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高度化するお客様のニーズにきめ細かく対応し、
“物流”の枠にとらわれない最適なトータル・ロジスティクス・ソリューションをご提供いたします。

Beyond Logistics
We will offer an optimal Total Logistics Solution that goes beyond the conventional framework of 'logistics' creating and providing
highly integrated and customized services geared to the various requirements of each client.

ご挨拶

Message

わたしたちは、60年以上に亘り、トータル・ロジスティクス・ソリューション・プロバイダーとして、
グローバルな視点で、幅広い産業分野において世の中の変化を先取りし、常に業界をリードすることにより、
豊かな社会と経済の発展に貢献する企業を目指し成長してまいりました。
「ロジスティクスのその先へ！」それはお客様と共に成長するわたしたちの合言葉です。
代表取締役 社長執行役員

岩井 孝介

経営理念

As a Total Logistics Solution Provider, we :

豊かな社会の実現のために貢献する

公明正大で品格ある行動を旨とする

グローバルな視点で価値を創造する

Strive to enrich Society, both materially and
spiritually while contributing towards the
preservation of the global environment.

Maintain principles of transparency and
openness conducting business with integrity
and fairness.

Create value and expand business, based on
all encompassing global perspective.

シームレスに
つながる

ロジスティクス・
ソリューションを
提供する

総合商社機能を
活用する

S

国内と国際、販売と生産、商流と物流、お客様と私たち。
私たちは既存の枠組みにとらわれることなく、シームレスに考え、実行します。
お客様とシームレスにつながる私たちは、常にお客様の目線に立って行動します。

S
私たちがご提供するサービスはモノを運ぶことだけではありません。
既存の枠組みにとらわれない私たちは、お客様と課題を共有し、解決を目指します。
解決するのは物流課題ではありません。お客様の経営課題です。
お客様と一体になる私たちにこそできる、他には無いサービスです。

S

商社をバックボーンとする私たちは物流の枠にとらわれません。
私たちは総合的なロジスティクス・ソリューションをご提供します。
商流と物流のプロフェッショナルを擁する私たちはお客様の事業を総合的に支援します。

DXソリューション・コンサルティングカンパニー
お客様の経営課題を、物流とデジタルを掛け合わせた最適なソリューションで解決します
不確実性やデジタル化、労働力減少、そして 低・脱炭素といった潮流によりお客様の経営課題は複雑化しながら大きく変化してきています。
多品種小ロットの在庫管理や多様化する配送パターン、人件費の高騰や人手不足による生産性低下などの課題を、運営やDX技術を活用した物流コンサルティング・ロボティクスを駆使した物流現場の構築など、今の時代に合わせ
たソリューションで解決します。
＜コンサルティング事業＞
産業のなかにデジタルケーパビリティを
組み込んで産業をより強くする
「デジタルトランスフォーメーション」と
デファクトスタンダードである
カーボンニュートラル社会の実現に向けた
「エネルギートランスフォーメーション」を
掛け合わせた新たなビジネスモデルへの変革
が求められています。

サプライチェーンを俯瞰して
お客様にとっての全体最適を実現すべく
普遍的かつ本質的なポイントを的確に押さえた
サプライチェーン・グランドデザインを策定させていただくと同時に個別プロジェクトの
着実なる実行をサポートさせていただきます。
個別プロジェクトを推進させていただく際には
パートナー企業が有する
先進テクノロジーや競争力あるサービスを掛け合わせた
最適なソリューションモデルを構築させていただきます。

＜ロボ3PL事業＞
B2B・B2C向けの発送業務に倉庫ロボットを使い、安定
したオペレーションをご提供します。シンプルな料金体系で、
小ロット対応もできる新しい倉庫ロボット３PLサービスです。

＜OMO事業＞
お客様のOMO戦略をリアルとデジタルの両面からサポート
する、トータルフルフィルメントサービスです。
生産地から倉庫までの調達物流、倉庫から店舗や消費
者までの販売物流に加え、パートナー企業との連携で、さ
さげ（撮影/採寸/原稿）、カスタマーセンターなどのECフ
ルフィルメント機能、自社ECサイト構築・運営、在庫一元
化システム、管理業務効率化ツールなど、ECとリアル店舗
の両立に必要なサービスをフルラインナップでご提供します。

自動車カンパニー

ワールドワイドなネットワークと実績に裏打ちされたサービスで、グローバルな生産体制を力強くサポート。
グローバルかつ遠距離からの調達も“Line to Line”で対応いたします。
また、様々な市場での自動車産業に関する物流を高い品質のサービスと現場のニーズを捉えた提案力で実行します。
それがお客様の販売活動をもサポートすると確信しております。

あらゆる地域でそれぞれの製造・販売現場が抱えている課題を輸送のみならず、AI等も活用して様々な視点から
検証し、『お客様と共に』解決していく。 これが私たちのスタイルです。

調達・製造・販売のグローバル化で、モノと情報の流れの再構築が進行しています。また、電動化・CASE・MaaS等
と自動車業界が大変革期を迎えております。
お客様との『チームワーク』そして我々の持つ部品から完成車までの一貫した『フルラインアップ』サービスで、提案から
実行までサプライチェーンの最適化を図る。これが私たちの目指すパートナーシップです。

国際フォワーディングカンパニー
製造エリア

国際物流サービスを中心とした
総合的な物流サービスをご提供いたします
工場

あらゆる貨物特性に対応する多様な輸送ツールにより、お客様の
調達／生産／販売戦略に応じた最適な物流スキームの構築と
ご提案、そして柔軟で機動性のある持続可能型の物流オペレー
ションをご提供致します。

国際輸送

出荷倉庫

積港

揚港

国際物流サービス
海上輸送

鉄道輸送
鉄道手配

海外倉庫

海貨業務

北米側仕向港
西海岸
日本各港から
毎週複数便出港

顧客

在庫倉庫

航空輸送
空輸手配

コンテナ船/RORO船/
在来船/自動車専用船

保税・内貨倉庫・トラック手配

通関代行/ドレージ手配

日本各仕出港(地方港含む) から北米東西両岸まで豊富なサー
ビスをご提供しています。
Weeklyで安定的にスペースをご提供し、最長1.5カ月先まで
BOOKINGのを受付が可能です。

消費エリア

・LONG BEACH
・SEATTLE
・OAKLAND

SEATTLE

OAKLAND
LONG BEACH

東海岸
NEW YORK
PHILADELPHIA
NORFOLK
CHARLESTON
SAVANNAH

・NEW YORK
・SAVANNAH
・NORFOLK
・CHARLESTON
・PHILADELPHIA

SCMソリューションカンパニー

商社系物流企業として幅広い産業のお客様とのお付き合いで培ったノウハウを基盤に、グリーン物流（モーダ
ルシフト）・DX（自動化・標準化）等といった持続的成長に欠かせない要素を最適に組み合わせ、お客様
それぞれのニーズに合わせたロジスティクス・ソリューションをご提案いたします。

消費者様のお口やお肌に触れる商品だからこそ求められる厳しい品質基準にこれまで応えてきた数多く
の確かな実績があります。
荷主様の物流部と同じ立場でこれまで築き上げてきた、主要港だけではなく地方港も活用した安心・安
全、信頼のサービス品質をお届けいたします。

ニューノーマル時代のサプライチェーンの変化に伴い、大切な消費者様とダイレクトに繋がることができるロ
ジスティクスが見直されています。
目まぐるしく変化する消費者市場のデマンドを捉え、ラストワンマイルにおける顧客体験価値の向上を荷
主様と共に目指して参ります。

SCMソリューションカンパニー

川上から川下までサプライチェーン全体の
情報をまとめて管理し、最適な物流ソ
リューションをご提供。
リードタイム短縮、品質改善、コスト削減
をトータルにサポート。

独自システムによって各ステータスの情
報を一元管理し、多様化する販売チャ
ネルに 対応し た O2O ソリ ュ ーション をご
提供。
アパレルに特化したオンラインサイトの構
築や運営をサポート。

店舗向け、EC向けの在庫を統合した効
率的なオペレーション。
AGV 、立 体 型 ソ ー タ ーなど の 自 動 化 設
備も完備。
ささげ業務にも対応。

サプライチェーン上の一連の業務を一つ
のシステムに集約してタスクを見える化。
「つながるタスクリレー」で各担当者間の
コミュニケーション負荷を低減。
シンプルな操作でおまかせ店舗配分指
示が可能。

会社概要

社名

三菱商事ロジスティクス株式会社

Corporate Name

Mitsubishi Corporation LT,Inc.

本社所在地

東京都千代田区有楽町二丁目10番1号

Head Office

資本金
Capital

代表者
President

資本構成

Capital composition

事業内容

Business lines

設立
Established

10-1 Yurakucho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo, Japan

10億6,700万円
1,067 million yen

代表取締役 社長執行役員 岩井 孝介
Kosuke Iwai

三菱商事100%
100% owned by Mitsubishi Corporation

国際複合一貫輸送業、海上運送業、倉庫業、流通加工業、アセットファイナンス・サービスなど
International integrated transport logistics, sea transportation, warehousing, distribution
processing, asset finance services, other related businesses

1954年4月
April 1954

ＣＳＲビジョン
三菱商事ロジスティクスには、三菱商事の企業理念である「三綱領」
に基づいた経営理念があります。この経営理念のもと、三菱商事ロジ
スティクス役職員の行動規範の中に、「業務遂行に当たり諸法令、国
際的な取決めおよび社内諸規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを
守り、社会規範に沿った責任ある行動をとる」と定められています。

三菱商事ロジスティクスの環境方針は地球環境にやさしい企業活動
を「キーワード」に、環境負荷低減のため地球環境の保全に貢献する
こと。また、環境法令を遵守することは役職員の行動規範にも記載さ
れた通りです。環境への取組みは省資源・省エネルギーの推進を柱に
全員が参画し、「3R」すなわち無駄をなくし、限りある資源の消費を減
量化し、廃棄物の発生の抑制・再利用・再資源化を実施することを
テーマとしています。

組織図

2022年 6月 28日付
三菱商事ロジスティクス株式会社
組 織 図（2022年6月28日付）
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監査役
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代表取締役社長執行役員
管理部門管掌役員
内部統制・監査部

人事部
経理部
DX営業部

DXソリューション・コンサルティングカンパニー
カンパニーオフィス

DXオペレーション部
コンサルティング事業部
流通営業部

SCMソリューションカンパニー
カンパニーオフィス

開発営業部
オペレーション総括部

三菱商事物流（上海）有限公司
西船橋倉庫

京浜事業所
松伏事業所
杉戸事業所
東松山物流センター
大阪物流センター
LP東日本物流センター
フォワーディング営業部
国際フォワーディングカンパニー
カンパニーオフィス
自動車カンパニー
社長室会

カンパニーオフィス

フォワーディング業務部

自動車ソリューション部

台湾三菱商事物流股份有限公司
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ三菱商事ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
米国三菱商事ロジスティクス

泰国三菱商事ロジスティクス
MCW Logistics Solutions Holdings Pte. Ltd.
MC Logistics CIS LLC.
MC Logistics India Private Limited
PT.MCLOGI ARK INDONESIA

国 内 活 動 事 業 拠 点

本 店

事 業 所

事 業 所

事 業 所

物流センター

物流センター

倉 庫

本店
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル7F 電話：03-6267-2500
京浜事業所
〒230-0035 神奈川県横浜市鶴見区安善町2-1-8 電話：045-510-0870
松伏事業所
〒343-0106 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸608-1 電話：048-993-1005
杉戸事業所
〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷東中663-1 電話：0480-32-4488
東松山物流センター
〒355-0009 埼玉県東松山市仲田町2番地プロロジスパーク東松山
大阪物流センタ－
〒559-0021 大阪府大阪市住之江区柴谷2-8-45 電話：06-6115-3900
西船橋倉庫
〒273-0017 千葉県船橋市西浦2-14-1
【オペレーション総括部】 電話：03-6267-2300

海 外 活 動 事 業 拠 点

ア ジ ア

三菱商事物流(上海)有限公司
Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd.
中国上海市浦東新区張楊路500号華潤時代広場19階BCD区
郵編 200120
Tel: 86-21-6858-3030

ア ジ ア

シンガポール三菱商事ロジスティクス

ア ジ ア

Mitsubishi Corporation LT Singapore Pte.,Ltd.
1 Temasek Avenue, #19-00 Millenia Tower,
Singapore 039192
Tel: 65-6339-3375

ア ジ ア

MC Logistics India Private Limited

Mitsubishi Corporation LT Taiwan Co., Ltd.
桃園市中壢區環北路三九八號二樓之三
Tel: 886-3-425-9790

ア ジ ア

6th Floor, Prestige Palladium Bayan, 129-140,
Greams Road,Chennai - 600006, Tamil Nadu, India
Tel: 91-44-4907-6139

ア ジ ア

MCW Logistics Solutions Holdings Pte. Ltd.

JB Distripark Sdn. Bhd.
Lot 150, Jalan Cecair, Pasir Gudang Free Zone,
Johor Port,
81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia

欧 州

MC Logistics CIS LLC.
11 floor, entrance 7, Business Center Legion 3,
Kievskaya street 7,
Moscow 121059, Russian Federation
Tel: 7-495-268-02-34

泰国三菱商事ロジスティクス
Mitsubishi Corporation LT (Thailand) Co., Ltd
1011 Supalai Grand Tower, 19th Floor,Unit 1903–1904, Rama
III Road,Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: 66-2-018-2888

ア ジ ア

112 Robinson Road #05-01, Singapore

ア ジ ア

台湾三菱商事物流股份有限公司

MCW Logistics Solutions (Thailand) Co., Ltd.
(Laem Chabang Office) 38/30 M.10,Thungsukhala, Sriracha,
Chonburi 20230,, Thailand
(Bangkok Office) 1011 Supalai Grand Tower,11th Floor,
Rama III Road, Yannawa,Bangkok 10120,Thailand

北 米

米国三菱商事ロジスティクス
Mitsubishi Corporation LT USA
Woodfield Preserve Office Center Suite 175 of 20 North
Martingale Road, Schaumburg, IL 60173, U.S.A.
Tel: 1-847-517-2900

