を活かしつつ、お客様のご要望
にお応えするために一度に大量の荷
物を輸送することを可能にしました。

品目 化成品・鋼材・建材・鉄骨・橋梁

備考

荷台がフラットタイプの車両です。
どんな荷物の輸送にも適しており、
特にフォークリフトやクレーンでの
積卸に最適で、積載方法や荷姿に制
約を受けない万能トラックです。

品目 化成品・消費財

備考

ウイング車は特性としては、全天候
型の車両なので一定の環境を保てる
ことで幅広い輸送用途に利用されて
います。当社では大型低床・高床ウ
イング車を保有しております。

車両紹介



品目 化成品・消費財

備考

荷台の最後部に荷役用の昇降機の
付いたウイング車です。キャス
ター付いている荷物など、地面か
ら荷台の上まで安全・迅速に積卸
しが可能なトラックです。

品目 ドラム缶

備考

ドラム缶輸送用に作られた専用車
両です。工場で製造された新缶ド
ラムを納品先へ傷を付けずに輸送
するために全車エアサスを装備し
ております。

品目 化成品・消費財・建材・鋼材

備考

鋼材、建築資材、設備関係などの
あらゆる商材の配送が可能です。
小ロットでの配送や荷台がオープ
ンであるため、クレーン等での積
卸しが可能です。

品目 化成品・消費財・建材

備考

全天候型車両で、小ロット、複数
納品先といった細かい配達にも対
応可能です。また、狭い納品先へ
の配達も可能です。

車両紹介



品目 苛性ソーダ・苛性カリ

備考

毒劇物に指定される苛性ソーダ・苛
性カリといった工業薬品を輸送する
ための専用タンクローリーです。お
客様のご要望に合わせ、ギヤポンプ
車両、エア圧送式車両をご用意して
おります。

品目 無水フタル酸

備考

塩化ビニル樹脂に柔軟性を与える可
塑剤の原料である無水フタル酸専用
のタンクローリーです。凝固点が高
温であるため、タンクを二重構造に
して蒸気配管を装備、凝固を防ぐ構
造になっています。

品目 危険物（シンナー溶剤）

備考

消防法に定められた危険物（シン
ナー溶剤）を輸送する専用タンク
ローリーです。消防法に則り、危険
物タンクローリーとして特別な構造
となっております。

品目 メルトピッチ

備考

電極素材の製造において重要な役割
を果たすメルトピッチ専用タンクト
レーラーです。製品を凝固させない
ために保温用電熱配管を装備し、安
全に製品をお届けいたします。

品目 粉粒体

備考

ソーダ灰、炭酸カルシウム、化学薬
品などの粉粒体を運ぶトラックです。
車に装備したコンプレッサからのエ
アをタンクに導き、粉粒体と混合し
てパイプ中を流れやすく（流動化）
し、長距離・高所に粉粒体を排出で
きます。

車両紹介（タンクローリー）



千 南 商 事

アパレル事業部

蘇州ハンドウィン服装有限公司

（中国自社製造工場）

アパレル事業部ではアパレルメーカー様向けにOEM生産を行っています。OEM生産
といっても、企画から製造まで様々な工程がありますが、当社はその中でも、自社独
自で企画から試作・縫製まで一貫生産が可能な独自の体制を構築しております。デザ
イン企画に関しても御客様の御要望に応じたデザインを御提案させて頂きます。

実際の製造ではコストや目的に応じて中国自社工場にて対応可能ですので、これまで
培ってきたノウハウを基に、デザイン性はもちろん、快適性や機能性にも優れた製品
をお届けしています。

企画の提案から製造まで当社独自の強みを活かし、市場の需要を的確に把握し、御客
様の多様なニーズに御応えする商品を開発していくことで、あらゆる世代のファッ
ションシーンに新しい風を吹き込んでいます。

御客様
御客様

御客様



OEM生産の流れ

①デザイン打ち合わせ

当社スタッフとアパレルのデザインや企画について綿密な打合せを行います。実際の商品や当社

のサンプル等を確認し商品デザインを決定します。

②素材・付属・カラー決定

使用するアパレル素材や付属、色の種類や仕上げなどを決めます。当社国内外のネットワークで

探すので仕上がりイメージが出来易いのも特徴です。希少なものや特注品も、開発または調達可

能です。

③サンプル制作

素材決定後、現地にてサンプル制作を行います。当社スタッフが指示・管理を行い現地工場をハンド

リングします。国内生産と同程度の納期とクオリティにてサンプル制作を行い、お客さまのビジネス

チャンスを逃さないよう心掛けています。

④御見積提出

契約締結後、生地・付属等の検品および検反をおこない工場生産の準備を整えます。

⑤中国工場にて製造

中国工場（蘇州ハンドウィン服装）にて、お客さまのニーズに最も適した製造を行います。生産工程

やクオリティについては、当社スタッフが細かくチェックする体制が完備されているので、安心です。

⑥検品・出荷

工場にて生産された商品の検品・検針・X線検品等を行います。海外生産においてのトラブルは検品

が不十分であることが一番多いと言われています。当社スタッフ立会いのもと、全量検品・検針を実

施し、高い検品基準をクリアしている商品のみをお届けできるよう、特に注力しています。

⑦輸出通関・輸送

工場から出荷された商品は税関にて輸出手続きを行い、船便または航空便にて日本へと運ばれます。

⑧輸入通関・納品

保税倉庫に搬入され輸入手続きや日本での二次検品を終えると、お客様の指定場所に納品されます。
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当社関連会社である蘇州ハンドウィン服装有限公
司は、中国の江南水郷と誉れ高い江蘇省太倉市に
位置します。

太倉市の東部は揚子江、南部は上海市に接し、蘇
州市からは自動車で１時間余りです。太倉市から
上海虹橋空港及び蘇州工業区域までは約50km、
上海浦東空港までは約100kmと交通の便及びイ
ンフラ面において非常に恵まれた環境で、今後の
ますますの発展が期待できます。

蘇州ハンドウィン服装有限公司は1990年12月に設立されました。
投資総額はUSD 910,000で、設立時、その比率は日本側82％・中国側は18％でした。
その後、2010年10月より日本側が100％となり完全独資となっております。現在の社
員数は約150名あまりで、セーター、カットソー等トータルファッションを手がけ、製
品は主に日本へ輸出しております。

設立から20年あまりの経歴を通じて、当初の生産加工型企業から、生産及び加工管理型
企業へと変貌を遂げました。数十あまりの協力外注加工企業と提携し、年間生産数量は
初年度の20万枚から増産を続け、2006年には150万枚に伸びております。これまでの
企画技術をもとに、販売促進及びマーケティングプランまでも視野に入れて、各社様へ
OEM 商品企画を御提案しております。

販売促進ノベルティ企画に、また、ブランディング強化のためのアパレル商材企画・販
売に、当社工場のデザイン企画・縫製技術を是非御活用下さい。私共は優れた品質で御
客様からの信頼を得るとともに、更なる品質管理水準の向上を目指しております。御客
様の御要望により一層御応えできる様、今後もたゆまぬ努力を続けてまいります。

浦東国際空港

太倉市

外高橋保税区

上海市

虹橋国際空港



千南商事株式会社 アパレル事業部

千葉市中央区浜野町684番地
TEL:043-264-7111 FAX:043-264-7115

中国生産工場
蘇州ハンドウィン服装有限公司
（蘇州天允服装有限公司）
SUZHOU HAND WIN GARMENT CO.,LTD.

中国江蘇省太倉市開発区太平北路青島路口
TEL:86-512-53538447 FAX:86-512-53525854



千南商事株式会社

本社

〒260-0824

千葉市中央区浜野町684番地

ＴＥＬ：043-264-7111

ＦＡＸ：043-264-7115

ＵＲＬ：http://www.sennan-inc.com/


