日通商事株式会社は、
「NX 商事株式会社」へ社名変更いたしました。

C OR P OR AT E P R OF I LE

沿

革

会社概要

1964（昭和39年）
5月

日通商事

設立

1978（昭和53年）
10月

コーポレートマーク制定

1999（平成11年）
10 月

企業理念制定、マーケティング・シンボル
「ALOZ」を発表

2001（平成13年）
3月

「日通商事環境憲章」策定

商

号

NX 商事株式会社

（英文表記）
本

NX SHOJI CO.,LTD.

社

東京都港区海岸 1-14-22
電話 03-6734-8800

創

立

1964 年（昭和 39 年）

資 本 金

40 億円

事 業 所

東京・名古屋・大阪・広島・福岡
・仙台・札幌ほか

2003（平成15年）
7月

本社、浜離宮パークサイドプレイスに移転

2009（平成21年）
3月

12 月

物流業界初、米国基準C-TPATに対応した
セキュリティーシステムを導入

モーダルシフトが交通関係環境保全優良事業者
として国土交通大臣表彰受賞

2012（平成24年）
9月

東京都港区海岸に新本社ビル竣工

2013（平成25年）
3月

日本通運と株式交換、完全子会社となる

2014（平成26年）
７月

創立５０周年記念事業として
公益財団法人日本盲導犬協会に寄付

2021（令和３年）
３月

リース事業を日通リース＆ファイナンス㈱へ
承継

2022（令和4年）
1月

日本通運グループの経営体制変更（ホール
ディングス体制へ移行）
グループブランド「NX」の導入
商号を「NX商事株式会社」に変更

ＮＸ商 事

検索

世界へ、ボーダーを越えろ。

物流資機材販売・工事
■物流商品・機器部

NX 商事は、物流施設で必要とされる資

機材の販売およびファシリティ工事な

ど、あらゆるサービスを全国ネットワー
クで幅広く提供しています。これまでの

製作・メンテナンス
■整備製作部

豊富な経験や知見を活かし、お客さまに

国境、時間、言語、文化、マーケット、商習慣。
さまざまなボーダーを越えて展開されるビジネス。
スピードと革新が求められるその営みを支えているのが、商流と物流です。

ワンストップでお客さまの物流ソリューションを推進。

物流を担う各種トレーラやコンテナ、車
両の架装などの開発・設計・製造に取
り組んでいます。必要に応じ世界に１

台の特殊架装車両を製作。お客様の課題

最適なアイテムを提案するとともに、コ
ンサルティングやアフターサービスにも
対応しています。また、海外からの資機
材調達にも力を入れ、お客さまのコスト
削減ニーズに応えています。

その時を支える、NX商事の〝高機能複合商社〟力。

NX商事は、新しい物流の創造を目指し、

やニーズに応えると共に、物流の新たな
可能性を切り開いています。また、全国
に整備工場とサービスステーションを展
開。あらゆる車両を対象にした車検・点検・
修理を行い、その運用を支えています。

「ゆるぎない信頼」で物流社会に貢献

この商流と物流を、お客様のニーズに合わせて最適化し、より戦略的なサービスへと高め、
スピーディーで効率的な運用をサポートすること。
そして、その先のビジネスの成功や企業の発展に寄与すること。
そこに高機能複合商社「NX 商事」独自の役割と使命があります。

輸送容器・保管機器

スーパーウイング 40

「陸・海・空の各輸送モード」や「小ロッ
ト～大ロット」などお客様のご要望に
合わせたオーダーメイドで承ります。

私たち NX 商事は、国際物流をリードする N X グループの中核企業。

世界初のフルサイドオープンで素早い
荷役が可能。

強みはグローバルビジネスへの対応力。国際調達、海外生産、多国間貿易のすべてをカバーし、

設計開発

オンリーワンの荷役機器を、国内外
の新技術を採りいれて開発。

求められる商・物流一体サービスをワンストップで提供することで、
お客さまのグローバル戦略に確かな推進力をもたらします。
自動化設備・マテハン

世界へ、未知のマーケットへ、新たな競争へ。

労働力不足、業界動向やトレンドなど、あ
らゆる物流現場のシーンで課題を解決する、
自動化ソリューションを提案します。

私たちが提供したいのは、限界というボーダーを乗り越え、
ビジネスの可能性を切り拓くことのできる力です。

国際調達
■国際営業部
■ロジスティクス・
サポート事業部

NX 商事は、
お客様のパートナー
として複数国にまたがる SCM
をサポートするため、国際調達
にはじまる一連の商・物流サー
ビスの機能強化に取り組んでい
ます。とりわけ国際調達に関し
ては、
世界中に広がる NX グルー
プのネットワークを背景にした
総合力を生かし、迅速・的確な
調達を実現しています。

総合力でSCMを支える。
グローバルネットワーク

全世界を調達先とすることで実現する国際調
達の最適化を、お客様へ提案

輸出梱包
■ロジスティクス・
サポート事業部
■国際営業部

サプライチェーンの効率化やコ
スト削減に重要な役割を果たす
のが梱包技術です。NX 商事は半
世紀に及ぶ梱包技術の蓄積を活
かし、幅広い視点から各製品に最

エネルギー
■石油部
■ LP ガス部

適な梱包を実現。新しい梱包資材
や容器の開発にも積極的に取り
組み、資源の有効活用や容器のリ
ユースなどを通して環境負荷の
低減にも注力しています。

SCMを変えていく梱包ソリューション

工事ソリューション

物流施設の機械器具（マテハン）設
置工事から、営繕・原状回復工事に
いたるまで幅広く請け負います。

物流、産業、そして暮らしを支
えるエネルギーの安定供給に取
り組んでいる NX 商事。石油に
お い て は、 ト レ ー ダ ー（ 商 社 ）
機能とサプライヤー（供給業者）
機能を備えた数少ない企業とし
て事業を展開。LP ガスについて
は 60 年の歴史を持ち一般家庭
用から産業用まで幅広く対応し
ています。

産業の暮らしのエネルギーサプライヤーへ

輸出入代行

NX 商 事 が 輸 入 者・ 輸 出 者 に な り、
煩わしい通関・決済業務等を代行。

倉庫管理システム

リテールサービス

自社開発の WMS（倉庫管理システム）
を導入し、入庫・検品・保管・出庫ま
でを一括管理。

Just In Time システム

サプライチェーンの全工程を
カバーするシームレスなサービス
が JIT 納入を実現。

LS センター

NX 商事の技術・情報・ノウハウを結集。
グローバル SCM の一大拠点として機能。

C-TPAT

米国基準 C-TPAT（テロ行為防止のた
めの税関・産業界提供プログラム）の
最高基準（Tier ３）に対応したセキュ
リティーシステムを開発・導入。

SS（サービスステーション）の運営や
給油カードシステムで、お客さまの給
油を全国でサポート。

LP ガス

地域に密着したサービスと共に暮らしのエネ
ルギーを供給。

エコ・ステーション

自動車燃料としての LP ガス供給。

特殊車両・重機整備

直営整備工場は高い技術を持ち、
クレーン車、特殊運搬車両の整備にも対応。

保 険
■保険部

NX商事は、業界大手の法人代理店
として保険サービスにも力を入れて
います。全国 75 拠点以上のお客さ
ま対応窓口を持ち、オーダーメイド
の保険設計でニーズに沿った保険ソ

リューションを提供しています。
企業に向けては、災害や事故などに
備える保険をはじめ、
「自動車事故
削減プログラム」などのリスク分析
をもとにした保険商品を提案。

企業活動を取り巻くリスクに備える

