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わたしたちは、常にお客様のニーズに応えられるよう、創意工夫によりお客様の期待を上回
る品質を提供すべく日々努力して参りました。その積み重ねとお客様、協力者様のご支援に
より L物流と商号を改めて 15年目を迎えることができました。
物流を取り巻く環境はまだ著しく変化していく今日ですが、お客様第一主義と２つの安全へ
の取り組みを貫き、最適なサービスを提供するために日々改善・創意の取り組みを追求して
参ります。 社員及び支えていただいているご家族の皆様のおかげと心より感謝いたします。



貨物自動車運送事業

時代のニーズの変化に対応する為に、
現状に囚われることなく徹底した
見直し・改善取組を行っていく。

お客様第一主義
CUSTOMER FIRST
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大手コンビニエンスストア店舗配送業務…
商品を保管する物流センターから　三温帯（フローズン・チルド
［加温］・ドライ）に対応した二層式トラックでカバーエリアへの店舗
配送業務を行っています。
幹線輸送業務…
メーカーや倉庫会社様の拠点を結ぶ幹線輸送を　三温帯（フロー
ズン・チルド［加温］・ドライ）に対応した二層式トラックで対応。
10t クラスでも三温帯の商品を一括輸送することが可能です。
スポット輸送業務…
緊急のスポット輸送にも柔軟に対応可能な体制を整えています。

店舗毎への商品の仕分け、ピッキング、梱包作業など、
物流に関わる代行業務を承ります。

●▼

仕分け作業納品代行業務●▼

自社開発の直結型冷凍機付きトラック専用アイドリングストップ
システム「エア・エコ・システム（AES）Ⅲ」の製造・販売業務を
行っています。
設定した庫内温度センサーとアイドリングストップシステムを連動
させ、燃料費を削減するシステムです。
［特許番号：5390291 号］

省エネルギー装置の製造・販売業務●▼

働く女性を応援します●▼

L物流では女性が働きやすい環境
づくりに努めています。
女性ドライバーも積極的に採用し、
女性ドライバー向けデザイン車両の
導入や、それぞれが求める働き方を
選択できるよう柔軟な勤務体制を整えて貴重な人材確保の
取り組みを行っています。
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※三温帯とは　　フローズン・・・ -25℃　　　　加温・・・・ 18℃～20℃
　　　　　　　　 チルド・・・・・ 0℃～10℃　　ドライ・・・ 常温
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中国・山陰地方をメインエリアに九州・福岡から四国、名古屋までを営業エリアとして、食料品輸送を中心とした各種サービスを
展開しています。
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保有車両設備
L 物流は各拠点合わせて211台（2018年5月現在）の車両を保有しています。
お客様のニーズに対応する三温帯輸送トラックをはじめ、サイズは２t、3t、4t、7t、10t 車をご用意。
最適なサービスをご提供させていただきます。

 2t　1台　　3t　102台（三温帯トラック 102 台）　4t　82台（三温帯トラック 74 台・ドライ 8 台）
 7t　1台（ドライ 1 台）　　　　　10t　25台（三温帯トラック 22 台・ドライ 3 台）
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●デジタコ全車両配備
　国土交通省認定・新基準デジタルタコグラフを全車両へ配備。法律を遵守し、
　ムリやムダのない安全な運行管理を行い、燃料のロスを減らし環境負荷の低減
　を目指します。

●GPSによる効率的な運行管理
　GPSにより、位置情報や庫内温度の状況を把握し、顧客サービスの向上や効率的
　な運行マネジメントを行います。

●バックアイ・ドライブレコーダー
　保有車両のほぼ100%にバックアイカメラ・ドライブレコーダーを装備。
　安全に関わる設備を積極的に導入してまいります。

●三温帯輸送トラック配備
　　三温帯（フローズン・チルド［加温］・ドライ）に対応した各サイズのトラックを
　配備。二層式トラックを用いた一括輸送による効率的な配送により顧客サービス
　の向上と環境負荷低減に努めています。

●エア・エコ・システムによる燃料費削減と環境負荷の低減
　自社開発の直結型冷凍機付きトラック専用アイドリングストップシステム「エア・
　エコ・システム（AES）Ⅲ」により、ムダな燃料消費を減らし、CO2を削減します。

●安全と品質への高い意識を醸成する職場環境つくり
　5S（「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」）の徹底によりムダ、ムラ、ムリの排除を
　図っています。またコンプライアンス遵守や安全と品質への高い意識を醸成する職場
　風土つくりのための社内情報共有や点検マニュアルの作製などを推進しています。

L物流では地球環境保全に配慮した取り組みを行い環境に優しく、また安定した事業活動を通じて地域社会の豊かさ
に貢献してまいります。
（2015年度安全優良事業所認定 山口営業所・201８年度安全優良事業所認定 大阪営業所）

※



会社概要 業務内容

〒692-0207　島根県安来市伯太町東母里 1183 番地 17
　　　　　　　 TEL：0854-37-9955　FAX：0854-37-9958

現会長 久保宗明が L物流（有）を開設。
同時期に鳥取営業所、山口営業所を開設。

市町村合併に伴い、本店住所が島根県安来市伯太町東母里
1183-17 に変更。

Ｌ物流（有）からＬ物流（株）に商号変更。

広島営業所を開設。

岡山営業所を開設。

鳥取営業所を閉鎖し、同時期に境港営業所を開設。

大阪営業所を開設。

岡山県岡山市北区大内田 1374-1の土地を購入。
岡山第 2（事務所）開設。

代表取締役社長 久保宗明が代表権を持った会長に退き、専務取締役 久保徳明が代表取締役社長に就任。

広島第 2営業所を開設。

営業所一覧
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Ｌ物流の歴史

社　　名　　Ｌ物流 株式会社

設　　立　　平成 15年 4月

資 本 金　　1,500 万円

代 表 者　　代表取締役社長　久保徳明

従業員数　　637名[ うち女性 162名 ]（令和４年３月末現在）

売 上 高　　40億 2,670 万円（令和 3年 3月期）

車両台数　　248台（令和４年３月末現在）

1. 道路運送法による貨物自動車運送事業

2. 食品の仕分け納品代行業務

3. 省エネ装置の製造および販売業務

4. 前各号に附帯する一切の業務

伯太営業所　〒692-0207　島根県安来市伯太町東母里 1183番地 17
　　　　　　　　　　　　　 TEL：0854 -37-9955
　　　　　　　　　　　　　 FAX：0854-37-9958

山口営業所　〒754-0001　山口県山口市小郡上郷 5262山口CDC内
　　　　　　　　　　　　　 TEL：083-976-5211
　　　　　　　　　　　　　 FAX：083-976-5311

広島営業所　〒738-0039　広島県廿日市市宮内工業団地 1-5
　　　　　　　　　　　　　 TEL：0829-30-6622
　　　　　　　　　　　　　 FAX：0829-30-6623

広島第2営業所　〒731-3169　広島県広島市安佐南区伴西 3丁目 7番 5号
　　　　　　　　　　　　　 TEL：082-962-3004
　　　　　　　　　　　　　 FAX：082-962-3014

境港営業所　〒684-0046　鳥取県境港市竹内団地 133番地
　　　　　　　　　　　　　 TEL：0859-30-3912
　　　　　　　　　　　　　 FAX：0859-30-3913

岡山営業所　〒701-0304　岡山県都窪郡早島町早島 4507-33
　　　　　　　　　　　　　 TEL：086-441-3075
　　　　　　　　　　　　　 FAX：086-441-3076

岡山 第２（事務所）　〒701-0165　岡山県岡山市北区大内田 1374-1
　　　　　　　　　　　　　 TEL：086-259-1150
　　　　　　　　　　　　　 FAX：086-259-1151

岡山笠岡事業所　〒714-0062　岡山県笠岡市茂平 1381-60
　　　　　　　　　　　　　（株）あじふく中国物流センター 2Ｆ
　　　　　　　　　　　　　 TEL：0865-63-8882
　　　　　　　　　　　　　 FAX：0865-63-8883

大阪営業所　〒566-0062　大阪府摂津市鳥飼上 4丁目 4番 36号
　　　　　　　　　　　　　 TEL：072-646-8315
　　　　　　　　　　　　　 FAX：072-646-8316

東大阪営業所　〒578-0901　大阪府東大阪市加納 6丁目 2番 34号
　　　　　　　　　　　　　 TEL：072-800-5106
　　　　　　　　　　　　　 FAX：072-800-5107

名古屋事業所　〒497-0013　愛知県あま市七宝町川部行田 18番地 2Ｆ
　　　　　　　　　　　　　 TEL：052-433-9011
　　　　　　　　　　　　　 FAX：052-433-9012

・女性も働きやすい環境づくりへの取り組み

・環境負荷軽減への取り組み
　（エア・エコ・システムの開発）

・二層式トラックを用いた三温帯輸送に
　よる効率的な食品輸送への対応

・チェーンストアの高度なロジスティック
　業務への対応

●

●

●

　

●

徹底した改善への取り組み


