
人と物をつなぐ、安心と信頼の物流。 
The physical distribution of the 'safety' and 'rellance' which connect people and a thing.  



事業内容をご紹介します 

梱包出荷事業 

輸送事業 

倉庫事業 

アパレル商材、化粧品から様々な通販商品まで、キズ・汚

れ・印刷ミス・縫製不良などの細かな検品を行います。熟練

されたスタッフによる正確・確実で信頼度の高い検品・リ

ワーク作業をお約束します。また、お客様のご要望に合わせ

て、袋詰め作業、検針、セット組、バーコードシール・納品

シートの貼付、折込、封入作業など一連の付加加工業務をワ

ンストップで対応いたします。 

 

小口発送から大口発送まで日本全国に輸送を行っております。 

小口発送からチャーター便まで、業務提携している各種宅配

便・運送会社にて全国各地に輸送いたします。また、物流セ

ンターや販売店への納品からクライアント企業様、個人宅へ

の個別配送にも柔軟に対応いたします。繁忙期など提携して

いる会社からトラックが手配出来ない場合は、自社でトラッ

クをレンタルしての輸送対応も行っております。  

通販会社様専用の倉庫（計1800坪）を有しており、大量商品

の保管からピッキング、梱包、出荷までの幅広い物流業務を

請け負っております。多い時では、一日に100,000ピースのア

ソート出荷（バラ出荷）も行っており、関東最大級の出荷量

を誇ります。また、デバンニング、輸出入・通関業務でお困

りの際もお気軽にご相談ください。荷物の輸送の他に、輸送

海外デバンや海外へ輸出入する際の一時保管、手続き代行も
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・1日10万点のピッキング実績 

・３日間で３万点の化粧品の検品作業（異物混入の有無確認） 

・前日のオーダーで60名の作業員を用意。 

・年末等、トラックがつかまらない時に、自社でトラックをレンタルし輸送対応。 

・当日オーダーのデバンニングも対応可能 

業務事例 



事業内容をご紹介します 

OUR BUSINESS 
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輸送業務（入荷・出荷） 

◎自社便 

小ロットの出荷であれば、フット 

ワークが軽い自社便で輸送いたし 

ます。 

◎路線便 

各種宅配便・運送会社様と業務提 

携しておりますので、安心してお 

任せください。 

◎チャーター便 

大ロットの出荷であれば、2t車から 

10t車まで、業務提携している協力 

会社にて日本全国輸送いたします。 

◎デバンニング 

急なデバンニングでも対応いたし 

ます。 

◎輸出入・通関業務 

フォワーダーと業務提携していま 

すので、輸出入・通関業務でお困 

りのことがあればご相談ください。 

◎検針作業 

通常の検針から、X線での検針 

が必要なものまで幅広く対応い 

たします。 

◎封入作業 

商品を開梱し、チラシやマニュ 

アル等の封入作業もお任せくだ 

さい。 

◎シール作成 

商品のバーコードシールからTV 

通販会社様専用のシールまで、 

様々なシールの作成を行います。 

◎破棄業務 

産業廃棄物収集運搬業と業務提携 

をしており、不用になった商品等を 

マニフェストに則り処分いたします。 

◎セット組作業 

2点以上の商品を、1つの商品とし 

て取り扱う商品加工作業もお任せ 

ください。 

◎返品リワーク作業 

お客様からの返品を分類、保管 

し、リワークを行い再出荷いたし 

ます。 

◎段ボール作成 

商品の外装箱から個別パッケージ 

まで、様々な段ボールの作成を行 

います。 

◎保管請負 

１パレットの少量保管から10坪・ 

100坪といった大量保管もお任せ 

ください。 

◎バーコード貼付作業 

T V 通販会社様への納品の際、 

SKUシールや納品シートの発行・ 

貼付も行います。 

◎検品作業 

入荷時の数量検品からご指定の分 

類に合わせた検品、データ管理を 

行います。 

◎入出荷作業 

宅配便から40フィートのコンテ 

ナまで様々な着車が可能です。 

◎デバンニング・バンニング作業 

急なデバンニング・バンニングも 

対応いたします。 

倉庫業務（保管・管理・作業） 



このようなお悩みはありませんか？ 

作業関連 
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バーコード・納品シート貼り付け梱包 

バーコード・納品シート貼り付け梱包、その

他様々な作業等を自社で行っている方。 

顧客返品の保管・仕分け・分別・処分に困って

顧客返品の保管・仕分け・分別・処分にお困

りの方は弊社までご相談ください。 

検針 

衣料品、革製品、ぬいぐるみなどの安全確保

の為に。 

至急対応してほしい 

急な対応の場合でも、期日までに確実な検品、

リワーク及びリペアの対応をしてくれないか。 

箱の発注や人員の確保が大変 

商品の箱だけ交換したいが、箱の発注や人員

の確保が大変。 

バーコードラベルの発行が大変 

バーコードラベルの発行に関することでお困

りの方は弊社までご相談ください。 

物流センターは無いか？ 

在庫商品を自社商品と考えて、丁寧かつ確実

に管理や作業をしてくれる物流センターは無



企業情報 

ご挨拶 
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私が弊社を立ち上げたきっかけは、『同じ仕事なら、お客様に喜ばれる仕事がし

たい』という想いからでした。そこで、自身の物流業界における経験をフルに活

用し、大手TV通販会社の各ベンダー様がお困りの案件を一手に引き受け、顧客満

足度を最重視し喜んでいただきたいと立ち上げた会社でございます。 

設立当初は弊社で賄えない事業も多々ございましたが、各協力会社様にご依頼し、

『海外からの輸出入業務（代行）』→『輸送』→『入庫〜段ボール作成・検品・

梱包・セット組』→『不良商品の廃棄（産業廃棄物）』まで全ての物流サイクル

を可能にした物流総合サービス会社となりました。 

私は、ご依頼くださったお客様のご要望以下でお仕事をお返しするのが一番嫌い

です。 

弊社従業員には、私の強い想いと理念を浸透させ、同じベクトルで共有しており

ますので、どうぞ安心して弊社にお任せください。 代表取締役 齋 成徳 

経営理念 

私たちは、「人と物をつなぐ、安心と信頼の物流」を通じて、 

人々の豊かな生活と社会の発展に貢献し続けます。 

会社概要 

会社名 株式会社三善物流ソリューション 

設立 平成22年8月16日 

本社／四街道物流センター 

 

四街道物流センター宮本倉庫  

REDWOOD物流センター 

代表取締役 齋 成徳 役員 

3月 決算 

・倉庫保管（坪数、パレット数に対しての変動式）   

・各輸送・小口発送 

・各作業（TV通販全般、その他）  

・リジェクト発生によるリワーク&リペア、検品、箱詰め、袋詰め、封入作業、 

 Sku＆納品シート貼り付け等、その他 

・その他イベント用各作業   

・海外輸出入代行    

・箱作成及び発注 

・コンテナ卸し及びコンテナデバン    

・Skuバーコードラベル発行 

 ※2円／枚 遅くとも翌日出荷させて頂きます。（弊社内での作業は無償） 

事業内容 

京葉銀行 八街支店 主要取引銀行 

60名 その他変動型20名 社員数 

資本金 2,000万円 

〒284-0036 千葉県四街道市中野67-1 

        TEL 043-497-5511 FAX  043-497-5512 

〒285-0063 千葉県佐倉市宮本365-2 

〒285-0808 千葉県佐倉市太田2464-11  4階・5階 

        TEL 043-497-4511 FAX 043-497-4513 



企業情報 

沿革 
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2010年   8月 会社設立 八街倉庫にて本社稼働 

2010年 12月 八街第二倉庫稼働開始  

大手TV通販会社との業務提携開始 

2017年 7月 化粧品製造許可を取得  

化粧品製造許可番号 12CZ200269 

2014年 3月 四街道倉庫拡張、佐倉倉庫稼働開始 

2015年 10月 佐倉倉庫拡張、四街道倉庫拡張 

2015年 11月 小名木倉庫稼働開始 

2016年 3月 

 

 

八街倉庫から佐倉倉庫に本社移転  

各拠点名称変更  

佐倉倉庫→本社 佐倉物流センター  

八街倉庫→佐倉物流センター 八街倉庫  

四街道倉庫→四街道物流センター  

小名木倉庫→四街道物流センター 小名木倉庫 

2016年 6月 四街道物流センター小名木倉庫拡張 

2017年 3月 プライバシーマーク取得 

2017年 4月 四街道物流センター 宮本倉庫稼働開始 

2017年 5月 

 

四街道物流センター 小名木倉庫と宮本倉庫を統合  

拠点名称変更  

四街道物流センター小名木倉庫 →四街道物流センター 宮本倉庫  

2018年 5月 

 

八街倉庫から四街道倉庫へ移転 

REDWOOD物流センター内倉庫稼働開始 

2020年 1月 

 

佐倉物流センターから佐倉物流センター 四街道倉庫に本社移転 

各拠点名称変更 

佐倉物流センター四街道倉庫→本社／四街道物流センター 

佐倉物流センター宮本倉庫→四街道物流センター宮本倉庫 



〒284-0036 千葉県四街道市中野67-1  

TEL 043-497-5511 FAX 043-497-5512 

h ttps :/ / www.sa nzen - bs .co . jp/  


