会社案内

AIZUTUUN Co., Ltd.

当社は、1950年「会津にも鉄道輸送の発着両端の輸送を業務とする企業を」と、願った会津若松商工
会議所や地元経済界の有志の方々によって創設されました。以来、「鉄道利用運送」事業を経て「自動
車運送」事業、「倉庫」事業と時代の変化に合わせて事業を拡大し“地域の繁栄と信頼”を願いながら
事業を営んでまいりました。2020年には創業70周年を迎えました。
2019年5月、平成から令和へと新たな年号へ変わるタイミングで７代目の代表取締役社長就任となりま
した。これから人口減少や情報通信技術の革新によって大きな社会変革が予測されます。変化の激しい
時代でも産業や国民生活を支えるライフラインである物流というサービスを安全・安心にそして継続し
て提供していくことが我々の使命であるとの認識のもと、スピード感をもって変化へチャレンジし、時
代に即した「当たり前」の基準を向上させ、お客様、仕入れ先様、社員をはじめとするすべてのステー
クホルダーに「會津通運でよかった」と感じていただける企業、そして次なる世代へと繋いでいく100
年企業を目指してまいります。
今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長

渡邉拓也

トラック輸送は、国内輸送の約 9 割を担う基幹的輸送です。

ドライバー
(人)

弊社では、365 日・24 時間、高度化・多様化するお客様の様々なニーズに

トラック輸送

対応できるよう多様な車両を保有し、輸送しております。安全面については、
「人」「品質」「車両」の 3 本の柱を軸に知識と技術を磨き、お預かりしたお

車両

荷物を責任を持って配送しております。

一般貨物輸送
食品や薬品、建築資材、工業製品など、自社車両や全国

の様々なネットワークとの確かな連携と技術で安全・確
実に運びます。

増トン車（ウィング・平）、10 トン車（ウィング・平）、
4 トン車（ウィング・平）、2 トン車など、お客様のご
要望によりお預かりしたお荷物を配送いたします。

冷凍・冷蔵輸送
冷凍・チルド品の生鮮食品はお預かりした商品が温度変

化によって鮮度や品質に影響が生じることのないよう、

品質

3 本の柱を軸に知識と技術

4 トン冷凍・冷蔵 2 槽式車
最大積載量 2,600kg
荷台内寸 L5800 W2100 H2300
温度設定 −25℃〜＋20℃（真夏時）

12 トン冷凍・冷蔵 2 槽式車
最大積載量 12,100kg
荷台内寸 L9400 W2250 H2470
温度設定 −29℃〜＋25℃（真夏時）
装着装備 脱着式中仕切、ジョルダー
断熱仕様 ルーフ 100、フロント 100、サイド 75

冷凍冷蔵車による徹底した温度管理のもとで輸送します。

給食配送
学校給食を配送する車を予備車も含めて計 15 台所有し

ています。車両庫内は、給食用コンテナが倒れたりしな

いよう荷止めを取りつけてあります。給食配送車は、内
部、外部ともに常に清潔を保持し、衛生面を損なう事の
ないようにしています。

4 トン冷凍・冷蔵 2 槽式車

12 トン冷凍・冷蔵 2 槽式車

12 トン冷凍ウィング車
最大積載量 12,300kg
荷台内寸 L9400 W2320 H2500
温度設定 −10℃〜＋25℃（真夏時）
断熱仕様 ルーフ 50、フロント 100、サイド 50

増トン低床エアサスウィング車

引っ越し

最大積載量 13,300kg
荷台内寸 L9600 W2400 H2640

単身の方やご家族での引っ越しなど豊富な実績をもとに
トラック便、コンテナ便での下見から荷造り、搬出・搬

入までお客様に最善の方法でご案内いたします。トラッ

ク便では、緩衝剤のリユース等、環境に配慮した取り組
みも積極的に行っております。

12 トン冷凍ウィング車

12 トン冷凍ウィング車

AIZUTUUN Co., Ltd.

モーダルシフトで地球環境に優しい物流の一助を担う
JR コンテナ輸送

地球環境を守るこれからの輸送手段として、自動車や航空機による輸送から鉄道や船舶による輸送で代替えをする
『モーダルシフト』が推進されています。弊社で取り組んでおります

鉄道コンテナ輸送

は、排気ガスによる地

球温暖化、ドライバーの長時間労働の抑制、エネルギー資源問題、道路の混雑など、トラック輸送の弊害の改善の
一助となる低公害、低廉な輸送手段です。お客様の物流効率化に定時性、高速性、大量一括に優れ、なおかつ環境
に優しい輸送をご提案いたします。

あらゆる物資の輸送に対応
生活必需品や燃料、原料、米などの食料品、建築資材、
工業品などあらゆる物資を輸送します。荷姿（袋物・ケー
ス物・パレット・ドラム・缶）は問いません。

積み降ろしの要望にも対応
手荷役（バラ積み・バラ卸し）も喜んでお引き受けいた
します。

安定した輸送
鉄道は、分刻みのダイヤで運行しています。道路渋滞の
遅延の心配がありません。

一次保管サービス

JR 貨物

配達先などの関係で配達遅延を希望される場合、発着駅

で短期保管サービスを利用できます（発着各 5 日間無料）

弊社委託会社
による配達

コンテナの種類をお選び頂けます。

冷凍・冷蔵・保冷・常温・通風タイプの選択が可能です。

倉庫業

冷凍・冷蔵・常温倉庫等、見えないところで物流を支える倉庫
災害、緊急ストックヤードとして貢献
食品・食材の鮮度を維持するために、徹底した温度管
理のもと冷凍・チルドなどの生鮮食料品はもちろん、
常温品まで商品保管に安心してご利用いただけます。
品質を第一に考え、最適な温度帯（＋5℃から−20℃）
で貨物を保管するだけでなく、荷捌き場も温度管理（＋
夏場においても常に 15℃の一定温度を保つ定温管理機能を持つ倉
庫です。穀類等の保管対象品などを大切に管理させていただいて
おります。

本社倉庫

5℃）することでお預かりしたお客様の商品を大切に
お取り扱いいたします。

郡山営業所

冷凍・冷蔵・常温倉庫

■定温倉庫

■冷凍倉庫

面積 1300 ㎡ 高さ 8m
定温管理機能 (15℃) あり

保管温度 -20℃ 面積 287 ㎡ 高さ 6
パレット収容能力：208 パレット

■常温倉庫

■冷蔵倉庫

面積 205 ㎡

高さ

5m

本社倉庫の屋根には、44kw の太陽光発電を搭載
し、小さな発電所として環境に配慮した経営の一
助としております。

保管温度 +5℃ 面積 140 ㎡ 高さ 6m
パレット収容能力：96 パレット

■常温倉庫
面積 180 ㎡ 高さ 8m
パレット収容能力：128 パレット

AIZUTUUN Co., Ltd.

信頼と地域の繁栄のために
弊社では、信頼と地域の繁栄のために「地域貢献」「環境
に配慮した経営」など様々な取り組みを行っています。
『運輸安全マネジメント』の導入
弊社の経営トップから現場のドライバーまで一丸となって安全性の向上を図
り、企業全体に安全意識を浸透させるため『運輸安全マネジメント』も導入
しております。これは、安全性向上のための計画を作成し、その効果を評価、
改善ポイントを整理し、さらに改善計画を実施することで常に安全のレベル
アップを図ろうとするものです。

「G マーク」の取得

安全性の高いトラック運送事業者を選ぶための目安となる「G
マーク」を取得しています。G マークは、全国貨物自動車運送
適正化実施機関（全日本トラック協会）が認定・交付している「安
全性優良事業所」の安全・安心のシンボルマークです

会社概要

【本社】

〒965-0052
電話

福島県会津若松市町北町大字始字見島 83

0242-22-4373（代）FAX

0242-25-0611

【会津若松営業所】
〒965-0041
電話

昭和 25 年 7 月 18 日

自通第 129 号運輸大臣免許
通運事業（鉄道利用運送事業）
会津若松駅 西若松駅 同年 11 月 1 日営業開始

昭和 25 年 7 月 18 日

自監第 1577 号運輸大臣免許
通運事業のためにする一般貸切貨物自動車運送事業

昭和 25 年 10 月 31 日

資本金 250 万円会津若松運送株式会社を設立
（会津若松市一箕町大字上蚕養字石堂境 469 番地）

昭和 25 年 11 月 1 日

営業開始

昭和 26 年 12 月 1 日

会津通運株式会社と社名変更

昭和 31 年 11 月 25 日

会津若松市一箕町大字上蚕養字石堂境 480 番地
土地 2,724 ㎡取得 本社事務所・倉庫 新築

会津若松市駅前町 1-4（会津若松駅構内）

0242-22-4373（代）FAX

0242-25-0611

【郡山営業所（冷凍・冷蔵倉庫）】
〒963-0724
電話

福島県郡山市田村町上行合字北川田 29-2

024-941-6250（代）FAX

代表者

代表取締役社長

設立

昭和 25 年 10 月 31 日

資本金

2,000 万円

営業種目

024-941-6256

渡邉 拓也

一般貨物自動車運送事業

貨物運送取扱事業
83 名

従業員
貨物車輌

76 両

鉄道利用運送事業

平成 2 年 6 月 29 日

本社及び倉庫新築移転（磐越自動車道建設による）
（会津若松市町北町大字始字見島 83 番地）

平成 18 年 7 月 22 日

新社屋郡山自動車営業所及び冷凍・冷蔵倉庫開設
（福島県郡山市田村町上行合字北川田 29-2）
郡山営業所を郡山通運営業所に改称

倉庫業

平成 19 年 5 月 30 日

商号を会津通運株式会社より會津通運株式会社に変更

平成 22 年 2 月 1 日

郡山営業所の常温倉庫を冷凍倉庫に改修し、
新たに常温倉庫を新設

