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会社概要 NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.

会社名  NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.

アドレス

 

本社
3195/16 11th Floor Vibulthani Tower 1
Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand

電話番号  66 (0) 2665 6699

ファックス  66 (0) 2665 6762

ウェブサイト  http://www.nipponexpress.co.th

設立年  17 January 1989

資本金  2000万バーツ

取締役
 

社長  Osamu Murasawa 
フォワーディング＆ロジスティクス部長   Tatsuo Tsutsui 
引越部長  Hiroyuki Gonno

業務内容

 

- 通関業務
- 国際貨物運送業者（航空貨物＆海上貨物）
- 国内輸送（配送） 
- 3PL（サードパーティー・ロジスティクス）（輸出ハブ＆輸入DC）
- 重量建設機器輸送
- 機械の据付
- 引越・移転サービス

- 梱包サービス

- その他輸送サービス

バンコク航空貨物支店
91/1 Room 501, Chaiyo Building
Rama IX Road, Huaykwang, Bangkok 10310
電話： 66 (0) 2643 8335
ファックス： 66 (0) 2643 8370-3

バンコク海運貨物支店
3195/16 11th Floor Vibulthani Tower 1
Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey 
Bangkok 10110, Thailand 
電話: 66 (0) 2665 6699 
ファックス: 66 (0) 2665 6762 

引越
2439 Old Park Nam Railway Road
Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
電話： 66 (0) 2671-4760-4
ファックス： 66 (0) 2672 7401-2

主要株主/親会社
 

日本通運株式会社
105-8322　東京都港区東新橋1-9-3
電話： (03) 6251-1111
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航空輸送 NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.

Express with high quality

当社は、広範囲にわたる国際サービスネットワークを活かし、世界各地において幅広い統合航空貨物輸送サー

ビスを提供しています。 当社は主要な航空会社と特別契約を結び、お客様のためのスペースを確保できるよう、

当社専用割当を確保しています。さらに緊急時や、通常とは異なる形や大きさの積荷、スケジュール変更時の

航空機チャーターサービスにも対応します。

 

日通はULDインタクトサービスのパイオニアです。

当社は、スワンナプーム空港内にフリーゾーン（保税）倉庫を開設しました。当社ULDインタクトサービスによ

り、ターミナルの混雑から発生する貨物の破損や紛失、粗雑な取り扱いの可能性を軽減でき、リードタイムも削

減できます。 

REWARDS( 当社独自のグローバルな倉庫管理システム) このシステムにより、海外在庫物流もサポートできま

す。 

専門家による24時間輸送管理 – 貨物のトラック輸送をGPSシステムで制御し、24時間監視します。また最新

の輸送状況を取得し、目的地まで安全かつ時間通りに貨物を配送できるよう制御します。 

倉庫設備 – スワンナプーム空港近くに多くの倉庫を保有し、インバウンド-アウトバウンド出荷をサポートします。

当社が扱う主要貨物には、ハイテク製品や自動車部品などが含まれます。
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海上輸送 NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.

For delivery, we go beyond ordinary.

当社は、世界中の海をつなぐ長距離輸送モードを低コストで提供します。当海上輸送サービスは、環境にもやさ

しいサービスです。

 

アロー・インターナショナル国際複合一貫輸送サービス

様々な輸送ニーズにお応えするため、当社は「アロー・インターナショナル国際複合一貫輸送サービス」を提供

します。海上輸送を基幹としたすべての輸送方式を統合させた、グローバルなドア・ツー・ドア輸送サービスで

す。 

ラッカバンICD – 積荷作業を行う有資格作業者を育成し、当社の標準化されたシステムで船会社ごとに柔軟な

輸出入配送を手配します。 

LKBでの海上輸入サービス  – 世界各国および様々な船会社からの各種貨物を、TIFFA内の当社倉庫に受け

入れます。お客様の貨物を安全かつ時間通りに処理します。 

LKBでの海上輸出サービス  – お客様のご要望に沿った船会社による出荷を手配します。またLKB ICD各社施

設への短距離輸送にも対応します。 当社はLKB ICDにて自社混載サービスを提供できるフォワーダーです。
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引越 ・移転サービス NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.

Domestic and International Service.

当社は、資材の準備や梱包、積荷書類の作成、通関など引越・移転の前準備から、引越・移転先への配送ま

で網羅した、世界各国への引越・移転サービスを提供します。

 

日本品質のドア・ツー・ドアサービス

当社は、世界37ヶ国にある382以上のオフィスを利用した独自のネットワークを用いて、お客様にご満足いただけ

る引越・移転サービスを責任をもって提供します。当社の高いスキルをもったスタッフが、日本の安全梱包基準に

従い、お客様のお荷物を梱包します。安心してお任せいただける日本の引越・移転サービス会社です。これまで

にも数多くの大手日本企業の引越・移転をサポートしてきました。
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