企業概要
会社名

アスロード物流株式会社

代表者

代表取締役 安田 浩
取締役 東北事業部長 伊東 正一
取締役 関東事業部長 鈴木 友仁

役員

取締役 物流営業部長 近藤 眞和
執行役員 管理部長 田川 秀男
執行役員 FC事業部長 横谷 淳
執行役員 物流営業部 部長代行 岩﨑 祥

本社所在地
関東事業部 横浜営業所
関東事業部 横浜中央センター
関東事業部 川口営業所
東北事業部 郡山営業所
東北事業部
郡山チルド物流センター
ファミリーマート藤崎一丁目店
ファミリーマート 鶴見仲通店
ファミリーマート高津下野毛店

〒230-0025 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1-11
TEL 045-716-9035 / FAX 045-716-9036
〒230-0053 神奈川県横浜市鶴見区9-17DPL横浜大黒6階(西側)
TEL 045-947-2278 / FAX 045-947-2279
〒240-0067 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台73-7
TEL 045-453-8702 / FAX 045-453-8703
〒333-0835 埼玉県川口市道合103-1
TEL 048-242-5692 / FAX 048-242-5693
〒963-8026 福島県郡山市並木1-18-1
TEL 024-954-8032 / FAX 024-954-8033
〒963-0541 福島県郡山市喜久田町堀之内字外左工門段1-125
TEL 024-953-7781 / FAX 024-953-7782
〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎1-30-10
TEL 044-221-1116 / FAX 044-211-1116
〒230-0042 神奈川県横浜市鶴見区仲通1-4-7
TEL 045-500-0581 / FAX 045-500-0581
〒213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛1-1156-1
TEL 044-850-1189 / FAX 044-850-1189

ファミリーマート川崎旭町
一丁目店

〒210-0808 神奈川県川崎市川崎区旭町1-9-1

ファミリーマートアスロード
小田栄店

〒210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田 4-12-8

ファミリーマートアスロード
横浜生麦店

〒230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-9-18

ファミリーマートアスロード
港北下田町店

〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町5-1-6

ファミリーマートアスロード
鶴見向井町店

〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町3-78-1

ファミリーマートアスロード
川崎マリエン店

〒210-0869神奈川県川崎市川崎区東扇島38-1

ファミリーマートアスロード
川崎ロイネット店

〒210-0006神奈川県川崎市川崎区砂子2-6-15

元祖博多中州屋台ラーメン
一竜鶴見東口店

TEL 044-230-1530 / FAX 044-230-1530
TEL 044-328-6581 / FAX 044-328-6581
TEL 045-508-4717 / FAX 045-508-4717
TEL 045-566-8560 / FAX 045-566-8560
TEL 045-508-2613 / FAX 045-508-2613
TEL 044-280-3150 / FAX 044-280-3150
TEL 044-223-4630 / FAX 044-223-4630
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-3-4
TEL 045-633-7706 / FAX 045-633-7706

設立

2013年3月

資本金

2,000万円
16,607万円 (2014年2月期)
53,393万円 (2015年2月期)
89,376万円 (2016年2月期)

年商

172,715万円 (2017年2月期)
227,945万円 (2018年2月期)
283,648万円 (2019年2月期)
333,547万円 (2020年2月期)
397,082万円 (2021年2月期)
423,587万円 (2022年2月期事業計画目標値)

従業員数

279名 (社員:101名、パート・アルバイト178名)
1ｔワゴン車 1両
2t平ボディー車 6両
２ｔドライ箱車 4両
3tドライ箱車 1両
4t箱ゲート車 6両

保有車両

4tドライウィング車 3両
3t冷凍・チルドゲート車 2両
4ｔ冷凍・チルド・加温ゲートなし 2両
4t冷凍・チルド・加温ゲート車 27両
6t冷凍・チルド・加温ゲート車 1両
13t冷凍・チルド箱ゲート車 2両
13t冷凍・チルドウィング車 1両

保有荷役機器

事業内容

取引金融機関

子会社関連会社

合計56両
リーチフォーク1.5t 5両
カウンターフォーク1.5t 3両
一般貨物自動車運送事業
貨物利用運送事業
倉庫業・荷役業
物流コンサルティング業
コンビニエンスストア、飲食店の経営
酒類、調味料等の販売
障害者自立支援に基づく障害福祉サービス事業
高齢者事業継続活動支援に関する事業
横浜銀行 鶴見支店
みずほ銀行鶴見駅前支店
りそな銀行川崎支店
東日本銀行 川崎支店
日本政策金融公庫 横浜支店
商工組合中央金庫 川崎支店
横浜信用金庫 潮田支店
アスロードウイング株式会社
(一般貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・倉庫業)

ロジホールジャパン株式会社
(一般貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・倉庫業・通関業・古物商・新車及び中古車の販売業・派遣業)

主要取引先(順不同)

鈴江コーポレーション株式会社
株式会社ファミリーマート
トオカツフーズ株式会社
株式会社ポオトデリカトオカツ
イニシオフーズ株式会社
花王株式会社
花王ロジスティクス株式会社
株式会社日本アクセス
ニッコンホールディングス株式会社グループ
（日本梱包運輸倉庫株式会社）
（GINZAコンサルティング株式会社）
株式会社東急ストア
株式会社イズミック
ヤマト運輸株式会社
京濱港運株式会社
株式会社エス・インターナショナル
株式会社エバラ物流
株式会社ヒューテックノオリン
株式会社紀文フレッシュシステム
株式会社サンロジスティックス
センコーエーラインアマノ株式会社
九州航空株式会社
株式会社ウノトレーディング
株式会社旅食
仙台冷蔵倉庫株式会社
さくらトレーディング株式会社
株式会社ファーストフーズ福島
鈴江陸運株式会社
ジャパン・バン・ラインズ株式会社
ビッグベル株式会社
日塩株式会社
その他

沿革
2013年 3月
2013年 10月

横浜市鶴見区で資本金330万円にて「アスロード物流株式会社」を設立。
事業用車両5両保有し、一般貨物自動車運送事業認可取得、貨物利用
運送事業認可取得し本格的に事業開始をする。(関自貨 第293号)

2014年 3月

資本金270万円を増資、600万円となる。

2014年 4月

横浜市神奈川区恵比須町1-1に本社を移転する。

2014年 4月

倉庫増床434.5坪とし、本格的に倉庫業を開始する。

2014年 10月

株式会社マーキュロップ(富士山の天然水)の販売取次ぎ業務開始。

2015年 10月

ファミリーマート店舗運営事業を開始。

2015年 10月

ファミリーマート 藤崎一丁目店を1号店目として開店。

2015年 12月

ファミリーマート 鶴見仲通店を2号店目として開店。

2016年 3月

横浜市鶴見区潮田町2-99に本社を移転する。

2016年 3月

本社と営業所・倉庫を分離し横浜市鶴見区に関東事業部横浜営業所を開設。

2016年 3月

福島県郡山市に東北事業部郡山営業所を開設。

2016年 4月

資本金400万円を増資、1,000万円となる。

2016年 5月

福島県郡山市に「郡山チルド物流センター」を開設。

2016年 9月

ファミリーマート 高津下野毛店を第3号店目として開店。

2016年 11月

ファミリーマート 川崎旭町一丁目店を4号店目として開店。

2017年 7月

ファミリーマート アスロード小田栄店を5号店目として開店。

2017年 8月

元祖博多中州屋台ラーメン 一竜鶴見東口店を開店。

2017年 9月

埼玉県川口市に関東事業部川口営業所を開設。

2018年2月

サンクスよりブランド転換によりファミリーマートアスロード横浜生麦店を6号店目として開
店。

2018年4月

資本金1,000万円を増資、2,000万円となる。

2018年7月

株式会社イズミック横浜支店のセンター運営受託開始により横浜市保土ヶ谷区に横
浜中央センターを開設。

2018年12月

当社１００％出資による完全子会社ロジホールジャパン株式会社を設立。

2018年12月

横浜市鶴見区市場大和町1-11に本社・グループ本部を移転する。

2019年4月

ファミリーマートアスロード 鶴見向井町店を7号店目として開店。

2019年9月

ファミリーマートアスロード 港北下田町店を8号店目として開店。

2020年4月

滋賀県の運送会社をM＆Aにて買収し、同時にアスロードウイング株式会社へ商号変
更。
滋賀県のアスロードウイング株式会社を神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1-11アス
ロード物流グループ本部内に移転する。
ファミリーマート アスロード川崎マリエン店を9号店目として開店。

2021年2月

ファミリーマート アスロード川崎ロイネット店を10号店目として開店。

2021年4月

川崎市川崎区に東扇島物流センターを開設。

2019年10月
2019年10月

