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 変化をとらえ、進化を生む。
 電子部品を主体とした「総合物流企業」

　アルプス物流は、電子部品の運送・保管・フォワーディング等
のサービスを一貫して提供する「総合物流企業」として、電子
産業のお客様にご安心いただける高品質なサービスを提供
しています。電子部品メーカーとセットメーカーを結ぶ物流
ネットワークをベースに、電子部品の多彩な「物流個性」をとら
えたサービスを通じて、在庫の圧縮、リードタイムの短縮など、
お客様の生産革新・物流革新のニーズにお応えしています。
　現在、電子産業の成長・発展に伴い、電子部品物流への
ニーズはますますグローバル化・高度化しています。

　こうした中でアルプス物流は、物流ネットワークの拡充を
進めると共に、現場力・人材力等を高めることにより、お客様
の物流課題へのソリューション提案力の更なる強化を図り、
最適物流構築のベストパートナーを目指しています。
　そして、地球環境保全をはじめとする企業の社会的責任
にも積極的に対応し、アルプス物流に関わるすべての皆様
からのご期待により高い水準でお応えすべく努めてまいり
ます。今後とも一層のご指導、ご 撻を賜りますようお願い
申し上げます。

代表取締役　社長執行役員



日本で活用しているシステムを世界にも展開

すべての物流機能を自営の体制で提供する

ワンチャンネルサービス
アルプス物流は、お客様とお客様の納品先
を「Door to Door」で結びます。運送・保管・
輸出入貨物取扱のすべてを1社体制で
サポート。お客様の最適なサプライチェーン
の構築を担います。豊富なノウハウ・経験を
結集した物流情報システムをベースとした
電子部品物流の専門企業ならではの緻密
で信頼性の高いサービスは、電子産業の
お客様から高い評価を頂いています。

電子部品の最適なサプライチェーンを
ひとつのチャンネルで実現します。

アルプス物流は、最新の物流動向をとらえた
拠点配置、機能強化を積極的に推進し、お客様
のグローバルビジネスの戦略的なパートナーを
目指しています。
家電、情報通信、自動車等に関わる電子部品が
世界規模で流通する中で、アルプス物流は中国を
はじめとする海外においても運送・保管・輸出入
貨物取扱の自社拠点を展開。日本と同じ物流情報
システムを活用した日本と同じクオリティのサービス
で、お客様のサプライチェーンを支えています。

日本と同レベルのサービスを海外でも

グローバル戦略
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電子部品は、きめ細かな取扱いに加えて、在庫・出荷・納入管理といった物流管理
業務を高精度、高効率で行うことが重要となります。アルプス物流は、電子部品
物流に長年の実績を誇る独自システムを提供し、お客様の情報システムや業務の
仕組みとフレキシブルに融合し、サプライチェーン・マネジメントを一貫サポートします。

総合物流は、すべての物流分野に精通し「全体最適」の視点から物流戦略を
提案できる人材によって実現します。また、実績ある物流情報システムも、それを
運用する人や改善をリードする人なくしては、せっかくの価値が損なわれます。
アルプス物流は、総合物流サービスのさらなるクオリティアップに向けて、人材
育成に努めています。

電子部品メーカーやセットメーカーの立地条件、物流動向などの分析に基づき、
ストック&デリバリー拠点を戦略的に配置。そして、効率的な配送ルートを設定
しています。さらに航空輸送、海上輸送の要所に輸出入貨物取扱の拠点を
展開して、日本・中国・ASEAN・北米・欧州にてグローバルネットワークを構築
しています。

配送や保管などの取扱いに極めて高い精密度を要求される電子部品の物流。
そして、日本国内はもちろん海外でも「多品種小ロット納品」「J.I.T.（Just In 
Time）納品」に対応する体制が要求されます。アルプス物流は、総合物流の
すべての過程において、電子部品に特化した技術・ノウハウをソフト・ハード
の両面で提供しています。

総合物流総合物流

お客様の物流全体を支えるために
4つの力を発揮しています。
真に価値ある物流を提案し、確実に実現するために必要な力。
それを自ら蓄えた企業であることが、アルプス物流をパートナーにお選び頂くメリットです。



国内外にあるお客様の工場から、アルプス物流の輸出入貨物取扱の拠点を
経て、世界各地の納品先へ。アルプス物流は、運送・保管・輸出入貨物取扱の
すべてを自営の体制で実現するワンチャンネルサービスを国境を越えて提供。
お客様の様々なニーズにあわせて、J.I.T.（Just In Time）納品や共同倉庫、共同
配送など、電子部品に特化した総合物流サービスを世界各地で提供しています。
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  総合物流の広がり「商品販売事業」
アルプス物流は、物流機能の面だけでなく、幅広い視点から総合物流に取り組みます。

成形材料

包装資材

電子デバイス

電子部品業界の物流に精通しており、
独自の価値を提供します。

お客様のニーズに基づき、設計及び販売を実施。強度や耐久性を
シビアに試験した後、高品質な包装資材として提供します。

プラスチックなどの成形材料販売を通して、材料メーカーから加工
メーカーへのJ.I.T.（Just In Time）納品をお手伝いしています。

部品調達と生産拠点への輸出を、当社が物流業務と一貫して行うこと
により、業務改善やトータルコストの削減につなげます。

お客様とお客様の納品先を結ぶ物流過程。
そのすべてにおいて、アルプス物流は電子部品の物流個性をとらえたサービスを提供します。

効率的な調達、生産活動に貢献する「共同配送」

グローバルビジネスを支える「ワンチャンネルサービス」

高精度でスピーディな納品を実現する「倉庫運用」

専門力

当社中国現法当社中国現法

複数のお客様の荷物を1つの工場へ1台のトラックで納品。電子部品メーカー・
商社の販売物流とセットメーカーの調達物流に求められる機能を融合します。
生産現場のニーズに精通したアルプス物流は、物流のアウトソースとして求め
られるきめ細かなサービスを幅広くカバー。お客様の納品代行として、ライン際
への納品、指定伝票処理などもサポートします。一方、引取代行では、カンバンや
通い箱の回収業務なども対応します。

アルプス物流のストック&デリバリー拠点＝カーゴセンターは、電子部品の物流
ニーズに応える緻密な倉庫運用を行っています。倉庫には空調機能、帯電防止床、
防塵床などの設備を施し、電子部品に求められる保管環境を整えています。
そして、自社開発の倉庫運用システムACCS（Alps Cargo Center System）
によって、多品種小ロット対応に必須となる「ピース管理」を実現しています。
経験豊かなスタッフによる高精度で効率的な倉庫オペレーションは、入庫から
出庫までをトータルに受け持つばかりでなく、「キット化」など高品質な流通
加工を提供。また共同倉庫運用など、新たなニーズをとらえたサービスも他社に
先駆けて展開しています。

アルプス物流のストック&デリバリー拠点＝カーゴセンターは、電子部品の物流
ニーズに応える緻密な倉庫運用を行っています。倉庫には空調機能、帯電防止床、
防塵床などの設備を施し、電子部品に求められる保管環境を整えています。
そして、自社開発の倉庫運用システムACCS（Alps Cargo Center System）
によって、多品種小ロット対応に必須となる「ピース管理」を実現しています。
経験豊かなスタッフによる高精度で効率的な倉庫オペレーションは、入庫から
出庫までをトータルに受け持つばかりでなく、「キット化」など高品質な流通
加工を提供。また共同倉庫運用など、新たなニーズをとらえたサービスも他社に
先駆けて展開しています。



入庫から出庫まで、現場の倉庫運用がACCSと連動。在庫や出庫に関する帳票類の出力
はもちろん、納入先別出荷明細、長期在庫報告書など、お客様が必要とする情報をご提供
できる環境を実現します。また、汎用性を持たせた設計となっているACCSは、お客様の
システムとのEDI(Electronic Data Interchange：電子データ交換)にも対応しています。
海外でも日本と同じシステムが稼働しており、電子部品に必須となる｢ピース管理｣をはじめ
として日本と同じサービスを提供する基盤となっています。

システム力
電子部品の物流マネジメントを
ITを駆使してサポートします。

進化する情報システム

集配先、運転者、車両、配送ルートなど、集配に関するさまざまな情報をATMSで一元的に
管理し、配車計画をはじめ、幅広い管理業務に活用しています。GPSを使ってトラックの位置
をリアルタイムで把握することで、緊急時の対応力を高めているほか、自社車両に搭載した
ドライブレコーダーと連動させ、安全運行に役立てています。また、お客様はインターネット
を通じて貨物の配送状況をリアルタイムで確認することができます。このシステムを使う
ことでより効率的で正確なサービスをご提供します。

日本や海外の輸出入拠点で稼働する専門の情報システムが、スピーディなグローバル物流
を可能にします。例えば輸出のシーンでは、船積書類・通関書類などの作成がトータル
に支援されます。輸入情報システム

輸出入センターではインボイス・Ｂ/Lなどの情報を一括して作成しています。

運送管理システム

輸出情報システム　

膨大な経験・ノウハウが結集した物流情報システムを、お客様のシステム環境や業務に
合わせて自在にカスタマイズ。お客様の物流戦略、物流革新を支えるIT基盤として提供します。

現地では輸入情報を受け、AIOSで処理しています。
※写真は「天津泰達アルプス物流大連支店」

倉庫管理システム
国内

海外

海外

国内から海外へ

海外から海外へ

海外から国内へ

アルプス物流は、物流情報システムの改善、更新に
絶えず取り組むことにより、より高品質なサービス
の提供を目指しています。例えば、インターネットを
通じて在庫状況を検索できる「Web在庫検索シス
テム」。このサービスにより、お客様は国内外の当社
物流拠点における在庫状況を確認し、製品の受発
注などを即時に判断することが可能になります。



ネットワーク力
お客様の調達、生産活動の
グローバルな物流基盤を構築します。

アルプス物流では、成田国際空港や東京港に隣接して内貨
倉庫と保税蔵置場が一体となった多機能物流拠点を展開
しています。当社の多機能物流拠点は国内外のお客様の
生産拠点からお預かりした製品を一時保管し、当社のネット
ワークで国内外の納入先へとつなぐ、グローバルストック＆
デリバリーを実現。リードタイムの短縮につなげます。

グローバルでの物流リードタイムを短縮

成田営業所

電子産業の物流を支えてきたアルプス物流は拠点・ネットワークを整備拡充してきました。
さらにグローバルネットワークを強化し、より高品質なサービスを追求していきます。

【電子産業のお客様とのパートナーシップ】
アルプス物流は、日本において電子産業の物流基盤を担っており、
電子部品メーカー／商社約1800社と主要セットメーカー約150
社約1200事業所を結んでいます。高度な倉庫運用機能を備えた
カーゴセンターを全国各地に配置。そして、毎日約600便のトラック
が定時・定ルートで運行し、総合物流ネットワークを構築しています。
アルプス物流では、物流ニーズの変化に呼応しながら、常に配送便
や拠点網の拡充や最適化に努めています。

【世界の潮流をとらえた物流サービス】
中国を中心に、ASEAN、韓国、台湾、北米、欧州をカバーし、グローバルな
生産、調達活動を推進するお客様に、運送・保管・輸出入貨物取扱の一貫
サポートを提供しています。中国においては、大連、天津、上海、重慶、
広東、香港などの主要都市に拠点を展開。保税倉庫などの施設や各種
物流ライセンスを駆使し、日本と同じ総合物流サービスを提供して
います。また、成長を続ける中国の新たな物流動向にスピーディに
対応。上海を基点としたネットワークの拡充、各物流拠点の倉庫機能・
輸出入貨物取扱機能の強化に積極的に取り組んでいます。

広東アルプス物流アルプス物流（上海）
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アルプス物流は、海外拠点においても高精度なサービスを信頼
性の高い形で提供できる強い物流現場づくりを目指し、現地
の人材育成に積極的に取り組んでいます。また、現地に密着した
施策をタイムリーに打ち出すために、中国においては上海に
統括機能を設置。中国での物流環境やお客様のニーズを的確
にとらえて経営戦略に反映させていきます。

上海に統括機能を設置

【人事ローテーション】【教育・研修】

人材力
総合物流のプロとして
お客様の物流革新を追求します。
電子部品の物流個性、お客様が抱える物流課題、そして物流の舞台となる国の文化… 
様々な条件や環境が複雑に絡み合う中でお客様の物流課題を的確に発見し、最適なソリューションを提案する。
そのためには、運送・保管・輸出入貨物取扱のすべて、さらには情報システムにも精通した高度な人材の力が必要となります。
アルプス物流は、総合物流のノウハウ・技術を駆使して真に価値ある提案を行うプロフェッショナルの育成をはかっています。

アルプス物流のいう総合物流とは運送・保管・輸出入
貨物取扱・システム開発のすべての業務を自営で行う
ことです。総合物流に精通する人材を育成するために
人事ローテーションを行っています。例えば、営業部門
の人材も情報システム部門を経験してシステム技術
を習得し、よりシステム面の提案力を強化すべく努め
ています。また、様々な階層の社員に輸出入をはじめと
する国際物流を、海外現地法人において実務レベルで
学ぶ機会を積極的に設けています。

「電子部品を主体とした総合物流」は、アルプス物流独自
のコンセプトであり、そこに蓄積された技術や知識は、一般
的な教育メニューではサポートできません。そこで、アルプス
物流は独自の研修カリキュラムで、入社後１年間の基礎教育
を実施。また海外現地法人の幹部候補生に対しては、定期的
に日本での研修を実施し、変化する顧客ニーズに応える
ため常にレベルアップを図っています。さらに通関士などの
公的資格の取得や語学（英語、中国語）の修得を支援する
など、様々な角度から人材の能力向上を進めています。
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