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Psトランスポートのサービスとは

私たちはメイン事業である配送の他に、倉庫業務のアウトソーシングから、一般家

庭向け設備の設置、オフィスのレイアウトなど、物流に付帯する業務をワンストッ

プで手掛ける総合物流サービスの会社です。2ｔトラック 5 台からスタートし、お客

様のニーズにお応えする中で自然と今のビジネスモデルが出来上がりました。しか

し、私たちはいまの姿が「完成」とは考えていません。これからもお客様のご要望

にお応えするスタンスは変わることはなく、それはこれからも事業が柔軟に広がる

可能性を意味しています。私たちは物流を通じてお客様のビジネスを加速させるパー

トナーであることをお約束いたします。

株式会社Psトランスポート



一般貨物輸送

当社の主軸となる事業です。お客様の配送の負荷を減らすルート便、突発的に発生した配送に対応するスポット
チャーター便、効率的かつ低コストな共同配送など、お客様のニーズにお応えできるさまざまな配送方法をご用
意しております。お客様のご要望に応え、配送を通じてお客様のビジネスに貢献することが私達のミッションだ
と考えています。何かその他要望がございましたら、まずは一度ご相談ください。

長距離便にも対応しています。ベテランドライバー
が多数在籍しているため、安全かつ確実に荷物をお
届けします。幅広い配送エリアも特徴の一つです。

長距離便
一社専用の車両をご用意いたします。突発的に配送が
必要になった際や、取り扱いが難しい精密機器や医療
資材などを安全かつ迅速に運ぶ際におすすめです。

スポットチャーター便

「お客様の自社便」としてのトラックの貸し切り、毎
日決められた時間・場所へ配送するルート便、法人
を対象とした店舗配送など、さまざまな配送サービ
スをご用意しています。

定期便（企業専属便）
ルート便・店舗配送

大型家具・家電や、宅急便では運べないものを共同
配送を行うことで、効率よく低コストで荷物をお届
けできます。

混載便
地域限定家具家電共同配送



軽貨物輸送

物流会社様やメーカー様、卸業者様等の専属便とし
て主に個人宅向けのお荷物を納品しています。

宅配便
物流会社様やメーカー様、卸業者様等の専属便とし
て主に法人、店舗向けのお荷物を納品しています。

企業配達

当社は軽貨物輸送にも力を入れており、一般貨物よりも小回りが効く、フットワークの軽い配送を実現しています。
また、宅配便、企業配達、ルート便、スポットチャーター便と充実したサービスをご用意することで、お客様に
幅の広い価値提供を可能にしました。“ラストワンマイル” の重要な役割をきめ細やかなサービスでお客様のご要
望にお応え致します。

物流会社様やメーカー様、卸業者様等の専属便とし
て毎日決まった場所（エリア）への配達、集荷をし
ています。

ルート便
一社専用の車両をご用意いたします。突発的に配送が
必要になった際や、取り扱いが難しい精密機器や医療
資材などを安全かつ迅速に運ぶ際におすすめです。

スポットチャーター便



引越・設置
個人宅、オフィスの引越を手掛けています。個人宅であれは配送に加え、専門スキルが必要となるエアコンや IH
キッチンの取付けまでを行い、オフィスであればオフィスのレイアウトのご提案や不要什器の処分までを行って
います。運んで終わり、ではなくお客様がストレスなく新生活を送れるようにサポートするのが私たちの仕事です。

個人宅向けの引越しサービスです。ご要望に応じて
荷造り、荷解き、エアコン工事、自家用車の陸送も
承ります。

個人宅引越
店舗、施設、オフィス等、法人向けの引越、移転サー
ビスです。ご予算、移転計画などをヒアリングの上、
プランをご提案いたします。移転に際し、原状回復
工事、LAN 工事、間仕切り工事など移転全般にかか
わるご提案が可能です。

オフィス移転

お客様の社員数、今後の事業企画など未来の姿をヒ
アリングします。そのうえで数年後を見据えた、企
業の生産性が高まるオフィスのレイアウトをご提案
させていただきます。また不要になった備品の買取
や処分、新規の什器のご提案も可能です。

レイアウト変更
個人宅への冷蔵庫、洗濯機、テレビ等の大型家電、
ソファーやベッド、タンスなどの大型家具の設置か
ら組み立てまでを行います。

家具・家電設置配送

使用しなくなった什器の撤去や残置物の撤去、処分
が困難な廃棄物を引取り処理場まで運搬します。ま
た鉄、什器、家具、家電などの買取も可能です。

撤去作業・廃棄処分・買取
作業を行う前に搬入・搬出経路を保護するために壁
や床に養生を施します。

養生作業



住宅設備工事
エアコン、IH キッチン、ビルトイン食洗機、蓄電池といった、重量があり、かつ設置に専門知識を有する住宅設
備の工事を行っています。メーカーを問わず、お客さまのご要望、住環境を最大限考慮した上で設置させていた
だきます。引越しなどをきっかけに買い替えを検討されている方はお気軽にご相談ください。

専門技術と経験豊富なスタッフがエアコン工事を一
括して行います。新築の場合、壁の穴開けや、室内機、
室外機の設置場所、向き等、様々なご要望をご相談
下さい。事前の下見も可能です。

エアコン
IH キッチンの交換・取り付けを行います。ガスコン
ロから IH、IH から IH、いずれの場合も対応可能です。
さまざまなご要望、質問にもお応えします。

IH キッチン

キッチンに関する専門知識を持ったプロが、ご要望
に合わせたビルトイン食洗機を設置します。ビルト
インする際には、キッチンの雰囲気を崩さないドア
パネルもお探しいたします。

ビルトイン食洗器
事前に設置場所を確認させて頂いた上で有資格者お
よび専門技術をもったスタッフが設置工事を致しま
す。太陽光電力の売電から蓄電池への切替工事も承っ
ております。

蓄電池



物流

入出庫時の状態の確認（破損や汚損等）、二次検品、
数量の管理などを請負います。ベテランスタッフに
より荷物を見やすく揃えたり、扱いやすいように配
置することで、安全性と生産性を両立させます。

在庫管理
突発的な依頼やイレギュラーにも迅速に対応し適切
な判断で穴をあけない配車をします。お客様への信
頼を最優先に考え安心して任せられる手配を心掛け
ます。

配車手配

40フィートコンテナ等のデバンニング作業から出荷日、
出荷先、種類など仕分けし整理します。

倉庫内荷捌き
入荷時の検品から加工後の検品、出荷時の検品など
お客様の指示により、きめ細やかな検品体制をとっ
ています。

検品

荷捌き場にて仕分け後、出荷日まで荷物を所定の位
置に移動し保管します。お客様の指示により一部の
荷物の出荷も可能です。

一時保管
出荷指示に基づき指定された商品を集め、専用のケー
スに詰めます。高い正確性、スピードで業務の効率化、
コスト削減に貢献します。

ピッキング
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会社概要

軽ワゴン車 3 台
1ｔワゴン車 2 台
2ｔショート車 (平・箱） 2 台
2ｔロング車 10 台
3ｔ車（ワイド） 11 台
4ｔ車（ウィングゲート） 13 台
5ｔ車（ウィングゲート） 4 台
13ｔ車（ウィングゲート） 3 台
14ｔ平車（4軸低床エアサス） 1 台

自社保有車両合計 49 台

社名

本社

設立

資本金

代表取締役

取締役

取締役

保有車両

株式会社 Ps トランスポート

東京都八王子市高倉町 66-25

平成 17年 5月

30,000,000 円

高畑 道

長嶺 克光

發地 幸一

お問い合わせ



業務内容 引越事業
一般個人宅の引越、オフィス・店舗等の移転、レイアウト変更、一
斉入居の養生・管理

一般貨物運送事業
家電・家具の設置配送、コピー機・精密機器・什器類等の設置輸送、
宅配・雑貨の集荷・配達業務、チャーター便、ルート便、各種共同配送、
イベント機材等の運搬、設置作業コンビニ・ドラックストア・量販
店等の店舗配送ホテル、病院、福祉施設、学校、寮等への家具類運
搬設置組立

軽貨物宅配事業
個人宅・企業の集荷・配達業務、ルート便、チャーター便、クール便・
カタログ通販商品の配達

住設事業
エアコン工事、住宅関連設備工事及び設置作業

業務請負事業
エリア請負、デポ、センター運営・管理

中古車販売事業

軽ワゴン車 86 台業務委託業者

営業所 大田営業所：東京都大田区矢口 3-8-22
横浜営業所：神奈川県横浜市瀬谷区北町 26-3

許認可 一般貨物自動車運送事業 関自貨 第 973 号
貨物自動車利用運送事業、軽貨物自動車運送事業
産業廃棄物収集運搬事業 許可番号 138727 号
古物商許可 許可番号 308830709044 号
電気工事業 東京都知事登録 第 275805 号
建設業許可 許可番号（搬 -3）第 88906 号

お問い合わせ先 TEL 042-660-5733 ／ FAX 042-660-5732
info@pstrans.co.jp



運送は人間でいうところの” 血液” に例えられることがあります。どんなことがあっても物流、輸送は止めては
いけないという強い使命感を持ち続け社会に貢献したいと考えています。

お客様からの相談やご依頼を断らず「どうしたらできるのか」を一緒に考え応える。「この会社を選んで良かった」
と笑顔になってもらえるような組織にしていきます。

進化論の「強い者や賢い者が生き残るわけではなく、変化できる者が生き残る。」のように今後、「誰も経験した
ことのない」ことが頻繁に起きてもそれに対応できる柔軟な思考と体力を維持し、変化して生き残る組織にして
いきます。結果、存続することでお客様も従業員も幸せにできると考えています。

企業理念

ミッション
(社会的使命 )

輸送通して社会的役割を遂行し社会に貢献します。

ビジョン
(組織の将来像 )

お客様の様々な要望に応え、努力を惜しまない姿勢を持ち続け、
必要とされる組織を目指します。

バリュー
(価値観・行動指針 )

お客様のみならず従業員に対しても
「幸せ」を提供できるよう変革していきます。



沿革

平成 17年 5月

平成 17年 9月

平成 18年 11 月

平成 18年 12 月

平成 18年 12 月

平成 19年 11 月

平成 19年 11 月

平成 20年 4月

平成 23年 9月

平成 26年 9月

平成 27年 11 月

令和元年 1月

令和 2年 1月

令和 3年 1月

令和 3年 8月

本社を東京都立川市柴崎町にて設立
資本金 1,000 万円

運輸開始
一般貨物自動車運送事業 開始

蒲田営業所 開設
東京都大田区蒲田

本社を東京都八王子市大谷町に移転

貨物軽自動車運送事業 開始

古物商（東京都公安委員会）許可取得
中古車買取、販売開始

産業廃棄物収集運搬業（東京都）許可取得

資本金 3,000 万円に増資

蒲田営業所を移転
大田区蒲田から大田区矢口へ
名称を大田営業所に変更

本社を東京都八王子市高倉町へ移転

電気工事業（東京都知事登録）許可取得

神奈川県横浜市瀬谷区に横浜営業所　開設

本社営業所にて安全性優良事業所（Gマーク）認定取得

大田営業所にて安全性優良事業所（Gマーク）認定取得

建設業（神奈川県知事登録）許可取得



営業所

本社 八王子営業所
〒192-0033 東京都八王子市高倉町 66-25
TEL 042-660-5733 / FAX 042-660-5732

大田営業所
〒146-0093 東京都大田区矢口 3-8-22
TEL 03-5482-3720 / FAX 03-5482-3721

横浜営業所
〒246-0002 神奈川県横浜市瀬谷区北町 26-3
TEL 03-5482-3720 / FAX 03-5482-3721


