神姫バスグループ
神姫倉庫は、兵庫県を中心に大阪府、岡山県にも事業を拡大する「 神姫バ
ス」のグループ企業である神姫産業が運営を行っています。安定した経
営の基盤が、お客様の信頼をさらに確かなものにしています。

ひょうご優良経営賞
神姫倉庫は、平成25年、公益財団法人日本生産性本部が経営活性化を実
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本社：神戸市兵庫区鍛冶屋町1-2-23

神姫倉庫沿革

1968年（昭和43年）3月 倉庫事業の営業開始

ました。さらに平成26年には継続認証を取得し、
「 ひょうご優良経営症」

1970年（昭和45年）12月 現神姫産業神姫倉庫竣工

を受賞するなど、確実な業務遂行能力が高い評価を受けています。

2003年（平成15年）5月 ISO14001認証取得
2009年（平成21年）12月 第一種貨物利用運送事業登録
2013年（平成25年）1月 2012年度上期「実効力ある経営認証制度」
導入認証（公益財団日本生産性本部）

3 月 2012年度下期「ひょうご優良経営賞奨励賞」
（神戸商工会議所会頭賞）

2014年（平成26年）1 月 2013年度上期「実効力ある経営認証制度」
継続認証（公益財団日本生産性本部）
（兵庫県知事賞）
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国土交通省登録

第一種貨物利用運送業

国土交通省登録

神姫倉庫（神姫産業株式会社関連事業室）

〒652-0852 神戸市兵庫区御崎本町4-2-34
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神姫倉庫

家電製品、設備機器、大豆等穀物類、繊維製品、

─

3 月 2013年度下期「ひょうご優良経営賞」

預かるだけの倉庫は、
もう必要ない。

1967年（昭和42年）11月 倉庫事業の運輸大臣（当時）認可

それに対して神戸商工会議所から「 ひょうご優良経営奨励賞」が贈られ

考える倉庫

現した中小企業を評価する「 実効力ある経営認証制度」の認証を取得。

SHINKI warehouse

私たちは、お客様のために何ができるかを考え、
いくつもの物流の課題を解決してきました。

大きさでもなければ、名前でもなく―。

神姫倉庫は、荷物をお預かりするだけの倉庫ではありません。

当社の誇りは、経験の豊富さとスタッフの解決力。
難しい物流課題に最適な「 答え」をご用意します。

お客様がお持ちの物流に関する悩みごと、お困りごとを常にお客様の立場に立って考え、多くの問題解決をお手伝いしてきました。

考える倉庫―。それを支えているのは、私たちが営業倉庫として

「 モノを保管する倉庫」から、
「 お客様のために何ができるかを考える倉庫」へ―。

神姫倉庫は、プラスαの付加価値を提供する倉庫という理想を追求し続けています。

CASE: 1

卸売商社 A 社様（神戸市内）
従業員 30 名

コスト

課

運送会社の最適化でコストダウン実現

題：商品の配送を宅配会社にお願いしているが、コストがかさんで仕方ない。
いい方法はないか。

解決策：貨物の量や大きさ、配送先に応じて最適な運送会社を選び、出荷までを代行。

結果：15％のコストダウンが実現。
CASE: 2

貿易商社B 社様（大阪市内）
従業員5 名

人手不足
解消

課

検品・仕分け作業を代行し、業務負担軽減

題： コンテナで届いた商品の取り出しに手間がかかる。
かといって人も雇えない。なんとかならないか。

解決策： デバンニングや貨物の検品、仕分け作業を当庫のスタッフが業務代行。

結果：人を増やさず、入庫にともなう作業負担が解消。
CASE: 3

メーカーC 社様（神戸市内）
従業員50 名

経営
効率化

課

仕事量の増減に対応する調整倉庫として機能

題：自社倉庫だけでは仕事量の増減に対応しきれない。一時保管してくれる倉庫はないか。

解決策：数週間〜数ヶ月単位での短期保管にも柔軟に対応。

結果：自社倉庫を拡張せず物量の増減への対応が可能となり、
経営効率化が実現。
CASE: 4

卸販売会社D 社様（姫路市内）
従業員10 名

在庫
適正化

課

商品管理を徹底し、在庫の適正化を実現

題：在庫管理が不十分で、急なオーダーに対応できなかった。在庫管理を徹底したい。

解決策：倉庫の在庫をリアルタイム管理。定期的な情報提供で在庫管理をサポート。

結果：在庫切れの不安が解消。
取引先からの信頼もアップ。

面倒な業務をすべて代行し、個人事業を支援

課 題：ネット通販でオーダーが急増。だがサイト管理や受発注業務で忙しく、出荷作業まで手が回らない。
解決策：商品の管理、梱包、出荷などの作業を代行するワンストップサービスを提供。

結果：オーダーに素早く対応できるようになり、注文が急増。
最小投資で事業拡大。

個人事業者Ｆ社様（神戸市内）
従業員１名

梱包方法にも配慮し、信頼獲得をサポート

選択するのでコストダウンをはかれます

POINT

お客様が抱えるあらゆる問題に対し、最適な解決手段をご提示いたします。

■業務開始までの流れ
お問い合わせ

Step 1

ヒアリング

Step 2

Step 3

物流に関するあらゆるご相談

専任のスタッフがお客様のも

ご要望に応じて、代行する業務

お電話、FAX、メール等で

り扱いの貨物についてうかが

案し、お見積もりをご提示いた

ご提案

題：トランクルームを借りているが、場所が遠く、何かと不便。近場で融通のきく倉庫はないか。

解決策：商品をお預かりして、電話一本で出荷を代行。

結果：離れた場所に足を運ぶ必要がなくなり、
月々の固定賃料の支払いもなくなった。

Step 5

代行業務の内容や業務フロー

貨物特性などをあらかじめ分

くとり決めた契約書を取り交

預かりし、受託業務がスタート

ご契約

業務開始

要します。神姫倉庫は、届いた輸送コンテナの貨

物を１個１個リストと照合し、検品・仕分けした
上で倉庫へ入庫。荷物の破損や明細との食い違い
などの異常があれば対応策も含めて報告するなど、
キメ細かなサポートで業務負担軽減に貢献します。

POINT
多くの倉庫は効率優先。短期限定の一時保管に対
処できません。神姫倉庫は、数週間、数ヶ月という

短期間の保管にも柔軟に対応。ご依頼があれば、
運送便を手配し、貨物をご指定の場所へ直送しま
す。各種保険（ 火災・盗難・受託賠償保険）にも加
入し、安心してお預けいただけます。

POINT
倉庫に預けた商品を、毎日チェックするのは困難で
す。神姫倉庫は、お預かりした商品の在庫データ
をリアルタイムで随時更新。お問い合わせがあれば
最新情報をすぐにご提供する他、FAXやメールで定
期的に情報提供を行ったり、在庫状況を必要に応じ
て連絡するなどキメ細かなサービスをご提供します。

を、受け付けています。

お問い合わせください。

とに出向き、直接ご要望や取
います。

の範囲、運用の流れなどをご提

します。

POINT
小規模で事業を営む場合、ムダな作業の負担は減
らしたいもの。神姫倉庫は、商品をお預かりする
だけでなく、日頃の在庫管理から発送にあたって
の梱包作業や送り状の作成、運送会社への手配な
ど、商品出荷までの業務一切を代行。お客様はサ
イト管理や受発注業務に専念できます。

POINT

POINT
トランクルームを倉庫代わりに使うケースが増え
ています。神戸の中心部に立地し、アクセスが便
利な上に、在庫確認や出荷したい時は常駐する専
任スタッフに指示するだけ。また費用も貨物量の
増減に応じて変動するので、荷物が少ない時はコ
ストも最小限で済み、固定費削減に有効です。

わします。

わずらわしい物流業務は、アウトソースする時代。
神姫倉庫を、お客様の「 物流センター」としてご利用ください。
インターネットによる流通革命が加速し、商品を早くほしい、
必要な時にほしいというニーズは高まる一方です。
しかし運送会社の手配や荷造りといった業務は煩雑で、
神姫倉庫は、専任スタッフがお客様の物流事情にあわせて
最適なスキームをご提案し、商品の保管から
出荷にいたるあらゆる業務をお客様に代わって実行。
物流アウトソーシングをお手伝いします。
物流センターを自社で保有するには、莫大な投資が必要です。
最小コストでお客様の「 物流センター」が誕生します。

輸送中の荷物の破損は、商品価値を大きく損ねま
し、必要に応じて段ボールや緩衝剤で梱包したり、
商品パッケージに傷がつかないよう特殊な処理を
行って送り状を貼付するなど、商品の安全確保に
万全を期した上で出荷を行っています。

など、お取り引き条件を細か

ビジネスの成功は、物流の最適化から。

神姫倉庫

貨物量に応じた価格で、固定費削減に貢献

Step 4

デバンニング（ 貨物取出作業）には、大変な労力を

メーカー

卸問屋G 社様（神戸市内）
従業員７名

課

い場合はB社、まとまった物量で貨物を扱う時は
チャーター便と、条件に応じて最適な運送会社を

お客様

結果：商品がきれいな状態で届くようになり、クレーム解消。
小売店の信頼もアップ。

固定費
削減

個数が少ない時はA社、まとまった数を出荷した

これまでの経験の中で育んだ知識とノウハウ、最新の物流知識をもって、

題：輸送途中で外装箱が破損し、小売店
（量販店）
からクレーム。荷物を無事に届け先まで運びたい。 す。神姫倉庫では、商品ごとに物流耐久性を考慮

解決策：商品が傷付かないよう、物流耐久梱包を行って出荷。

CASE: 7

運送会社の選択肢が限られていると、どうしても
割高に。神姫倉庫は複数の運送会社と取引があり、

「 倉庫管理主任者」の資格を持つエキスパート。

一般ユーザー

安全
輸送

スタッフは全員が神姫倉庫の社員であり、
POINT

神姫倉庫にお任せいただければ、

CASE: 6
課

さまざまな問題の解決に取り組んできた専任のスタッフです。

これに労力を奪われていては、ビジネスの成功は期待できません。

CASE: 5

ネット通販Ｅ社様（大阪市内）
従業員3 名

事業
拡大

45 年余りの長きにわたって培った実績とノウハウ、そして物流現場で豊富な経験を持ち、

析した上で、お客様の荷物をお

します。

