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ごあいさつ
2015年、私共が関わる梱包という専門領域を、できるだけ皆様に
わかり易くお伝えすることを目的として、弊社とのやり取りや、お客様と
商談される際の潤滑油のようなものが作りたいという思いから「梱包
ハンドブック」を発行させていただきました。その後、多くの方々から
ご好評をいただき、この度情報を追加し、バージョン２として新たに発行
させていただく運びとなりました。このハンドブックを通し、皆様の業務
がより一層スムーズになり、よりスマートな物流に寄与できれば幸い
です。常に皆様の良きパートナーとして共にあるため、弊社は引き続き
新しい取り組みを進めて参る所存です。
今後とも株式会社松栄をよろしくお願いいたします。

株式会社松栄　代表取締役　三枝…隆宏

半世紀を超えた梱包技術
私達は、お預かりした製品を見つめることから始めます。製品の状態を即座に
見極め、それぞれの特性を考慮した上で施す「梱包作業」は、まさに職人技。
永年にわたり工業製品、産業機器等を梱包し続けた技術の証がここにありま
す。迅速に、そして効果的に輸出・国内を問わず多種多様な物流形態に応える
べくこれからも製品を見つめ続けるのです。

S H O E I

S I N C E  1 9 6 0
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ご
依
頼
か
ら
輸
送
ま
で

松栄の梱包作業のおおまかな流れ
を知っていただくことで、皆さまの
業務がよりスムーズになればと
考え、この章を作成しました。当社で
は原則として規定の梱包依頼書で
のご依頼をお願いしております。
しかし、内容が専門的な事もあり
悩まれるお客さまが多いのも事実
です。この章ではご依頼方法につい
て出来るだけ分かりやすく表記して
おります。

梱包サービスと物流サービス

柔軟な営業体制

物流には欠かせない梱包作業。当社は蓄積されたノウハウを基に、お客さまと
同じ目線で製品に向き合い梱包サービスを提供するプロの集団です。この
梱包技術を基に物流サービスを展開し梱包だけに留まらない包括的な
サービスとして、物流サービスも提供しております。梱包に関することだけでな
く、物流に関するお悩みがございましたら一度ご相談ください。

「物流コストダウン＝経費削減」など、皆さまにメリットあるサービスをご提案
させて頂きます。

たった１ケースからできる梱包サービス
が当社の姿勢。お客さまの業務やサー
ビスにあった物流を提案できる強み
こそが当社が選ばれる理由です。搬送
する製品・商品がどのような物流経路を
取り、どのような課題を持っているの
かをまずヒアリングした上でサービスを
ご提案いたします。
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お見積もりのご依頼ご依頼の流れ
以下の情報をメールまたは、FAXにて当社までお送りください。
松栄ホームページからもお問い合わせいただけます。頂いた情報を基に、
迅速にお見積もり致します。

Step1
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梱包依頼書の送付Step2

エクセル形式の松栄オリジナルの「松栄梱包依頼書」をご使用ください。
リスト形式だから入力もスムーズ！松栄では迅速に対応ができるよう、
当社規定の書式でのご依頼をお願いしております。
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それぞれの材質ごとの特性や強度、コストに合わせて梱包仕様を
お選びいただけます。

詳しくはハンドブックの先頭ページの梱包早見表（P.01〜P.02）及び、
各梱包の説明ページを参照の上決定してください。

エクセル形式の松栄オリジナルの梱包依頼書作成シートの
中程項目 E に一般梱包指示があります。

原則として、貨物が搬入される前に梱包依頼書
の送付をお願いしております。当社の「梱包依頼書作成
シート」をお持ちでない方、入力の際の不明点などが
ございましたら、お気軽にお問い合せください。

株式会社 松栄　TEL: 072-464-2681
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●通常2.5tのフォークリフトで荷役いたします。2t超のもの、3m超の長尺
もの、大型貨物をご搬入頂く際は必ず事前にご相談ください。

●設備機械・工作機械等は、トラックの荷台に直接積まれますと、フォーク
リフトでの荷役ができませんので、パレット・角材などをご利用くだ
さい。

●航空保安の関係上、搬入時にドライバー様には顔写真付の身分
証明証の提示をお願いしております。ご協力お願いいたします。

搬入先のご案内Step3 Step4

荷主様へ当社の住所等をご案内ください。

明記されていないと、出荷の遅れなど、
思わぬトラブルの原因となる場合がありますのでご注意ください。

製品搬入先 株式会社 松栄  
当社は航空貨物に特化した梱包屋さんです。毎日梱包が必要な貨物が大量に
搬入され、そのほとんどが当日中に搬出されます。事前情報無く貨物が搬入
されますと、扱い不明貨物となり貨物の荷降しが大幅に遅れ搬出遅延の原因
となります。何らかの理由で〈Step2〉梱包依頼書をご送付いただけていない
場合は貨物の搬入前（前日夕方までに）に下記の情報を必ずご連絡ください。

■ 荷主様名   
■ 送り状のコピー 等の搬入貨物情報

●搬入時の送り状には、
  「荷主様名」 「御社名」を明記してください。

事前情報の連絡確認

搬入時の注意点  

搬入の前日夕方までに必ず
事前情報を当社まで、ご連絡ください。

〒598-0048…

大阪府泉佐野市
りんくう往来北2-20
TE L /…072-464-2681……
FAX/…072-464-2682

月 〜  金   8：00 〜 17：00
   土    　8：00 〜 12：00

荷受時間

梱包作業
搬入された商品が梱包依頼書の内容と合致
しているか確認の上、採寸作業（梱包材を
造るためのサイズ取り）を行いご指示どおり
の梱包を行います。

Step5

【阪神高速４号湾岸線】泉佐野南出口を出て２つ目の信号（臨海北２号交差点）を左折約100ｍ直進左手
 　　　　りんくうタウン駅徒歩7分
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梱包明細・梱包料金の送付

通常配送

梱包作業完了後は、速やかにPACKING LIST
（梱包明細）に梱包結果と梱包料金を合わ
せて入力し、FAXまたはメールで報告いた
します。ご要望に応じて梱包画像もお送りい
たします。

松栄保
ほ ぜ い ぞ う ち じ ょ う

税蔵置場

梱包後、松栄の保税蔵置場で輸出申告を行わず自社上屋で輸出申告をされる
場合、または国内に発送する場合などには内貨（内国貨物）として搬出を行い
ます。輸出申告を行っていない貨物を搬出することが「内貨転送」です。

輸出申告を行う際、必ず税関の許可を受けた保税蔵置場に貨物がある
状態で輸出申告を行わなければなりません。松栄保税蔵置場は、梱包作業
後、そのまま輸出申告（クロス通関）が
可 能で、輸 出 許 可 後 は ご 指 定 の 航 空
会社などに迅速に搬入が出来ます。他の
保税蔵置場への転送コスト削減や、リード
タイムの短縮にもなります。

Step6

Step7-1

Step7-2

木
箱
梱
包

主に設備機械、工作機械・金型など
を梱包する際の梱包仕様で、熱処理
木材や合板材を使用して箱状に
梱包することです。
様々な構造があり、とても専門的な
知識が必要な梱包仕様です。
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熱処理材・合板材の木箱は製品の保護度合いによってそれぞれ
「密閉」と「スカシ」に区別されます。

文字の通り中の製品が見えない様
全面を覆う梱包で、製品の保護度合い
が最も高い梱包仕様となります。
どの製品でもこの形態にしておけば
安心です。

全面にスキマを設け、中の製品が
見える状態の梱包仕様となります。密閉
に比べ、保護度合いや強度は劣り
ますが、梱包材の使用量が少ない分、
仕上がり重量は軽くなります。

密 閉（CASE）

スカシ（CRATE）

木箱の種類（熱処理材・合板材） 木箱の形態（密閉とスカシ）
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木箱の構造は、右記のように「スリ材」「台木」「普通」の3種類に区別
されます。選択には専門的な知識が必要です。

※どの構造で梱包を行うかは、実際の製品を確認して
当社の専門スタッフが適切な構造で梱包いたします。

　（ご指示頂く必要はございません）

松栄ではあらゆる商品に適切な梱包を施すため専門のスタッフ（梱包
管理士）が待機しております。お気軽にお問い合せくださいませ。

例：密閉合板箱〈スリ材〉

例：密閉合板箱〈普通〉

製品の荷重を直接受ける面（土台）の強度に優れ、木箱の材料の約半分を
土台部分に使用しています。まず土台部分に製品を載せてから、側面4面を
取り付け、最後に蓋をします。開梱後も、基本的には土台部分だけが残るの
で、上部からはもちろん、側面からも製品が取り出しやすいのが特長。
主に設備機械や工作機械等に適した構造の梱包です。

スリ材・台木のように製品を載せてから箱状に仕上げていくのではなく、
先に箱状にしてから製品を入れていく梱包方法となります。比較的軽量な
カートンなどの集合梱包に適した梱包仕様で、開梱は蓋面を取り外し、
製品を取り出します。

スリ材・台木 (JIS Z 1402に準拠)

普通 (JIS Z 1402に準拠)

まめちしき 1

お ま か せ く だ さ い !

木箱の構造（スリ材・台木・普通）
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木箱梱包の仕様
熱処理密閉木箱 強度　★★★★★ 強度　★★★★

強度　★★★★ 強度　★★★

密閉合板箱

スカシ合板箱熱処理スカシ木箱

病害虫が駆除された木材（56℃以
上で30分以上加熱処理を施した
木材）を使用して造られる木箱。
梱包後の木箱には、熱処理済みを
表すスタンプが外装に押されます。
合板材に比べると含水率が高く
その分重くなりますが、強度は最高
レベル。製品の重量・構造に応じて
使用する木材のサイズ等を変えら
れるのでオールマイティな梱包仕様
といえます。機械・重量物の梱包に
用いることが多い木箱です。

LVL材を用いた桟（骨組部分）と、
ベニヤ板を用いた板（面の部分）の
組み合わせからなる木箱。熱処理
木材に比べ、含水率が14％以下と
低く、風

ふうたいじゅうりょう
袋重量（包装容器および材

料の重量）が軽いことが大きな特長。
LVL材ベニヤ板共に製造工程で熱が
加わるため熱処理が不要で、当社
木箱の中では主流となっています。

（熱処理証明書も不要です。）ただ、
熱処理材と比較して強度は劣ります。

LVL材を組み合わせた木箱。比較
的 軽 量 な 製 品 を 梱 包 する 際 に
用いることが多く、木箱の中で最も
風
ふうたいじゅうりょう

袋 重 量が軽い種類の木箱です。
カートンの集合梱包等に用いる事
が多いです。

基本部分は上記の熱処理密閉木箱
と同じで機械・金物等の製品の梱包
に用いることが多い。
主に、内容品が見えても良い場合
や、局部的に保護すればたりる時に
用います。密閉木箱に比べて梱包後
の重量が若干軽くなり、且つ梱包
料金も若干安くなります。

01 03

02 04

W/CASE PW/CASE

W/CRATE PW/CRATE
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熱処理密閉木箱(板合板) 強度　★★★★ 強度　★★★★★★

強度　★★★★★★★ 強度　★★★★★★

熱処理枠組箱(板合板)

 熱処理スカシ枠組箱熱処理枠組箱

01熱処理密閉木箱と03密閉合板
箱の中間に位置する梱包仕様。
強度は必要だが仕上り重量はなる
べく抑えたいという時に選択される
木箱。桟(骨組み部分)に厚みのある
熱処理木材を使用し、板(面の部分)
にベニヤ板を使用する事で、梱包
強 度を保ちながら、風 袋 重 量を
01熱処理密閉木箱よりも軽くする
ことが出来ます。

JIS Z1403 に準拠した桟 ( 骨組みの
部分 ) に厚みのある熱処理木材を
使用し、板 ( 面の部分 ) にベニヤ板
を使用した木箱。枠組箱の特徴で
ある高い強度を保ちながら、風袋
重量を少し抑えることが出来ます。
航空輸送では大型貨物を梱包する際
に選択します。

JIS Z1403に準拠したすべて熱
処理木材を使用した木箱。密閉型の
熱 処 理 枠 組 箱に比 べて板 ( 面 の
部分)の木材を減らし、中が見える
状態になります。使用木材を減らし
ていても枠組箱である以上強度は
抜群で 大型貨物の航空輸送にも
選択できる梱包仕様です。

JIS Z1403に準拠した最上級の
強度を誇る木箱。風袋重量が同じ
サイズの木箱の中で最も重くなり
航空輸送の梱包仕様としてはあまり
適しません。しかし、その最上級と
言える強度から、重量物や長尺物、
特大貨物の海上輸送の梱包仕様と
して非常に適しています。

32 34

33 35

W/CASE W/CASE

W/CASE W/CRATE
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木箱の作り方をご紹介。職人の技術がひかります。

完成!

搬入された製品の
採寸

側面の作成 

バリヤ完成 

木箱の部材の
切り出し

製品の積み付け 

側面の取り付け 

土台部分の作成

バリヤ作業
(密封作業) 

押さえ材の取り付け

蓋をして…

作業工程

1

4

7

2

5

8

3

6

9

10

まめちしき 2 まめちしき 3木箱梱包編 木箱を頑丈に作るひみつ

どのようにしているかというと……

これを専門用語で「クリンチ」といいます。
釘が長いからといって貫通する事はありません。

鉄製の作業台の上で釘を
打ちつけることによって、
釘の先が作業台で跳ね返
り巻きこむように返ってき
ます。釘を巻き込ませて桟
と面をつなぐことで簡単に
は外れない接合が出来る
のです!

桟

面

木箱は『桟』と『面』を合わせる
事で強度を保っています。
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まめちしき 4 まめちしき 5木箱の押さえ材・梁
はり

材の役割 「木枠」という言葉の恐ろしさ

製品上部にぴったりと接触して
製品の浮き上がりを抑制する
部材。製品のサイズや形状に
よって押さえる位置や本数が
変わります。

製品と隙間を空けて箱内部の
最上面に取り付ける部材で、
段積みされる際の上面からの
荷重を製品に影響させずに
分散させることができます。

側面図

お客様で梱包仕様のご指示やご指定を頂く際、「木枠」という梱包
仕様でご依頼される事があります。いわゆる木箱の中のどれかに
なりますが、さてどの梱包仕様なのでしょう？

当社からは「木枠梱包」のご指示があった際は、必ず「密閉でしょう
か？それともスカシでしょうか？」とお聞きします。でも、予期せぬ
トラブルを避けるためにも知っておいて損は無い知識です。

仕上がりイメージ

実は「木枠」という言葉では、お客様と梱包屋さんの
間では大きく認識が違う場合が多いのです。

できあがって
ビックリ！ 

こんなに違う梱包仕様に
なるのです！

木箱は様々な名称の部材で構成されています。その中でも押さえ
材と梁(はり)材といわれる部材についてその役割をご紹介します。

押さえ材 梁(はり)材
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段
ボ
ー
ル
梱
包

松栄自慢のカッテイングマシンで
バイクも梱包できちゃう万能な
段ボール梱包！さまざまなサイズの
製品を段ボールでジャストサイズに
梱包してみせましょう。松栄いち
おしの技術です。

まめちしき 6        枠組箱について

当社では、枠組箱の知識を習得している「梱包管理
士」によって、いざという時には、お預かりした製品が
安全に輸送できるよう、「最上級の木箱」をご提案する
ことができます。

木箱梱包の種類でご紹介した「枠組箱（P.27-P28）」という聞きなれ
ない梱包仕様。最も強度の高い木箱ですが、風袋重量が重たい
ためよほどの大型貨物や長尺物を梱包する際に推奨します。

では、どのような時に推奨されるのでしょう？
例えば、5メートルの長尺製品を枠組箱で梱包しなかった場合、
木箱自体の自重によって木箱が「たわむ、捻じれる」などの歪みが
発生し、それらの歪みによって木箱が破損したり、製品へ負荷がかかり
損傷してしまう可能性があります。枠組箱は下図で見て取れるよう、

「すじかい」を木箱内部に設置し、歪みを分散させる構造をしてい
ます。お家を建てる際や、橋げたなどでこのような構造を見かける
ことも多いのではないでしょうか。

※当社で判断をして推奨するためハンドブックの
　先頭ページにもあえて記載をしておりません。

す
じ
か
い

枠組箱……最も強度の高い木箱
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段ボールの構造

段ボールの種類（一般・強化）

段ボールの原紙は、波状の中しんにライナを接着したもので、厚みや
波状は種類により様々です。当社では梱包する内容物のサイズや重量、
形状に応じて適切なものを使い分けています。

段ボール梱包の一番のメリットは、なんといっても風袋重量の軽さ。
木箱に比べて約60％以上の風袋重量を削減できます。航空運賃は
重量によって大きく変動しますのでそのメリットは絶大です。

松栄ではあらゆる商品に適切な梱包を施すため専門のスタッフ（梱包
管理士）が待機しております。お気軽にお問い合せくださいませ。

パレット付とカートンのみはどう選ぶ？
明確な決まりはなく、梱包後に人の手で
運ぶ事が出来るか出来ないかがポイント
です。極端に重いものを人の手で運ぼうと
するとケガや落下によるダメージの原因
となります。目安として梱包後30kgまで
であればパレットなし、それ以上はパレット
付をおすすめ致します。
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段ボール梱包の仕様
パレット付強化・一般段ボール 合板パレット付強化・一般段ボール強度　★★★ 強度　★★★★

強度　★★ 強度　★★★

強度　★★★★★

強度　★★★
強度　★★★★

強度　★★★
プラパレット付強化・一般段ボール 熱処理パレット付強化・一般段ボール

すべてが段ボールで造られており、
フォークリフトで荷役可能な梱包の
中では、最も軽量な仕上がりとなり
ます。内容物のサイズにもよります
が平面に力がかかる製品であれば、
1000kg程度まで梱包が可能です。
ただパレット部分が段ボールなので
水濡れや、フォークリフトでの荒い
操作には弱いです。

梱包材の上部が段ボールで下部の
荷役部分を合板製のパレットで構成
された梱包で、パレット部分が合板
材のため、段ボールやプラスチック
製のパレットよりも荷役作業におけ
るパレット部分の破損リスクが大幅
に軽減されます。また、内容物の
サイズに合わせて梱包資材の作成
が可能なので幅広いサイズに対応
できます。

梱包材の上部が段ボール、下部の
荷役部分をプラスチックパレットで
構成された梱包です。パレットが
プラスチック製のため、軽量で荷役
作業におけるパレット部分の破損
リスクが段ボールパレットより軽減
されます。 ただしプラスチックパレッ
トのサイズが限られるため全体の
梱包サイズも限定されます。

梱包材の上部が段ボールで下部の
荷役部分が熱処理木材パレットに
より構成された梱包で、パレット
部 分 が 木 製 のため、段ボールや
プラスチック製のパレットよりも
荷役作業におけるパレット部分の
破損リスクが大幅に軽減されます。
また、内容物のサイズに合わせて
梱包資材の作成が可能なので幅
広いサイズに対応できます。

強化

一般

強化

一般

強化

一般

強化

一般

 110×110×12㎝  120×100×12㎝  120×120×15㎝プラスチック
パレットサイズ

05 06 09 10

07 08 11 12

強化 2ACTN ／ PLT 　一般 ＷＣＴＮ／ PLT 強化 2ACTN ／ PWPLT 　一般 ＷＣＴＮ／ PWPLT 

強化 2ACTN ／ PLPLT 　一般 ＷCＴＮ／ PLPLT 強化 2ACTN ／ WPLT 　一般 ＷＣＴＮ／ WPLT
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人の手によって荷役することから、
梱包後の総重量が30kg以下を目安
に使用することが望ましい梱包仕様
となります。また、当社オリジナルの
一般段ボールカートンを常時在庫し
ております。
在庫品なら、梱包結果が早くなる
上、料金も抑えられます。

4GCTN

危険物の梱包時に使用する強化
段ボール製のUN容器。外装は耐水
性で、梱包後は危険物ラベル、アドレ
スラベル等を貼付けて出荷します。
また、液体の危険物を梱包する際
は、吸収剤を入れることもできます。
当社では4サイズを常時在庫して
おります。

UN（4GV）カートン

強化・一般段ボール

松栄在庫カートン一覧表

強度　★★

強度　★

強化

一般

13 14

15

強化 2ACTN　一般 ＷＣＴＮ

吸収剤
バーミキュライトという主に園芸用として
も広く使用されている土壌改良用の土の
こと。その吸収性の高さから輸出梱包時
の液体の漏れ防止用としても使用されて
います。

吸収剤

▲
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デッキボード

段ボールケタ材

各種 6 面発泡保冷仕様に対応！

中に一般段ボールを三層に重ね、その周りを
段ボールで包み込み強度を出す主に重量物の
受け材として使用する資材。デッキボードを
重ねて強度を上げることも可能です。

パレット付段ボール梱包（強化・一般）や段ボール
パレットのフォークエントリー部分のケタ材に
使用する資材。確かな強度と実績があります。

当社のすべての段ボール梱包はご希望により
6面発泡保冷仕様にすることが可能です。
段ボール資材の内側の面に厚さ3cmの発泡
スチロールを施し保冷効果を高め保冷梱包を
することが可能です。

梱包資材の切り
出し（自動裁断） 

下板の取り付け

キャップの
取り付け後

ケタ材の取り付け

下板取り付け後

製品の積み付け

キャップの取り付け

バンド掛け

ケタ材の
取り付け後

キャップの
取り付け

スリーブの
取り付け

パレット付強化段ボール 作業工程
梱包作業は、採寸を行い梱包資材を設計するところから始めます。
カッティングマシンで資材を切り出し、段ボールケタ材などと組み合わせ、
製品にジャストサイズの梱包資材を作成し梱包致します。

作業工程

1

4

7

10
11

2

5

8

3

6

9

当社の熟練した技術者によって生み出される、
製品にジャストサイズの梱包はおかげ様で大好評です！

ケタ材

完成!

お ま か せ く だ さ い !
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まめちしき 8 段ボールができるまで

平らなダンボール原紙のロール（裏ライ
ナ）に波状の中芯を貼り合わせ片面の
ダンボールを作成します。

1 の 片 面 ダ ンボ ー ル に
さらに平なダンボール原紙

（表ライナ）を貼り合わせ
乾燥させます。

折り目をつけて一枚づつ
切 断しダンボールシート
を作成します。

1

2 3

これらの工程のあと、必要に応じて印刷を行い折り目に沿ってたた
み、箱状になるよう糊付けされます。こうして出来たダンボール箱は
物流の要として活躍します。完成!

段ボールとあなどる事無かれ！バイクも梱包してしまいます。

外側に段ボールスリーブ
を被せ、上からキャップを
被せて…

7

400ccのバイク
が搬入されまし
た。梱包開始!

段ボール製の
タイヤ止め！
車庫入れ完了
(￣^￣)ゞ

強 化 段ボー ルで
土 台 部 分 を 作り
段ボールの固定材
にはめ込みます。

さらに段ボールの
スリーブで
バイクが動かない
ようにして…

エンジンの下はこん
な感じでバイクが
倒れないように載せ
ました(-v-)

前から見ると
こんな感じ(◎_◎)

1

4

2

5

3

6

まめちしき 7 段ボールでバイクの梱包編



木型

木型には
刃が配置されている

ダンボールシート
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パ
レ
タ
イ
ズ
関
係

保護度合いという意味では低いで
すが梱包のスピード、コスト面では
優等生です。カートンや袋物、缶類
の集合梱包の代表的な梱包仕様
です。

少量の場合はカッティングマシン(サンプル
カッター )を使 用し、一 つづ つ 指 定した
座標位 置 を 結 ぶように段 ボ ー ルシート
に「切り目」と「折り目」の「線」を順番に加工
します。

同じ形の段ボールカートンを大量に作成する際、『木型』と呼ばれる
あらかじめ展開図に合わせて作られた刃の付いた専用の型を使用
し、プレス機で一気にダンボールシートを打ち抜くことで、一瞬に
して指定の形に仕上げることが可能です。『木型』は厚めのベニヤ板
や鉄板などに折り目と切れ目、それぞれの刃を配置して出来ており、
この型で断裁する作業をトムソン加工といいます。

トムソン加工

カッティングマシン(サンプルカッター)

必要数に応じて適宜選択が可能です。　

プレス機で
一気に断裁。

●木型作成が必要(有償)

●木型不要

まめちしき 9 段ボールの木型って？



パレタイズの種類（熱処理・合板・プラパレ・段ボール）
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パレタイズの形態
保護度合いは低いですが、カートンや袋物、缶類の集合梱包の代表的な梱包
仕様です。

通常仕様

天板付

天板+フォークガード

各パレットに製品を積み付け、ストレッチフィルムを
巻いて保護した上でバンド掛けを行う梱包方法です。
天面のバンド部分のみに角当てを施し、製品への
バンドの食い込みを防ぎます。

通常仕様のパレタイズの天面全体に合板を敷い
てバンド掛けを行う梱包方法です。天板は、貨物の
積み付けサイズにより採寸→切り出しを行います。

通常仕様のパレタイズに加え、天板とフォークガード
(下部合板)を取り付け、フォークリフトでの突き差し
ダメージリスクを軽減する梱包方法。フォークエント
リーの上部約30cm程度を保護します。

16

18

20

22

17

19

21

23
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その他パレタイズ関連作業

すでに積み付けられて搬入された
パレットの下部4面の高さ30cm
程度を合板で保護します。フォーク
リフトの荷役作業における突き
刺しダメージリスクの軽減を行い
たい時などにご依頼ください。

パレタイ ズ さ れ て 搬 入した 貨 物 に 対してご 要 望 に 応じてショック
ウォッチ・ティルトウォッチの取り付けを行います。資材販売にも対応して
おります。

フォークガード(パレット下部4面合板保護)

ショックウォッチ・ティルトウォッチ取り付け

中衝撃用 低衝撃用 ティルトウォッチ

積み付けられた状態で搬入されたパレットの補強です。
様々な補強作業があり、製品によって使い分けが可能です。

安全に確実に製品を運ぶためには、
製品の特性に応じた処置が必要に
なってくる場合があります。その
ような時のオプションを用意して
おります。

梱
包
追
加
オ
プ
シ
ョ
ン
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バリヤシート

▲乾燥剤

1 面（蓋） 2 面（蓋 + 側面 1 面） 6 面（全面）

通常木箱梱包は、全般的に釘打ちで仕上げますが、この仕様は主に展示会品
の梱包時に用いられる梱包方法で、現地での開梱作業から再梱包作業までを
容易に行える通い箱仕様です。貨物の種類、形状などに応じて、1面（蓋面）、2面

（蓋+側面1面）、6面（全面）から選択し梱包を行います。

通常木箱梱包は、全般的に釘打ち
で仕上げますが、釘の代わりに
木ビスを使用することで、開梱作業
を行いやすくします。貨物の種類、
形状などに応じて、1面（蓋面）、2面

（蓋+側面1面）、6面（全面）から
選択し梱包を行います。

バリヤ梱包

6面発泡保冷仕様/ドライアイス・ブルーアイス

通い箱仕様

●  ビス止め通い箱仕様

防湿包装とも呼ばれ、サビが発生
しやすい製品や、水分に弱い電子
部品の梱包時に、製品全体をバリヤ
シートで覆い、乾燥剤を入れて内部
の空気を抜き密閉することで製品
への水分の干渉を防ぎます。
乾燥剤は、航空貨物の場合で約2週
間、海上貨物で約1ヶ月分を標準と
して封入します。

木箱や段ボールケースの内面6面に厚さ3ｃｍの発泡スチロールを入れて、
製品の入る箱内部の保冷効果や緩衝効果を高める仕様です。製品が冷凍品
の場合はドライアイスを、冷蔵品の場合はブルーアイスを同梱し保冷効果を
保ったまま輸送が可能です。また緩衝という意味では、発泡スチロール内に
製品を入れることにより、外部から何らかの衝撃があった場合に、製品を直接
箱に入れる場合と比較して、衝撃吸収効果を発揮します。

●  ボルト止め通い箱仕様

▲ドライアイス

「真空」バリヤの秘密
お客様からよく「真空バリヤで！」とご依頼をいただきます。しかし、バリヤ袋内は実際は真空ではないことを
ご存知でしょうか？バリヤ梱包を行う場合、バリヤ袋内に乾燥材を入れ掃除機である程度空気を吸い出し密封
することにより、袋内の湿度をおさえています。本当に真空にするためにはもっと大掛かりな装置が必要ですし、
真空状態は製品の品質にも大きく影響します。いつの頃からか「真空」がひとり歩きしてしまったようです。
イメージって怖い！！

▲ブルーアイス
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各
種
作
業

これまでご紹介した梱包作業以外
のサービスです。すでに梱包されて
いる製品の補強や保護など、確実に
配送できる状態にしたり、保冷資材
を補充したりします。

※フォークリフトによる通常の荷扱いや、航空
機の離陸時の傾斜による誤作動の心配はあり
ません。

ショックウォッチ

ティルトウォッチ

貨物の内装または外装に貼付け、一定の衝撃が加わると中央部分が赤く変色
します。精密機器の梱包時に用いることが多く、荷扱い作業者への注意喚起に
も有効な手段となります。シール状になっており、木箱やカートンなどあらゆ
る梱包材に幅広く使用することができます。

貨物の内装または外装に貼付け、
必要以上に貨物が傾いたり、転倒
すると中央部分が赤く変色します。
ショックウォッチと同様、精密機器の
梱包時に用いることが多く、荷扱い
作業者への注意喚起にも有効な
手段となります。
シール状になっており、木箱やカー
トンなどあらゆる梱包材に幅広く
使用することができます。

中衝撃用低衝撃用

ティルトウォッチ
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すでに積み付けられて搬入された
パレットに、天板を作成しバンド
掛けをして取り付けします。航空会
社等の要請により天面の保護が必
要な場合などにご依頼ください。

すでに積み付けられて搬入された
パレットに、バンド掛け作業を行
います。「バンドがされていない」、

「バンドが切れてしまっている」と
いう時にご依頼ください。

梱包済の貨物に破損がある場合
に、その破損部分を修復したり、
脆弱梱包に補強部材を追加し、
強度を補います。

リアイス 天板取り付け

バンド掛け

補強作業

搬入時の
カートンを

使用したまま

保冷剤の補充や
入れ替え等を
行うことを

リアイスといいます。

各種作業

しっかり
補強 !

「ドライアイス」って……
アイスクリームなどを買うと付いてくるドライアイス。ご存じのとおり二酸化炭素の固体です。無
色・無臭でその温度はなんとマイナス79℃。大気中では常に昇華して気体となり続け徐々に形
がなくなって行きます。空気と比べると1.5倍の重さがありますので冷気は常に下に向かって流
れる性質があります。梱包の際、Keep…Frozen…の製品と同梱する場合が多くあります。

24 25

26

27

保冷材が封入されて搬入されたカートンなどを一旦開梱し、保冷材の補充、
入替え等を行います。
搬入時のカートンはそのまま使用し、保冷剤等の管理のみを行う作業です。
リアイスをご希望のお客さまはカートン梱包を選ばずこちらを選択してください。

ドライアイス 
梱包作業前日の
17:00までにご発注ください。

ブルーアイス 500g 
常時在庫しています。

松栄の保冷材

▲ブルーアイス

▲ドライアイス
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すでに積み付けられて搬入された
パレットの側面4面と天面を合板で
保護します。他の貨物との接触に
よるダメージ防止や、中の製品を
見えない様にしたい場合などに
ご依頼ください。

概ね18ℓのジェリカンや20ℓドラム
に対し、上下にベニヤ板を当て、
PPバンドで結束し保護を行います。

すでに積み付けられて搬入された
パレットの側面4面と天面を強化
段ボールで保護します。他の貨物
との接触によるダメージ防止や、
中の製品を見えない様にしたい
場合などにご依頼ください。

梱包不要な貨物のサイズと重量を
計量し、その結果をお知らせした
上で出荷します。

上下ベニヤサンドイッチ

検量検尺

5面合板保護(胴回り+天面)

5面強化段ボール保護(胴回り+天面)

28

29

30

31



     

算出基準：貨物の奥行が1メートルの場合、1メートルを超えると数値は減少していきます。
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一口にパレットと言ってもそれぞれの国、それぞれの企業により
物を積み付けるために効率的なサイズを選択してパレットを使用
しています。つまり、世界規模になると途方もない種類のパレッ
トが動き回っていることになります。これでは、物流上非効率なた
め、それぞれの国において「このサイズを標準とします！」という標準
化が各国で行われているのをご存知でしょうか？各国で流通して
いるパレットの約３分の１が以下の標準パレットになります。例えば
我が国日本は、1100×1100mm（いわゆる「いちいち」のパレッ
ト）。アメリカ合衆国は48×40インチ（1219×1016mm）。そして
ヨーロッパは1200×800mmもしくは1200×1000mmです。特に
ヨーロッパに製品を輸出する際に、「ユーロパレットで送るように。」
と顧客から指定されることがまれにあります。この場合は1200×
800mmもしくは1200×1000mmのパレットを使用してね、と言う
ことなので覚えておきましょう。

物流の世界で荷役作業を担うフォークリフトは無くてはならない
存在です。しかしフォークリフトの正しい知識が無いと思わぬトラブ
ルにつながりかねません。
例えば3.5tフォークリフトと聞けば、「3.5tまで荷役できる」と思われ
ている方が多いのではないでしょうか。

3.5t フォークリフトでの最大荷役可能重量は、
おおよそ 2600kg が限界です。

3.5tフォークリフト＝3.5tまで荷役は間違いなのです！

まめちしき 10 世界のパレットサイズ あれこれ まめちしき 11 フォークリフトの能力の誤解

実は !

このように様々なフォークリフトごとに
「許容荷重」が決められており、その
許容荷重を超えない荷役作業で安全
性が担保されています。



梱包依頼書に
「仕向地」を

ご記載頂くだけ。
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まめちしき 12 乾燥剤のいろいろ EU加盟国への乾燥剤のルール

※欧州化学品庁及び経済産業省、環境省、外務省発表の REACH 規則より引用
乾燥剤で最も有名な物となります。お菓子
の袋の中に入っていたりお目にかかる事
も多い乾燥剤です。使用後に天日干しなど
で乾燥させると再利用が出来る事が特徴
です。バリヤ梱包時はその容積によります
が比較的大量に封入する傾向があります。

シリカゲルに比べ、吸湿性が5～7倍もあり
非常に優れた吸湿能力を持っています。
シリカゲルは再利用できますが梱包用の
乾燥剤は使い捨て、いわゆる「吸い続ける」
という特徴があります。最初、粉末状の
乾燥剤が湿気を吸い続けて最終的にゲル
状に変化します。

松栄ではEU向けのバリヤ梱包に対し、各国の公用語ごとの梱包用乾燥
剤のGHSをご用意しております。バリヤ梱包が必要な案件の梱包依頼
書の送付が遅れる際の、EU加盟国向けの場合は必ず事前に仕向地を
お伝えください。
※上記に該当する仕向地でバリヤ梱包を行う際は事前に仕向地をお伝えください。松栄では、強力な防湿性を保つため「梱包用の乾燥剤」を使用しています。

EU加盟国へバリヤ梱包を施した貨物を輸送する際に特別な梱包
ルールがあります。バリヤを施す際に封入する「梱包用乾燥剤」に
対してGHSを同梱しないといけない場合があります。しかもその
各国の公用語で記載されたGHSを用意する必要があります。

乾燥剤と一言で言っても実は様々な種類と特徴がある事をご存知でしょう
か。代表的な2種類についてご紹介します。

「え～！そんなの用意できない！」
と思われるかもしれませんが……
ご安心ください!

あとは当社ですべて対応いたします。

●シリカゲル

●梱包用乾燥剤
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まめちしき 13 バンド掛け作業のお話し

手締めバンド

ヘビーバンド

帯鉄

エステルバンド

破断強度：約132kg

破断強度： 約350kg

破断強度： 約532kg

破断強度： 約290kg

様々な梱包に使用できる万能タイプ。バンド
の留め具はプラスチック製のストッパーを使用
し、人力でバンドを締めます。バンド掛け後に
増し締めを行う事ができ、主に軽量な梱包品
のバンド掛けや、バンドの緩みやすいフレコン
バッグのパレタイズ作業時に使用します。

その名の通り、重たい貨物のバンド掛けに使用
します。引締め機という工具を使用してバンド
を強力に締め、金属製のシール材をカシメて
引締め強度を強力に保持します。手締めバンド
と比べて強度が高く、ドラムなどの強度を必要
とする梱包に使用します。

最も強度の高い鉄製のバンドで、強度は高い
が錆が発生しやすいため、最近の使用頻度は
減少傾向にあります。重量物の結束や、木箱の
外装の補強として使用されます。

広く一般的に使用されているバンドで、引締め機
でのバンド掛けや、専用の電動工具での引締め
が可能です。
※松栄では取り扱っておりませんが、バンドの種類の　
紹介として掲載しております。

パレタイズなどの梱包作業で使用する「バンド」には一般的な物と
強力な物があることをご存知でしょうか。当社では、貨物の性質に
合わせて、主に「手締めバンド」と「ヘビーバンド」の2種類のバンドを
使い分けて作業をしています。

航
空
危
険
物 

航空危険物の膨大な規則の中で、 
最も重要な事の一つに「UN容器」 
があります。 ここでは、UN容器の
種類とその記号についてご紹介し
ます。

松栄常備品

松栄常備品

松栄常備品



※松栄在庫品
　（4種類）
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UN容器の種類

UN容器の荷姿記号
危険物を輸送する際にUN容器という危険物を収納する容器があり、
その容器には↓のような「UNマーク」という記号が記されています。
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まめちしき 14 普通品の製品なのに
UN容器に入っている貨物？

当社で荷受けをしていると、普通品とお聞きしている製品がUN容器
に入っている場合があります。UN容器は航空輸送、船舶輸送を
行う際に危険物の規則書に該当する危険物を収納するための容器で、
内容物が危険物に該当しない場合は、UN容器のマークを消し込ま
なければ輸送ができないのです。

「UN容器で搬入されるかもしれない！」という場合
は、梱包依頼書の中に「UN容器の場合はUNマー
ク消し込み要」と記載頂くかお電話でお伝え頂くだ
けで、ご負担になるお問い合わせをスキップする
ことができます。

消し込みが必要な場合は必ずご連絡を !

数
値
情
報

ここでは、トラックの種類とその
サイズ、積載情報や計算しにくい
ドラムの積み付けサイズをご紹介
します。



荷室内サイズ
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トラック情報
ウイング車

道路交通法により車両幅は250cm(但し貨物は
荷台内に収まるもの)、地上高380cmまでとなり
ます。この幅と高さを超える場合は事前に特殊
車両通行許可の申請を行う必要があり、その輸送
は基本的に22時～6時の間で行います。輸送条件
によっては先導車、後導車が必要な場合があります。

関西国際空港への連絡橋は総重量が25tを超えると通行ができません。
幅250cm、高さ380cmを超えるものに関しては事前申請が必要です。

申請には7日～10日必要となります。
詳細は各運送会社様へお問い合わ
せをお願いします。

● ETCゲート
幅300cm 高さ450～500cm
● 国際貨物地区保安ゲート
幅380cm  高さ450～500cm

最も使用頻度の高い車種で
荷台の両側が開いて積込み
や荷卸しが出来るトラック。　
天候に左右されにくい汎用性
の高さが特徴

運送会社ごとの取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なることがあります。
車両サイズは参考までにご参照をお願いします。

物流という中で絶対に外せないほど重要な役割を担っているトラック。その
トラックにもいろいろな種類があります。最適なトラックを確実に手配する
ための知識として、一般的なトラック情報をご紹介します。
運送会社の取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なること
があります。車両サイズは参考までにご参照ください。

道路交通法による輸送貨物の規制

関西国際空港の道路通行

関西国際空港内ゲートサイズ



荷室内サイズ
荷室内サイズ

荷室内サイズ 荷室内サイズ
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平ボディ車

まな板トレーラー / 中落ちトレーラー

保冷車

ユニック車

運送会社ごとの取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なることがあります。
車両サイズは参考までにご参照をお願いします。

運送会社ごとの取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なることがあります。
車両サイズは参考までにご参照をお願いします。

運送会社ごとの取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なることがあります。
車両サイズは参考までにご参照をお願いします。

運送会社ごとの取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なることがあります。
車両サイズは参考までにご参照をお願いします。

温度管理が必要な製品の輸送に
使用し、指定した温度帯での輸送
が可能。台数が少ない車種で
あることと、指定温度までの冷やし
込みに時間を要するため、余裕を
持った手配が必要となります。 

集荷先でフォークリフトが無かっ
たり、フォークリフトで荷役でき
ない製品を輸送する際にクレー
ンで吊上げて荷役できるトラッ
ク。クレーン搭載の為、最大積載
重量に注意が必要です。 

ウイング車では積載できない
高さの貨物を輸送する時に選択
されるトラック。 荷台がウイング
車のように箱型ではないため
天候による影響を受けやすい車 
種でもあります。

10t車では積載できない大型貨
物や重量物を輸送するトラック。
一般的にトレーラーと呼ばれ
車両の操縦席部分と荷台部分が
切り離せ、用途によって荷台部分を
箱型や平荷台に変更できます。



荷室内サイズ

荷室内サイズ

73 74

トラックのサスペンション
パワーゲート車

96車

トラックの後部に、荷台から地
面まで上下方向に動くエレベー
ターのような装置が付いたトラッ
ク。キャスター付きの製品など
フォークリフトを使用すること
なく積込みや荷卸しを行う事が
可能。積載する貨物の高さは2ｍ
までを目安にしてください。

トラックの車体とタイヤの間にあるサスペンションは、衝撃を吸収する役割を
担っており主に、リーフサスペンション（板バネ）とエアサスペンションの2種類
があります。 

その名の通りゴム製のバネの内部に空気が入っており、この空気の圧力
をコントロールする事で細かな衝撃まで吸収することが出来るサスペン
ション。精密機器などの輸送時に使用されることが多く、輸送時に「エアサ
ス指定」をされるお客様が増えてきています。 

金属製のバネで衝撃を吸収するトラックの中でも標準的な
サスペンション。 
重ねられた板バネがたわむ事によって衝撃を吸収します。 

●リーフサスペンション（板バネ） 

●エアサスペンション 
トラック後方より荷台上のコン
ベアを使用してULDの搭載が
可能なトラック。 通常の96車で、
96ULDパレットで3枚、LD3で
最大6台搭載可能。

運送会社ごとの取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なることがあります。
車両サイズは参考までにご参照をお願いします。

運送会社ごとの取り扱い車種により荷台サイズや最大積載量が大きく異なることがあります。
車両サイズは参考までにご参照をお願いします。



75 76

ドラムの積み付けパターン例

※概算仕上りサイズは、缶の形状などにより変動します。目安の数値としてご参照ください。

丸い荷姿のドラムは積み付けの組み方によって梱包サイズが分かりにくく
なります。ここでは、丸い荷姿のドラムを梱包する際の一般的な積み付け
パターンと概算仕上りサイズ、対応できる梱包仕様の例をご紹介します。

表記はcmです。
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表記はcmです。表記はcmです。
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表記はcmです。表記はcmです。
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表記はcmです。表記はcmです。
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表記はcmです。表記はcmです。
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表記はcmです。表記はcmです。



87 88

表記はcmです。表記はcmです。



 

89 90

経
費
節
減
の
ご
提
案

梱包から物流までトータルでご提供
できる当社だからこそ出来ることが
ここにあります。物流コストのどの
部分がボトルネックになっているか
を考慮し、物流コストの現状把握を
行い最善の策をご提案いたします。

表記はcmです。
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会
社
概
要

当社は、航空貨物をメインとした物
流屋です。
昭和35年に大阪市浪速区で木箱屋
として産声を上げました。その後、
産業機器などの梱包資材を製造
販売させていただくと共に、 実際に
梱包作業も請負う形態へと業態を
拡大させ、平成２０年１０月りんくう
地区に本社工場を移転し、現在の姿
となりました。

経費削減のご提案
企業にとって必須の命題である経費削減＝コストダウン。
当社がお客様の航空貨物の物流コスト削減のご提案を行う場合、梱包の経費
削減だけに取り組むわけではありません。航空貨物の物流自体が関っている
企業様の部門の現状、問題点を見据えたうえでコストダウンのご提案をいた
します。物流コストの削減と言ってもその内容は様々。物流会社への運賃や
保管料、加工作業費用だけではなく、物流部門に関わっている人件費も
物流コストに当てはまりますし、センターや倉庫を保有している場合にはこ
ういったコストも物流コストに該当することでしょう。

現状把握ができれば次にどの部分の削減を
行うのか、実際のモノの流れを考慮しながら
検討する必要があります。一概に物流コスト
削減と言っても、その次のタイミングでコス
トダウンにつながるもの、継続的に考えて
根本的に解決する必要があると考えられる
ものなどさまざまです。コスト削減にあたり、
現状を見据え先を見越した最適な方法を
ご提案いたします。

物流コスト削減
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会社概要

会 社 名

代 表 者

U R L

T e l

F A X

所 在 地

創 業

設 立

資 本 金

事業内容 

従 業 員

株式会社 松栄

代表取締役社長　三枝 隆宏

http:/www.shoei-konpoya.com/

072-464-2681

072-464-2682

〒 598-0048　大阪府泉佐野市りんくう往来北 2-20

1960 年 7 月

1972 年 4 月

1600 万円

1. 包装用パッキングケース、木箱・スカシ木箱等、

　工業包装（梱包）資材の開発、製造、販売

2. 各種製品の梱包作業

3. 物品の仕分け、検品、保管、入出荷、発送事務等の請負業

4. 物流に関するコンサルタント業

5. 倉庫業

6. 第一種貨物利用運送事業

7. 前各号に付帯関連する一切の事業

35 名 (2019 年 4 月 1 日時点 )

私たちは

社会やかかわりのある全ての人々にとって、

 常に誠実なプロフェッショナルであり続けることを

目標とします。

私たち株式会社松栄のプロフェッショナル……

物流と言う事業領域の可能性に、深き探究心を持っています。

 生産する製品の精確さに、高き誇りを持っています。 

提供するサービスの品質向上に、熱き情熱を抱いています。

そして私たちは

企業の正道を歩み続けることにより、

私たちと家族の喜びを実現し、 

引いては社会に貢献できることを願っています。

株式会社  松栄

経営理念
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フ
ロ
ア
ガ
イ
ド

経営目標

社員一人一人がプロフェッショナルを目指し、

そのプロフェッショナルが有機的に結びついて、

最高のチームワークを創出する集団となる。

規模を求めず、関西の航空貨物業界で、

作業品質と顧客対応において、

他社を寄せ付けない、突き抜けた

サービスレベルを実現する。

関西の航空貨物を現状よりもっとスムーズに、

もっとスマートに流すことにより、

その流れに携わる全ての人々と

喜びを分かちあえる企業となる。

梱 包 屋 さ ん の 中 は どうなって
いるの？松栄の内部、大公開!大型
の保冷庫に始まり製品をらくらく
移動させる大きなクレーン、最新の
カッティングマシンなどめずらしい
ものがたくさんあります。
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1F

エリアのご紹介

貨物搬入・受付エリア

木材梱包エリア

搬出エリア

ご搬入いただいた貨物の取り降ろし
や、検品作業、ダメージチェックを
行い、事前に頂いている搬入情報を
基に、それぞれの梱包エリアへ分別
しています。受付専任者が貨物の
納品受付、来客受付等迅速にご対応
いたします。お客様の大切な貨物を
お 預 かりして い る以 上 、軽 微 な
ダメージをも見逃さない様に、しっか
りと検品作業いたします。

主に合板材や熱処理木材等を用い
た木箱梱包や、木製パレット、製造
メーカー様向けの木製固定台等の
製造をしています。永年の経験と
実績、そして梱包管理士の本領が
発揮される木箱の設計は多くのお客
様に喜んでいただいております。ま
た、様々なサイズの木材を在庫して
おり、貨物の重量や形状により、適切
な木材を使用することができます。

松栄での最終地点！各エリアで仕上がった梱包
品を搬出に備えて積み込み準備を行うエリア
となります。このエリアでしっかりと貨物の最終
チェックを行い搬出していきます。

直線距離約30ｍ以上の広大なス
ペースで、様々な梱包作業が可能で
す。物量に応じてスペースを利用し、
一気に仕上げて搬出する、航空貨物
ならではの作業です！110×110㎝の
パレットを約30枚並べて作業ができ
非常に効率的。このエリアに貨物が
埋まっているときは、全エリアから
作業員が集まり、巧みな梱包作業を
展開しています。

主にカートン梱包を行うエリア。また、
冷蔵庫、冷凍庫も完備しドライアイス
や、ブルーアイスを使用した保冷梱包
にも対応。作業スペースのすぐ横に
保冷庫があるため搬出間際まで保冷
することができ品質維持に一役かっ
ています。

このエリアはカッティングマシンによる
段ボールの自動裁断が自慢！熟練した
職人の技術とコンピューターによる合
わせ技で最先端のオーダーメイド
梱包に日々チャレンジしています。
段ボールは軽いので重量によって
運賃が大きく変動する航空貨物に
最適です。輸送後の開梱作業も簡単
なうえ、リサイクルもできる、段ボール
梱包のメリットは絶大です！

大口案件対応エリア

簡易包装・保冷梱包エリア

段ボール梱包エリア

1Ｆ倉庫内は、主に6エリアに区別され、ほとんどの
梱包作業がこの1F倉庫内の各エリアで行われて
います。緊急性の高い航空貨物だからこそ、「早く！
正確！に作業をしたい」その想いから、考え抜かれた
エリア分けにより作業を確実なものにする仕組みが
あります。是非見学へお越しください。

大口案件対応エリア

木材梱包エリア

段ボール梱包エリア

受付側入り口

簡易包装・保冷梱包エリア

搬出エリア

木材梱包エリア

大口案件
対応エリア

搬出エリア

段ボール梱包エリア

簡易包装・
保冷梱包エリア

貨物搬入・受付エリア
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2F

ご見学も随時受け付け
ております。お気軽にご
連絡くださいませ!

お客様からのご依頼を受けたり、梱包
結果を報告したり、各種ご相談を受け
付けたりとまさに当社のコントロール
センターです。当社のコーポレート
カラーであるオレンジとグリーンを
基調にしており営業・CS・保税の各担
当者が効率的に配置されています。

梱包現場は荷主様が見学をご要望さ
れる場合が多い場所です。それだけ
に見学後のミーティングも必然的に
多くなります。当社には約20名が
収容できるミーティングルームがあり
荷主様との打ち合わせもスムーズに
行うことが出来、お客様からは喜んで
いただいております。

オフィス

ミーティングルーム

2Fオフィス・ミーティングルームは、位置的に建物の
丁度中心に位置し、お客様のご依頼を1F・3Fの作業員
へすばやく伝達出来る体制を取っております。

応接室

ミーティングルームオフィス作業風景

オフィス

応接室

ミーティングルーム
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3F

大切な製品を
お預かりするための

セキュリティも
万全です。

荷受け→検品→保管→ピッキング→梱包→搬出とい
う簡易的な作業をメインとしたスペースです。また、
200㎡超の大型冷蔵庫と50㎡の大型冷凍庫を設置。
しかも3Fの全てのスペースが保税蔵置場で1Fでは
収まりきらない物量もここではゆったり。カードキーに
よる自動ロックシステムでセキュリティーも強化！

大型冷蔵庫エリア

梱包保管エリア

2012年7月に新たに増設した幅
15.5m × 奥行13.5ｍ（200㎡超）
の+5℃設定の大型冷蔵庫。庫内は
フォークリフトの走行も可能です。
110×110㎝のパレットで約60枚も
の収容が可能！庫内はもちろん保税蔵
置場。あらゆる冷蔵品の品質維持に
貢献いたします。

荷受け→検品→保管→ピッキング→
梱包→搬出を行う作業をメインとした
スペースです。様々な貨物が一時的
に保管されていますが、1F大口案件
対応エリアが埋まっている場合には、
このスペースも利用して作業を行い
ます。

2015年3月に新たに増設した幅9m 
× 奥行5.5ｍ（約50㎡）の-20℃設定
の大型冷凍庫。110×110㎝のパレッ
トで約20枚程度収容が可能です。庫
内は保税蔵置場で、搬出間際まで冷
凍保管ができ、品質維 持 に 大 きく
貢 献 することが できます。

3Fで梱包された貨物は、一旦このエ
リアで待機し、1F搬出エリアへ移動
→搬出を行います。搬出作業が混み
合っていても、 1Fと3Fの見事な連携
によりスムーズに搬出作業を完結さ
せています。

大型冷凍庫エリア

搬出待機エリア

大型冷凍庫エリア

大型冷蔵庫エリア

梱包保管エリア

大型冷凍庫エリア

搬出待機エリア

大型冷蔵庫エリア 梱包保管エリア

搬出待機エリア
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お客様のニーズに的確に応えることのできる充実した設備を
ご用意しております。お気軽に見学にお越しくださいませ。

●一般品、危険品など、さまざまな商品群の保管が可能
●商品品質保持のため、冷蔵施設（+5℃）内で梱包作業が可能
●外国、内国貨物に関わらず、搬出間際まで保冷保管ＯＫ
　 （保冷施設はすべて保税蔵置場！）
●余裕の広さで、突発的な出荷にも十分なスペース確保
●施設内は２４時間機械警備のためセキュリティーも万全

敷地面積 :3000 m²( 約 910 坪 )
延床面積 :3172 m²( 約 961 坪 ) と
充実したスペース

台寸法 奥行 3.5m ×幅 3.0m ×高さ 2.5m

アイテマイザー DX

ニーズに応える最新設備

カッティングマシン
段ボールカッティングマシンの導入により、
木箱よりTare Weightが軽く、現地で開梱
しやすい、強化段ボール梱包が １C/S から
可能。

セキュリティシステム
３Ｆ倉庫部分には非接触型カードによる自動
ロックシステムで、お客様の大切な貨物に
対するセキュリティを強化。

3tエレベーター
倉庫内に３tエレベーターを２基装備。機動
的な倉庫機能を強化しております。※荷役
重量に制限がございますので2t以上の貨物
は別途ご相談ください。

天井クレーン
５ｔの天井クレーンと秤量５tの検定済み精密
台はかりを設置しています。設備や金型など
の重量物に、「航空貨物対応」が可能。※荷役
重量に制限がございますので2t以上の貨物
は別途ご相談ください。

爆発物検査装置
爆発物検査装置を完備。ご要望に応じて、
迅速に検査が行えます。
※詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ
ください。
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3階　大型冷凍庫

3階　大型冷蔵庫

1階 冷蔵庫・冷凍庫
保管温度　-20℃
幅9ｍ ×　奥行5.5ｍ　×　高さ2.6ｍ　（約50㎡）

保管温度　+5℃
幅15.5ｍ ×　奥行13.5ｍ　（200㎡超）

冷蔵庫（４．５Ｘ５．９ｍ/＋５℃）  冷凍庫（４．５Ｘ５．９ｍ/－２０℃）を
1階倉庫内に設置。ニーズの高い保冷品の保管・梱包に対応しております。

大型の冷凍庫・冷蔵庫を倉庫内に複数完備！
ニーズの高い保冷品の保管梱包に対応しております。

冷蔵庫・冷凍庫外観 外観

外観

冷凍庫内観 内観

内観
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＆ 

Ａ

こまった時はまずこちらをご覧くだ
さい。よくある質問をまとめてみま
した。

■ リードタイムの削減
■ 荷扱い数の減少によるダメージ
　 リスクを軽減

敷地内に合計27台の監視カメラを設置し、
24時間撮影・録画しています。お客様の大切
な貨物をお預かりしているという責任から、
敷地面積からして異例の台数となっており
ます。あってはなりませんが作業ミスがあった
場合でも迅速に検証作業が行える体制を
整えております。

2018年9月に災害発生時などの電源喪失時
の対応として、非常用電源設備を導入いた
しました。電源喪失時には建屋内の電力を
約3日間確保することが可能となり、特に保冷
貨物の温度帯の維持に効力を発揮致します。
災害時、余裕をもった初動対応が可能となり
ました。

2009年10月に大阪税関より保税蔵置場の
許可を取得。梱包作業→クロス通関→輸出
許可後、航空会社へ直接貨物を搬入すること
により、リードタイムの削減、荷扱い数の減少
によるダメージリスクを軽減することが可能
となりました。※特定航空貨物利用運送事
業者様のみのお取り扱いとなります。

（一部例外あり）

松栄保
ほぜいぞうちじょう

税蔵置場

監視カメラ

非常用電源設備
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木製梱包材の
輸入規制導入
国一覧
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※規制内容は順次変更され
ます。最新情報は農林水産
省植物検疫所のホームペー
ジでご確認ください。
http://www.maff.go.jp/
pps/j/konpozai/kuni/
country.html




