
㈱近鉄コスモス
関西梱包営業所

㈱近鉄コスモス
梱包事業のご案内
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近鉄コスモスについて
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会社概要

関東梱包営業所 〒124-0024

東京都葛飾区新小岩1-22-10 トーアファンシービル305号

TEL:03-5661-9660 FAX:03-3655-3600

成田物流センター 〒289-1601

千葉県山武郡芝山町香山新田58-1

TEL:0479-85-8343 FAX:0479-85-8349

関西梱包営業所 〒556-0017

大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル18階

TEL:06-7176-3576 FAX:06-7176-3580

関西梱包営業所 〒598-0048

りんくう梱包センター 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-21 りんくう国際物流センター4B-1

TEL:072-469-7135 FAX:072-469-7137



業務内容（お引取りから梱包、お届けまで）

下見作業
①製品の寸法、重量を事前調査させて頂き、的確な梱包形態をご提案させて頂きます。
下見作業後、製品に合った梱包仕様をご提案させて頂きます。
また事前採寸を行う事で梱包作業時間の短縮＝納期の短縮を実現致します。
②製品の解体により特殊コンテナーを利用しなくても輸送できる可能性を追求し、お客様に解体ポイントのご提案をさせて頂きます。
③搬出作業、経路の決定、輸送トラック台数の決定を行います。

工場搬出作業～国内運搬
①お引取時の一時梱包（ｴｱｰｷｬｯﾌﾟ巻きなど）及び搬出作業を当社グループ会社、熟練スタッフがより安全に作業を執り行います。
②温調、防振が必要な機器等も長年の大手メーカー様からの工場移設の経験を生かし、ベストなスケジュールでご提案致します。
③製品の特性に合わせた車両を用意し安全に運搬を致します。

輸出梱包作業：
①お客様の製品の特性に合わせた梱包仕様でご提案を致します。
②大口のご案件では、ドライコンテナー搭載分をスキッド梱包にするなど、コスト削減でのご提案をさせて頂きます。
③センシティブな製品の輸出梱包には、防振材等を取り入れ、専用の梱包設計にて輸出梱包の施工を致します。
④梱包形態は、ケース、クレート、スキッドを製品、コンテナー搭載率を考慮してご提案致します。

取り扱い製品：
自動車溶接ライン、塗装ライン、工作機械、スリッター、プラスチック成型機、食品製造ライン、コンベヤー
半導体製造装置、液晶製造装置、露光装置、検査装置
自動車（デモカー）ヘリコプター
鋼材、コイル、金型
等、工作機械から超精密機器まで様々なご対応をして参りました。
長年の経験と実績を基に確実に製品を固定し、安全で低コストなご提案を心掛けております。

近鉄コスモスなら窓口1本でお引取りから梱包、海、空、国内、ご指定場所までお届け出来ます。
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工場搬出作業、お引取り作業（輸送）

工場からの搬出作業、展示会場の撤去作業

お引取りからの流れ



海上見積作成（梱包）

貨物情報取得

お客様
依頼書
貨物情報
仕向地

＜下見採寸＞
短納期物
特殊物
大量貨物
設備物

納期確認

物量確認

仕様確認

車種・台数確認
集荷有集荷無

搬出作業確認 搬出費用算定

車輌費用算定

エクストラ

梱包設計
プロフォーマ
作成

梱包費用算定
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海上受発注フロー

お客様

見積依頼

見積
範囲確認

条件変更

内容確認
提出許可

①FOB

②CIF

見積書

①＋
船積荷役見積
海上運賃見積
（現地ポート迄）

貨物情報入手

搬出規模確定⇒搬出見積
集荷車輌確定⇒集荷見積
プロフォーマ作成⇒梱包見積
VANPLAN作成⇒ドレー見積

通関（要）⇒通関業社手配見積

集荷業社

③DDU
②＋

輸入荷役見積
輸入通関諸掛
現地引渡諸掛

③＋
輸入関税等立替

④DDP

判定
YESNO

受注

搬出業社

梱包業社

＊通関業社

自社工場

作業指示書
梱包依頼書
作成

ドレー業社

手配

＊倉庫業社

＊印は必要な場合

艀・沿岸荷役



車両一覧

空調コンテナトレーラー

半導体や液晶製造装置の大型化・超
精密化に対応するとともに航空機や

宇宙・海洋開発分野への参入を主眼
に置き設計しました。

内寸：中落ち部
L6230×W2830×H3100

� 空調ｺﾝﾃﾅﾄﾚｰﾗｰ

� 10ﾄﾝ・ｴｱｺﾝ・ｴｱｻｽ・ｳｨﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾄ
� 4ﾄﾝ・ｴｱｺﾝ・ｴｱｻｽ・ｹﾞｰﾄ
� 4ﾄﾝ・ｴｱｻｽ・ｳｨﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾄ
� 2ﾄﾝ・ｴｱｻｽ・ｹﾞｰﾄ
� 2ﾄﾝ・ｹﾞｰﾄ
� ﾙｰﾄﾊﾞﾝ

� 軽



出航に合せ南港、神戸梱包工場をお選び頂けます

【南港梱包工場】新和実業

【NACCS CODE:4IWJ2】
大阪市住之江区南港中1-3-105㈱辰巳商會内
倉庫面積：1000坪
30トン天井クレーン1基、24tフォークリフト他各種フォークリフト
施設：保税上屋
取り扱い種目：輸出梱包、ドレージ、バンニング（特殊バン含む）
艀の利用

【神戸梱包工場】 加藤梱包株式会社
神戸市東灘区深江浜町153
NACCS CODE:3EW87
倉庫面積：1,000坪
設備：25トン天井クレーン、24tフォークリフト各種フォークリフト
施設：保税上屋
取り扱い種目：輸出梱包、ドレージ、バンニング（特殊バン含む）
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名 称 ： 株式会社近鉄コスモス 関西梱包営業所

りんくう梱包センター

住 所 ： 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２１

りんくう国際物流センター ４Ｂ－１

電 話 ： ０７２－４６９－７１３５

ＦＡＸ ： ０７２－４６９－７１３７

規 模 ： ４００坪（倉庫内３１０坪、荷捌場９０坪）

設 備 ： 定温倉庫（３４坪）

７ｔﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・３ｔﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（ﾊﾞｯﾃﾘｰ）

保税蔵置場：４ＭＷ９４（２０１３年３月取得）

Air対応 りんくう梱包センター
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りんくう梱包センター地図・外観図・内観図



りんくう梱包センター内部エリア図
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りんくう梱包センター取扱商品

梱 包 ： 〇ダンボール梱包

重量物対応／強化ダンボール

危険品対応／４Ｇカートン

軽量物対応／シングル、ダブルカートン

〇木箱／木枠／スキッド梱包

○パレット梱包／パレタイズ

○保冷品梱包 ○危険品梱包

○その他特殊梱包 ○梱包設計においては

日本梱包連合会認定・梱包管理士を配置

JIS規格に則した梱包をおこないます。
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りんくう梱包センター取扱商品

保冷品、危険品もお任せ下さい。

保冷品： ＋５℃設定の定温冷蔵倉庫にて温度管理の

必要な医薬品等の保管・入出庫・倉庫内での

梱包が可能です。

危険品： ＩＡＴＡ認定危険物、国際資格取得者を配置し、

専門的な立場から製品に適応した梱包および

荷役をご提案致します。
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りんくう梱包センター保税蔵置場

倉庫内にも保税蔵置場を配置致しております。

９６坪（３１７㎡）：６２坪一般、３４坪保冷増減可能！！

・ＮＡＣＣＳとのインターフェイス！！

・梱包後シームレスな通関申告！！

・リードタイムの短縮！！

・集荷⇒キャリア搬入

・一元管理

・一貫輸送提供！！

・梱包不要なご用命も対応致します。



冷蔵設備のご紹介 （外観）

・ Ｌ１８００×Ｈ２２００までの貨物あれば

冷蔵庫内での作業・保管が可能！！

・スロープにより庫内への

フォークリフトでの乗り入れが可能！！

・２機の冷却ファンにより

５℃～１５℃の温度設定が可能！！
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冷蔵設備のご案内 （内観）

・大型冷却ファンを２機取り付けております。

・約３４坪の冷蔵庫内。

・庫内には温度記録計を設置！！

庫内の温度をデータで管理！！
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保冷梱包（KeepCoolが必要な時）

木箱、カートン、トライウォール、4Ｇカートン

保冷梱包に関しましては、輸出カートン、4Ｇカートン
の六面発泡梱包、大型トライウォールの保冷梱包、
また、木箱オーダーメードにて作成致します。
大型のロール等の保冷梱包、各種危険品の保冷梱包が
可能になります。
保冷材の種類は、ドライアイス、ブルーアイスをご用意し
ております。



直送・集荷配送

集荷・梱包依頼

車両・梱包デスク業務

入荷検品・輸出貨物処理
保税荷役・出庫処理

各種梱包業務

お客様

各社ﾍﾞﾝﾀﾞｰ様

確認・報告

関西空港

各キャリア搬入

保冷梱包作業

Air業務イメージ

関空工場処理手配

関空ご指定上屋

横持ち

KＣＩりんくう梱包センター



梱包サービスの事例

セスナ機、ヘリコプター、レーシングカー
絵画、美術品、半導体、各種装置、危険品
保冷品等、様々な用途にご対応致します。
防振梱包、吊り梱包、専用スキッド、ダンボール梱包
また、通い箱（クリップ、ボルト）、梱包資材の販売もおこなっております。



特殊梱包 防振梱包 ショック吸収
材の使用

半導体などのショックに敏感な製品に対して下
駄の一部にショック吸収材料を使用して梱包を
致します。大切なお荷物をより安全に輸送する
為の手段の一つとしてご利用下さい。。



5mmｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

特殊梱包 防振梱包ショック吸材の使用

ゲタ以外の部分で商品保護をすることにより安全な
輸送をご提案致します。



開梱、閉梱手順

開梱：ドライバーを隙間に差込み
クリップを浮かせて取り外します。

閉梱：クリップを木箱の桟の部分に
はめ込み、手で押し込むか、ハンマ
ーでクリップの角の部分を叩き押し込
み固定します。

特殊梱包 クリップ梱包

クリップ梱包の利点は、簡単にきれいに開梱することができ、
リサイクルして、往復の通い箱としてご利用頂けます。



半導体製造装置の梱包過程

＊梱包はＪＩＳ１４０３の規格に準じ梱包設計をする。

＊輸出梱包はバリア+木箱での梱包とする。バリアは透明な
ものではなく、銀色メタルバリア材 を推奨する。
乾燥剤は、シリカゲルかサンドラドライを適応数量同梱する

＊メインボディの木箱には、ティルトウォッチ、ショックウォッチ
の貼付を推奨する。



直径106.68cm長さ1227.5cm

重さ7027.0kg

重量物で長尺物の梱包はお任せ下さい。

長尺品の梱包包



特殊梱包 重量物の梱包

重量に合わせた強度計算、設計、梱包管理士が
により航空会社の規定に合わせた梱包を実現致します。

やぐら梱包スキッド梱包）



特殊梱包例 自動車の梱包

熟練した職人の技術と知恵で自動車の木箱
梱包を致しております。



梱包の一例(輸出ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ梱包）

危険品、非危険品にも対応した、
各種ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ梱包も取り揃えております。
また、全て保冷梱包の仕様に変更可能です。
発泡スチロールを自社で裁断しているため、
大きなトライウォールでの六面発砲梱包が
可能になります。



パレット梱包

紙パレット 熱処理材パレット ロール製品の特殊梱包

プラスチックパレット スキッド梱包

プラスチックパレット以外の製品に関しましては、1枚からオーダーメードにて強度を考
慮した上で製作させて頂きます。（送料別）



Ｋ－４ ３８０ｘ２７０ｘ２５０

Ｋ－５ ４２０ｘ３２０ｘ３３０

Ｋ－６ ４７０ｘ３４０ｘ３５０

Ｋ－７ ５２０ｘ３９０ｘ４００

Ｋ－８ ５３０ｘ４７０ｘ３７０

Ｋ－９ ６９０ｘ４５０ｘ５４０

Ｋ－１０ ８１０ｘ５９０ｘ７１０

特－１ ６９０ｘ４５０ｘ３３０

Ｓ－１ ４７０ｘ３７０ｘ５８０

Ｓ－２ ４１０ｘ５１０ｘ６２０

Ｊ－１ ５５０ｘ５５０ｘ５６０

Ｆ／Ｂ（小） ２８０ｘ２８０ｘ４１０

Ｆ／Ｂ（大） ３３０ｘ３３０ｘ４８０

４Ｇ（小） ３４０ｘ２７０ｘ３４０

４Ｇ（中） ４４０ｘ３３０ｘ3４０

４Ｇ（大） ５８０ｘ３９０ｘ４６０

ＢＡＧ ４３０ｘ７５０ｘ２００

輸出用カートンの取り扱い 輸出用標準カートン


