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グループ事業内容

URL. http://www.ban-ei.co.jp
検索磐栄ホールディングス

環境にやさしい運送事業を目指して
自動車運送業として高品質のサービスを提供するとともに、CO2排出に伴う地球環境の悪化を防ぐため、環境保全
活動に積極的に取り組んでいます。
グループ会社の核となる磐栄運送株式会社では、環境保全活動の一環として「再生可能エネルギー事業（太陽光
発電・風力発電）」と「植物工場事業」を展開し、環境保全・省エネルギーを推進しています。

環境保全への取り組み

■ 小型風力発電事業
発電容量：19.5kw　発電電力量：約4万kwh/年

■ 植物工場事業
レタス等の年間出荷量：約98万株（約74t）
※1株あたり75g

■ 林業
木材、木質チップの生産・販売 
郡山市内に1,300haの森林保有
（東京ドーム約277個分）

■ ビーイーロジ協同組合
第一種貨物利用運送事業認可、
ETCカード事業・軽油・タイヤ

■ 酒類事業
清酒、リキュールの製造販売

■ 農業法人（農地所有適格法人）
取扱品目：オリーブ、黒にんにく、米、野菜類

■ 太陽光発電事業
設置容量：13,257kw　発電電力量：1,500万kwh/年
（一般家庭 約3,500世帯分年間消費量相当）

■ 倉庫業
倉庫総面積：23,059坪（約76,230㎡）

■ 一般貨物自動車運送事業社員
総数：1,421名　車輌総数：1,273台

■ 石油製品卸売業

■ 宅地建物取引業

■ 産廃収集運搬業

■ 自家用車有償貸渡業

※平成31年現在グループ総売上高 年商約183億円

小型風力発電事業植物工場事業太陽光発電事業

設置容量：13,257kw
発電電力量：1,500万kwh/年
（一般家庭 約3,500世帯分年間消費量相当）

太陽光発電事業
レタス等の年間出荷量：約98万株（約74t）
※1株あたり75g

植物工場事業（JGAP認証農場）

木材、木質チップの生産・販売
郡山市内に1,300haの森林保有
（東京ドーム約277個分）

林業
発電容量：19.5kw
発電電力量：約4万kwh/年

小型風力発電事業
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お客様のニーズに合わせた最適な輸送サービスの提供を実現するために、グループ全体の経営指導にあたる持株会社として「磐栄ホールディングス
株式会社」を設立しました。拠点網整備・拡充とＭ＆Ａを積極的に推進したことにより社員数1,421名を擁する万全の体制を実現。磐栄グループは総
合力でお客さまの幅広いニーズにお応えいたします。

物流と環境の未来へDesign the Next

磐栄グループ組織図

ごあいさつ

　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げ
ます。磐栄グループの母体となる磐栄運送株式会社
は、昭和36年に設立以来、安全・確実・迅速な輸送
の実現を基本理念とし、荷主企業の皆さまとの強固
な信頼関係を構築し、地域経済の発展を支える物
流企業として地域貢献に尽力して参りました。また、
東日本大震災後は関東地区の営業所展開とＭ＆Ａ
を積極的に推進し、物流能力の更なるポテンシャル
アップを目指した結果、震災前と比べて約10倍にも
なる企業規模を実現致しました。
　平成28年3月、総合物流企業としての更なる基盤
強化と磐栄グループ全体のコーポレートガバナンス
の確立、並びに、強靭でスピード感のある経営戦略
を確立することを目指し、純粋持株会社 磐栄ホール
ディングス株式会社を設立致しました。今後、磐栄グ
ループは更なる企業成長を目指し、グループ内のイ
ンフラ拡充や社員の教育研修を強化し、皆さま方
の良きパートナーとして社会貢献の実現に向け精
進して参ります。
　お客様のニーズに合わせた最適な輸送サービスを
提供するために、総合物流企業としての更なる対応
力強化と確固たる経営基盤の確立をグループ全社
が一体となって推進して参ります。
　今後とも変わらぬご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

皆さま方の
良きパートナーとして
社会貢献の実現に向け
精進して参ります。

代表取締役

村田 裕之 

Top  Message
磐栄ホールディングス（株）福島県いわき市

磐栄通商（株）福島県いわき市
1,200････････････････････7 磐栄通商

磐栄ハウジング（株）
福島県いわき市

磐栄アグリカルチャー（株）
福島県いわき市

エムケー物流（株）福島県大玉村

7･･･････5 エムケー物流（白河営業所）
･･ 41 5,0004 エムケー物流（本社）

安佐物流（株）栃木県佐野市
22 3,109････････････12安佐物流

全埼物流（株）埼玉県久喜市
17 ････････････････････････ 13全埼物流

蓮沼商運（株）茨城県筑西市
･･･････････････････････ 4514蓮沼商運

川俣貨物（株）福島県川俣町
3 川俣貨物（本社） 46 1,200･････
6 川俣貨物（白河営業所） 5･･･････････

（株）福島北桑運輸 福島県桑折町

2 福島北桑運輸（本社） 59 1,600･
9 福島北桑運輸（いわき営業所） 7････

磐栄運送（株）福島県いわき市
78 2,200･･････1 磐栄運送（本社）
82 5,500･･8 磐栄運送（勿来営業所）

･････････ 3118 磐栄運送（埼玉営業所）
･････････ 5219 磐栄運送（千葉営業所）
･････････ 2920 磐栄運送（市原営業所）

･････････ 1016 磐栄運送（前橋営業所）

（有）イノウエ運輸 新潟県上越市

21････････････････････10イノウエ運輸

群馬中央運送（株）群馬県前橋市
25･･･････････････････15群馬中央運送

みなと運輸（株）兵庫県姫路市
13･･････････････････････34みなと運輸

（株）立川運送 栃木県佐野市

40 1,650････････････11立川運送

日水運輸（株）茨城県那珂市
35 250･･････････････13日水運輸

（株）大紀陸運 神奈川県横浜市

････････････････ 5321 大紀陸運（本社）
･･･････････ 622 大紀陸運（市原営業所）

（株）益田陸運 岐阜県下呂市

････････････････ 1923 益田陸運（本社）
･････････ 1324 益田陸運（高山営業所）

21 100･･･････････････28 野島運送
野島運送（株）静岡県浜松市

････････････ 4926 マルエイ運輸（本社）
･･･････ 727 マルエイ運輸（小牧営業所）

マルエイ運輸（株）愛知県名古屋市

51････････････････29 山忠運輸（本社）
19 850･･30 山忠運輸（堺営業所）
9 400･31 山忠運輸（摂津営業所）

21･････････32 山忠運輸（神戸営業所）
17･･････33 山忠運輸（神戸西営業所）

山忠運輸（株）大阪府大阪市

34･････････････････35 アイライン物流
（株）アイライン物流 東京都台東区

5･･･36 アイ・エヌ・ジーコーポレーション

（株）アイ・エヌ・ジー
コーポレーション 東京都江戸川区

12････････････････････････43 五月運輸
五月運輸（株）東京都足立区

･････････････････････････ 944 南洲機興
（株）南洲機興 栃木県小山市

････････････････････････ 2945 田島運送
（株）田島運送 福岡県八女市

････････････････････････ 7946 東邦運輸
東邦運輸（株）北海道釧路市

24････････････････････････37 常陽建商
（株）常陽建商 茨城県日立市

･･･････････････････ 2038 八雲運輸商事
八雲運輸商事（株）北海道二海郡

･･･････････････････ 2040 平林運輸商会
（有）平林運輸商会 東京都足立区

････････････････････････ 3625 金川運輸
金川運輸（株）愛知県名古屋市

･･････････････････････････ 541 ウタガワ
（株）ウタガワ 福島県いわき市

････････････････････････ 3442 協立運送
協立運送（株）静岡県藤枝市

････････････････････････ 2039 丸井運送
（有）丸井運送 福島県大玉村

※平成31年現在

トラック（台）

倉庫（坪）

グループ間の共同事業化を目指し
協同組合を設立。組合員の経営資源の
共有化を図り、効率的な物流体制を構築。

ビーイーロジ協同組合
ETCカード事業 共同運送事業

共同PR事業タイヤ・燃料等の共同購入事業

社員総数：1,421名　車輌総数：1,273台　倉庫総面積：23,059坪


