KONOIKE GROUP

私たちの約束・
2030年ビジョン
OUR PROMISE
/ 2030 VISION

ブランドプロミス

私たちの 約束

期待を超えなければ、
仕事ではない
人や社会の思いを超えて、一歩先の暮らしに貢献する、新しい
価値を追求する。それが、百数十年続いてきた KONOIKEの
仕事。進化し続けるこの先の百年もぶれることのない、私たち
の約束だ。原点であるすべての現場には、誰にも負けない本当
の覚悟がある。人のために、人を磨き、人をつくる。時に大切

先端テクノロジーを使いこなす

な仲間の命をも預かる、人の絆という覚悟。社会の信頼に応え、

次世代の KONOIKE スピリットで、

挑戦し、実現する。時にこの国の暮らしを変えていく、革新と

お客さまと社会の課題解決を図る

いう覚悟。さあ、期待を超え、境界を越え、常識を超えていこう。
昨日までの自分を超えることから、明日への一歩がはじまる。

「現場のあり方」を
進化させていきます。
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KONOIKE グループが 2030 年に目指す姿

希 望 は 自 分 で つくりだせ 。
技 術 で人が 高 みを目指 す、次 の KONOIKE へ 。

高みを目指す
とは
1

2

3

新技術を活用し、現場のさらなる

匠の 暗黙知 を、みんなが使える

安全・安心の水準を高め、次世代

安全確保と改善・工夫を進め、一人

グループ共通資産という 強み に

の事業創出力を強化し、サステナ

ひとりの創造性を高める豊かな

変 え て い き、変 化 対 応 力 の DNA

ブルな社会基盤創造へさらなる革新

働き方を実現していく。

に磨きをかけていく。

を実現していく。
2030 年ビジョン紹介：https://www.konoike.net/vision/

KONOIKE GROUP

企業理念・
ブランドの全体像
PHILOSOPHY
/ BRAND
ブランドプロミス

私たちの

約束

企業理念

期待を
超えなければ、
仕事ではない

私たちの

ブランド
「人」と「絆」を大 切に、
企業理念

私たちの

私たちの 使命

使命

2030年ビジョン

「人」と「絆」を大 切に、
社 会の基 盤を革 新し、
新たな価 値を創 造します

私たちの

目標
行動指針

私たちの

覚悟

社 会の基 盤を革 新し、
新たな価 値を創 造します

技術で、人が、高みを目指す
先端テクノロジーを使いこなす次世代の
KONOIKEスピリットで、お客さまと社会の
課題解決を図る「現場のあり方」を
進化させていきます。

人 ｜ 命を守る覚悟は、あるか
仕事｜ 情熱を、燃やしているか
自分｜ 昨日を、超えているか

ブランドサイト：https://www.konoike.net/brand/
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「人」と「絆」を大切に、社会の基盤を革新し、
新たな価値を創造してまいります。
代表取締役会長兼社長執行役員

鴻池 忠彦

創業以来百数十年の時を刻んできた私たちの歩みは、
「人」と「絆」を大切に、お客さま企業や社会の基盤を支え、
革新への努力を続けてきた歴史です。その結果、現在では、社名の由来となっている物流だけでなく、幅広い事業
領域において多くのお客さまからの信頼をいただいています。
しかし、どの事業においても、私たちが最も大切にしているのが「現場の力」であることに変わりはありません。
私たちが手掛けるあらゆる現場では、一人一人が家族や仲間を想い、誰よりも安全に高品質なサービスをお届け
することを心掛け、お客さまや社会の期待を一歩ずつ超えていこうとする不断の努力があります。
「期待を超え
なければ、仕事ではない」グループ共通のブランドプロミス「私たちの約束」としてこの言葉に込めているのは、
日々革新を目指し、次の時代をつくっていく、私たち一人一人の覚悟なのです。
「私たちの約束」や、企業理念である「
『人』と『絆』を大切に、社会の基盤
このたび、KONOIKE グループでは、
を革新し、新たな価値を創造します」という想いを実現していくための中長期目標である「 2030 年ビジョン」
を策定しました。メインメッセージを「技術で、人が、高みを目指す」とし、最新技術の導入のみならず、現場
で培われてきた職人の技術をグループの共有財産として掛け合わせ、さらなる安心・安全のもと、より高品質な
独自サービスをご提供することを目指します。
同時に、働く一人一人の「幸せ」を追求し、その豊かな働き方を実現していくことも、これからのサステナブル
な社会基盤創造のために必要と考えます。一人ずつの幸せこそが、地球環境や次の社会の幸せにつながっていく。
これまでとこれからの技術を上手に使って、同じ想いを持った仲間とともに、より良き未来を目指していく。
新しい時代の KONOIKE グループに、どうぞご期待ください。

KONOIKE GROUP

KONOIKE
グループの歴史

1880年

1945年

［ 明治 13 年 ］

HISTORY

創業者・鴻池忠治郎が

［ 昭和 20 年 ］

大阪の傳法
（現在・大阪市此花区）で
労務供給業・運輸業を

1985年

1962年

［ 昭和 60 年 ］

［ 昭和 37 年 ］

鴻池運輸株式会社

・アメリカに進出

倉庫業を開始

を設立

開始（個人創業）

1980年

1963年

信頼の積み重ねが、

［ 昭和 55 年 ］
創業 100 周年

［ 昭和 38 年 ］

・中国に進出
・定温物流サービスを開始

海上貨物運送事業を開始

期待を超え、
次の時代を生む。
創業以来百数十年。私たちの歩みは、企業

1979年

と社会の基盤を支え、革新への努力を続
けてきた歴史です。そのベースとなって
いるのは、多くのお客さまからいただいて
いる信頼であり、中には 100 年を越えて
お取り引きをいただいているお客さまも
いらっしゃいます。KONOIKEグループは、
これからも真のパートナーシップとは何か
を考え続け、新たな価値創造を目指し、
皆さまの期待を超え続けてまいります。

［ 昭和 54 年 ］

1900

年

［ 明治 33 年 ］

1951年

鉄鋼分野において

［ 昭和 26 年 ］

工場構内荷役・

・食品分野において

運搬作業を開始

航空貨物運送事業を開始

空港業界向けサービス
を開始

工場構内請負業務を開始
・港湾運送業者として登録
（港湾運送事業法制定）

1991年

［ 平成 3 年 ］

1970年

［ 昭和 45 年 ］

産業廃棄物処分事業を開始

1984年

［ 昭和 59 年 ］

シンガポールに進出
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2001年

［ 平成 13 年 ］

1993年

・フィリピンに進出
・インドネシアに進出

2010年

・創業130周年を迎える
・空港業界向けサービス
を拡大

［ 平成 5 年 ］

［ 平成 30 年 ］

2013年

「私たちのブランド」を策定

［ 平成 25 年 ］

日系物流企業初の
ベトナムに進出

2018年

［ 平成 22 年 ］

東京証券取引所第一部に株式上場

2008年

［ 令和 2 年 ］

［ 平成 20 年 ］
インドに進出

1994年

［ 平成 6 年 ］

2020年
創業 140 周年

2021年

［ 令和 3 年 ］

・東京レールゲートWEST内に
鴻池技術研究所
イノベーションセンターを開設
・
「サステナビリティ基本方針」制定、
「サステナビリティ委員会」設置

©Charlie FURUSHO

2009年

2014年

［ 平成 21 年 ］

メキシコに進出

2012年

サービスを開始

［ 平成 24 年 ］
・日系物流企業初の
バングラデシュに進出

［ 平成 31年 / 令和元年 ］
・インドで自動車の鉄道輸送事業を開始

［ 平成 26 年 ］

・タイに進出

メディカル業界向け

2019年

ミャンマーに進出

2017年

・大阪木津卸売市場内に食品加工場を開設
・
「私たちのブランド」英文版を策定

2022年

［ 令和 4 年 ］

東京証券取引所新市場区分
「プライム市場」に移行

・取締役会長（当時）の 辻卓史が「旭日中綬章」を受章

［ 平成 29 年 ］

・東京支社移転を機に東京本社に名称変更
・インドで日系物流企業として鉄道輸送事業へ初の本格参入

KONOIKE GROUP

事業紹介
BUSINESS OVERVIEW

請負サービス
CONTRACTING

食品・鉄鋼・化学品などの製造業界
や、空港・メディカルなどのサービス
業界における生産・流通から特別
なスキルを要する専門工程に至る
まで、KONOIKE のエキスパートが
幅広いオペレーションに対応。お客
さまの生産効率や品質の向上など
トータルにサポートしています。

物流の枠を超え、
新たな価値を創造する。
社会の信頼に応える
私たちのビジネスは、
これから先も
広がり続けます。

BUSINESS
OVERVIEW

FOR THE MANUFACTURING INDUSTRY

製造業界向け

FOR THE SERVICE INDUSTRY

サービス業界向け

食品業界向けサービス

空港業界向けサービス

鉄鋼業界向けサービス

メディカル業界向けサービス

化学品業界向けサービス

P.09-10

P.11-12
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物流サービス
LOGISTICS

豊富なネットワークによる安定した輸
配送をはじめ、自社倉庫の強みを生か
したさまざまな複合的サービスを提供
する国内物流。フォワーディングの知
見と独自のグローバルネットワークを
生かし、お客さまの海外事業をサポート
する国際物流。あらゆるニーズに応え、
地域ごとの課題を解決しています。

DOMESTIC LOGISTICS

INTERNATIONAL LOGISTICS

国内物流

国際物流

輸配送サービス
定温物流サービス
倉庫サービス

P.13-14

中国
東南アジア
インド
北中米

P.15-16

NEW SERVICES

新たなサービス
環境
（リサイクリング）
事業・エンジニアリング事業
和食材の高品質食品加工場を運営
海外での請負サービス

P.17

KONOIKE GROUP 事業紹介

CONTRACTING

請負サービス
製造業界向け
FOR THE MANUFACTURING
INDUSTRY

日本の基幹産業を
支える強い覚悟が、
真のパートナーシップを
生んできた。

FOR THE MANUFACTURING INDUSTRY

KONOIKE GROUP
CORPORATE GUIDE

CONTRACTING

食品業界向けサービス
生産工程のあらゆる業務を担い、業務全体の最適化を支援。
60 年以上に及ぶ実績。その強みにはまず、豊富な専門知識と技術力を備えた多くの熟練スタッフの存在があ
ります。さらに、原料の受入・調合、パッケージングなどオペレーション業務から設備の点検など生産工程に
おける幅広い業務フローを担い、質の高い安全・品質に向けた積極的な取り組みをしています。生産部門の最
適化を実現することで、お客さまがコア業務に専念できる理想的な環境をつくっています。

真のパートナーシップとは何か。私たち
は常に自問自答しながら、その理想を

鉄鋼業界向けサービス

追求しています。鉄鋼・非鉄金属・ガス・

100年以上にわたる製鉄現場で培われた「安全・安心」のDNA。

化学などの素材産業分野から、食品・日

製鉄所の請負業務の歴史は 100 年以上。原料受入、製造、検査・梱包、配送など一連の工程における多くの

用品などの消費財産業分野に至るまで、
さまざまな製造業の生産工程をサポー

業務を請け負うだけでなく、自社工場でゼロから鉄鋼製品・部品を製作するなど、お客さまの戦略に基づき、
企業価値向上をサポートする多くの業務に携わっています。

ト。特に製鉄所の製造工程の業務におい
ては、100 年以上にわたって積み上げて
きた経験やノウハウがあります。たゆま

化学品業界向けサービス

ぬ安全への想いのもと、業務に情熱を燃

世界的にも高水準の製品を安定的に生産いただくために。

やし、現場を守る強さを持つ。その覚悟

フッ素樹脂など繊細な化学品の製造工程では、チーム一丸となって作業手順の一つずつを厳密に明確化し、

の先に、お客さまとの信頼関係が築ける

日々改善に取り組むことで、異物混入を防ぐミクロン単位の品質管理と安定生産を実現しています。その他、

と考えています。私たちは、既存のもの
づくりを一歩先へ進め、これまでに無い
価値を届け続けます。

お客さまの化学品工場における設備プラントの保全工事、物流など幅広い業務を 60 年以上にわたり請け負
い、現場の安全と品質向上に貢献しています。
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CONTRACTING

請負サービス
サービス業界向け
FOR THE SERVICE
INDUSTRY

お客さまに
寄り添いながら、
空港・医療の
安全を支える。

FOR THE SERVICE INDUSTRY

KONOIKE GROUP
CORPORATE GUIDE

CONTRACTING

空港業界向けサービス
日本の玄関口で、快適な空の旅や安全な輸送を支える。
国内7空港で、さまざまなサービスを提供。旅客ハンドリング（接客業務）とグランドハンドリング（手荷物・
貨物搭降載、航空機誘導業務など）の 2 つの業務領域に分けられ、経験やノウハウ、高度な専門知識、

お客さまに長く寄り添うことで、見えて
くるもの。それは、一歩先の社会に貢献

KONOIKE ならではのホスピタリティを備えた熟練のスタッフが、空港内のあらゆる現場で活躍。20 年以上
にわたり安全かつ付加価値の高いサービスを提供し続けることで、主要航空会社・空港会社のお客さまから
高い評価をいただいています。

する新しいニーズです。およそ140 年に
及ぶ歴史の中での知見を生かし、「人」
と「絆」を大切にして育まれてきた私た
ちの真の挑戦力で、社会生活の新しい
ニーズにお応えする。その代表的な事業
領域がサービス業における請負サービス

メディカル業界向けサービス
患者さまの安全と病院経営の効率化に貢献する
「ホスピタル・ロジスティクス」
。

です。空港内のカウンターやラウンジで

病院内外での医療機器の滅菌代行から病院内物流の請負業務まで医療業界の業務効率向上に大きく貢献し

の接客、安全運航を支える運航管理まで

てきた KONOIKE のメディカル業務。その他にも医療機器の輸入から配送までの一貫物流や高度医療品の輸

幅広く支援する空港業界向けサービス。
滅菌代行や病院内物流業務など患者さま
の安全と病院経営の効率化を支援する
「ホスピタル・ロジスティクス」を提供す
るメディカル業界向けサービス。社会課
題の解決に貢献しています。

送など、長年培ってきた物流と製造業界向け請負サービスのノウハウを医療業界に展開し、医療機関だけ
でなく、メーカー・流通企業のお客さまの業務効率向上にも貢献しています。さらに国内の実績とノウハウ
から、成長するインドのメディカル業界を支える新たなサービスを展開しています。
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LOGISTICS

物流サービス
国内物流
DOMESTIC LOGISTICS

安全の
D N Aを守り、
物流の課題に
挑み続ける。

DOMESTIC LOGISTICS

KONOIKE GROUP
CORPORATE GUIDE

LOGISTICS

輸配送サービス
安全を第一に、お客さまの最適な輸送モードを実現。
豊富なネットワークを駆使した各地への配送を基軸に、繁忙期や災害・天候トラブル時にも安定した輸送を
実現。また、食品・アパレル・化学・住宅関連など、幅広い業界のお客さまのニーズに合わせた最適な輸送モー
ドを提供しています。独自のスイッチセンターを開設し、長距離ドライバーの不規則で長時間に及ぶ労働
の改善や、女性・若手ドライバーが働きやすい環境も整えるなど、昨今の深刻なドライバー不足への対策に
も積極的に取り組んでいます。徹底したコンプライアンス順守と独自の安全基準による安定輸送の確保に
も注力しています。

KONOIKE の原点である物流サービスは、
暮らしの変化に合わせて日々進化してい
ます。さまざまな業界の製品を扱う輸配
送業務では、豊富なネットワークと独自
の安全基準を順守した確実な運送を基軸
に、お客さまにとって最適な輸送モード

定温 物流サービス
※

※一定の温度を常時保つこと

保管から輸配送まで徹底した温度管理と
多様な配送網で食の安全な品質管理に貢献。
長年培った実績とノウハウによる徹底した定温環境の物流で、お客さまのニーズに合わせた安全・安心のサー

を実現。自社倉庫では、適切な温度管理

ビスを提供します。食品や医薬品など、繊細な取り扱いを求められる商品を厳密に温度管理することにより、

を必要とするさまざまな製品を保管する

鮮度や品質を維持。さらに、保管や流通加工から、小口混載の共同配送や専用ルートによる店舗配送など

だけでなく、製品の特性に合わせた流通

多様な配送網による輸配送に至るまで、幅広いサービスを展開しています。

加工サービスまでワンストップで行うな
ど、複合的なサービスを提供しています。
培ってきた安全のDNAを絶やすことな
く、お客さまに安心を届け、その先の生
活の幸せまで創造したい。物流の価値を
さらに高めていくKONOIKE ならではの

倉庫サービス
自社倉庫で、きめ細やかな物流サービスを提供。
自社倉庫や高機能な流通センターを保有し、商品ごとの管理・加工など、高度化していくニーズに対応する
きめ細やかなサービスを提供しています。食品の流通加工では、生産工程に長年携わる実績から、食の安
全に関するノウハウも豊富で、北関東流通センター営業所にて ISO22000（食品安全の国際規格）を取得。

サービス文化が、より多様化していくラ

アパレル業界のお客さまには、EC 事業のニーズに対応した多機能型の倉庫を整備するなど、業界ごとに求

イフスタイルをサポートしています。

められる複合的なサービスを展開しています。
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LOGISTICS

物流サービス
国際物流
INTERNATIONAL LOGISTICS

フォワーディングの
知見とネットワークで、
お客さまのグローバルな
挑戦をサポート。

INTERNATIONAL LOGISTICS

KONOIKE GROUP
CORPORATE GUIDE

LOGISTICS

中国
国際レベルの高品質なサービス提供を実現。
フォワーディングに加え、自社倉庫・トラックによる保管・配送機能の充実化、高度な設備を持つ定温物流
センターの設置など、物流ニーズの高度化に対応しています。販促品の一貫サービス（輸出入・流通加工・保管・
配送）では、現地で保有する自社施設の検品作業場に加え、専任スタッフによる出張検品サービスも展開。
国際レベルの質の高いサービスを実現しています。

東南アジア
ASEAN 域内のクロスボーダー輸送もしっかりとサポート。
ホーチミンとバンコクの自社定温倉庫を基点に、高品質な定温輸送ネットワークを構築。さらに、日系企業で
いち早くベトナム〜カンボジア間の相互通行ライセンスを取得するなど、今後さらなる物流ニーズが見込まれ
る ASEAN 域内で、クロスボーダー輸送サービスを展開しています。タイでは、物流事業の経験とノウハウを

長年にわたり海上・航空貨物のフォワー

生かし、タイ進出を目指すお客さまをトータルでサポートしています。

ディング業務で培ってきたノウハウを駆
使し、アジア・北中米諸国への広がりを
中心に、お客さまの海外事業展開を強力
にサポートしています。輸出入貨物の倉

インド
急成長する市場にいち早く参入し、社会課題の解決にも貢献。
経済成長に伴う貨物輸送の増加に対応して、鉄道コンテナ輸送・自動車の鉄道輸送事業にいち早く参入し、

庫業務をはじめ、生鮮食品から精密部品

展開しています。また、急成長する医療業界が抱える管理体制や流通インフラの課題解決に向け、さまざま

までに及ぶあらゆる貨物の高品質な輸

な取り組みを始めています。それらの取り組みを通じて開拓した病院・メーカー・流通企業などのチャネル

送、海外工場建設に際するプラント輸送・
据付まで、幅広く対応。さらに、インド

をもとに、日系医療関連企業の進出も支援しています。

での鉄道コンテナ輸送・自動車の鉄道輸

北中米

送や ASEAN 域内のクロスボーダー輸送

好立地のLA 拠点をベースに、30 年以上にわたり事業を展開。

など、KONOIKE がこれまで培ってきた

港から近いロサンゼルス近郊で冷凍・冷蔵事業を展開。自社倉庫 3 拠点の中の1 つは、オーバーウエイトゾー

先見性や複合サービスの力を生かした多
彩なサービスを提供しています。

ン※内に貨車の引き込み線を保有し、海上コンテナを多く取り扱っています。また、工場設備の移設では解
体から輸送・据付・試運転まで、あらゆる作業に一貫して対応しています。
※過積載コンテナ輸送が認められる地域
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NEW SERVICES

新たなサービス

私たち KONOIKEグループは、社会やお客さまの変化に素早く対応し、
常に新たな価値を提供し続けています。

環境（リサイクリング）
事業・エンジニアリング事業
鉄鋼や自動車などの産業界を、
環境事業・エンジニアリング事業からサポートする。
環境事業では、鉄や亜鉛、炭素を含む産業廃棄物から二次廃棄物を一切出さずに再資源化する技術を確立。
独自のリサイクルシステムを活用するとともに安全・品質面の体制も充実させています。エンジニアリング事
業では、鉄鋼構造物・機械装置・各種プラント配管の製作や据付工事、一括メンテナンスまで行い、安全と効
率を両立させる一貫したサービスを提供。お客さまのトータルコスト削減に貢献しています。

一歩先の暮らしに

和食材の高品質食品加工場を運営
飲食業界・一般のお客さま向けに水産物の冷凍加工品を販売

貢献するための

大阪木津卸売市場に、多品種の高級和食材にさまざまなカスタマイズが可能な食品加工場を設置・運営。

新たなビジネス基盤を

と高度急速冷凍加工がワンストップで可能となり、飲食業界をはじめとするお客さまのビジネスをサポート

構築する。

KONOIKEが培ってきた流通加工や生産請負のノウハウを活用し、複数の加工工程（切る・煮る・焼く・蒸すなど）
うおしょう

し ま す。ま た、食 品 加 工 場 で 生 産 す る 和 風・洋 風 の 冷 凍 魚 介 商 品 を 販 売 す るE C サ イ ト「魚 匠 え び す」
(https://www.uosyoebisu.com/) も運営しています。

海外での請負サービス
国内で培ってきた経験やノウハウを、世界の「現場」へ。
およそ 1 世紀以上提供してきた国内における鉄鋼・食品などの製造業界をはじめ、空港・メディカルなどの
サービス業界に向けて幅広く展開してきた請負事業のノウハウを、世界へ。日本中で培ってきた KONOIKE
の安全管理や製品の品質管理などの豊富な知見を生かし、お客さまのグローバルな挑戦に寄り添い、共に
歩みを進めていきます。

KONOIKE GROUP
CORPORATE GUIDE

KONOIKE GROUP
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会社概要
CORPORATE
PROFILE

商号

鴻池運輸株式会社

大阪本社所在地

〒 541-0044 大阪市中央区伏見町 4-3-9

東京本社所在地

〒 104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1

創業

1880（ 明治13 ）年 5 月

会社設立

1945（ 昭和 20）年 5 月30日

代表者

代表取締役会長兼社長執行役員

資本金

1,723 百万円

従業員数

連結：約23,000名／単体：約14,000 名

連結売上高

301,373 百万円

国内拠点数

193

ウェブサイト

https://www.konoike.net/

（ 2022 年 3 月31日現在）

（ 2022 年 3 月31日現在）

※臨時雇用者を含む

（ 2022 年 3 月期）

鴻池 忠彦

海外拠点数

33

2022 年 6 月1日現在

グループネットワーク

GROUP NETWORK

国内拠点

海外拠点

KONOIKEグループのアジア拠点

妙高市

193

国内拠点数

成田市

2

本社

（支店 18、事業所 144）

グループ会社

天津

29

東京都
名古屋市
神戸市
泉南郡

（ 2022 年 6 月1日現在）

さぬき市

大阪市
泉佐野市

和歌山市

横浜市

鹿嶋市

海外拠点数（12ヵ国）

31

現地法人

現地法人の
支店
（事務所）
など拠点

China

ニューデリー

Bangladesh
India

（ 2022 年 6 月1日現在）

KONOIKEグループの北米・中米拠点
熊本市

広州

ダッカ Myanmar
ヤンゴン

福岡市

無錫
蘇州
杭州

グルガオン

2

（駐在員）事務所

青島

33

ハノイ

Thailand

バンコク

深圳 厦門
香港

ハイズン
ハイフォン
ダナン

マニラ

Viet Nam

バリアブンタウ

United States

ホーチミン

グアダラハラ
那覇市

シンガポール

Singapore
Indonesia

Mexico

デュッセルドルフ
Germany

ジャカルタ

カブヤオ

Philippines

ロサンゼルス

KONOIKEグループの欧州拠点

常熟
上海
寧波

鴻池運輸株式会社
KONOIKE グループは、物流の枠を超え、製造、医療、空港業務などを通じ、
社会課題の解決と革新に挑戦し続ける、プロフェッショナルサービス集団です。
大阪本社

〒541- 0044 大阪市中央区伏見町4 - 3- 9

TEL 06- 6227- 4600（代）

東京本社

〒104 - 0061 東京都中央区銀座6 - 10 - 1

TEL 03- 3575- 5751（代）

ウェブサイト：https://www.konoike.net/
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