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■ 沿 革

1975年（昭和50年）10月、川崎近海汽船及び日本沿海フェリー2社の共同
運航による貨物フェリーが東京／苫小牧間に3隻投入され、運行を開始。
当社も昭和50年11月に一般区域貨物自動車運送事業免許の区域拡大と
カーフェリー輸送に必要な相互乗り入れ協定を取り交わしカーフェリー
輸送に着手する。
その後、川崎製鉄関連の鋼材輸
送を軸として関東圏から北海道道
東地区への輸送を開始。1999年か
らは段階的にウィング車を投入、同
年11月には南王丸が東京／大阪
／宮崎航路に就航したのに伴い、
南九州地区への輸送にも積極的
に参画した。
更に2003年4月には苫小牧に連絡
事務所を開設。
2017年9月札幌事務所開設。



■ 業務内容

１．第二種貨物利用運送事業

◆ RORO船及びフェリー船舶を使用
した無人航送式トレーラー輸送

２．内航取り次ぎ業務

◆ 海上コンテナの内航輸送

◆ 在来船輸送

◆ 小口貨物輸送

◆ 陸上輸送



■RORO船無人航送式トレーラー輸送の方法とメリット・デメリット

＜メリット＞

出 荷 納 品陸上輸送 １０００ｋｍ

出 荷

納 品

海上輸送 7００ｋｍ陸上
輸送
15０ｋｍ

陸上
輸送
15０ｋｍ

＜デメリット＞

４．ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ化による
CO2削減に貢献！

１．燃料高騰への対策
※陸送距離の短縮！

２．乗務員不足への対策
※陸送距離の短縮による
作業形態の改善！

３．就労時間規制問題への対策
※長時間運転の改善！



釧路苫小牧

日立
常陸那珂

東京

清水

苅田

細島
油津

大分

八戸

常陸那珂 ⇔苫小牧
八戸 ⇔苫小牧
日立 ⇔釧路

常陸那珂 ⇔清水
清水 ⇔大分
大分 ⇔苫小牧
(週一便 土曜乗船→水曜配送)
東京 ⇔細島・油津

常陸那珂港でのトランシップにより、
北海道~北九州・南九州の一貫輸送にも
ご 対 応 致 し ま す！

仙台

名古屋

仙台 ⇔苫小牧
名古屋 ⇔仙台
千葉 ⇔広島

広島

※ 2018年3月5日より新規航路就航 ※
静岡県 ⇔ 大分県 ！！！
出港：23：00
入港：19：00（翌日）
（最短3日間輸送可能）



ＲＯＲＯ船及びフェリー船舶を使用した
無人航送式ﾄﾚｰﾗｰ輸送

顧
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社
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集
荷
手
配

乗
船
手
配

集荷手配
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③集荷ｼｬｰｼ
④集荷資材

配
送
手
配

乗船手配

①乗船手配
②下船手配

納
品
完
了

配送手配

①配送日時
②配送ﾍｯﾄﾞ

顧
客

完了報告

受領証送付

■ 輸送業務の流れ



■ 各所拠点（事務所・車庫）

（株）ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（本社）
国内輸送部 国内輸送課

〒108-8540
東京都港区芝浦2-1-13
TEL 03-3452-6281
FAX 03-3451-2926

常陸那珂トレーラーヤード

車輌収容台数 100台分

（株）ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
国内輸送部 国内輸送課
苫小牧事務所
〒053-0056
北海道苫小牧市あけぼの町3-3-13
TEL 0144-53-6262
FAX 0144-57-6248

苫小牧トレーラーヤード

車輌収容台数 150台分

東京有明トレーラーヤード

車輌収容台数 ３８台分

静岡県清水区トレーラーヤード

車輌収容台数 １０台分

大分市大分港トレーラーヤード

車輌収容台数 １０台分

（株）ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
国内輸送部 国内輸送課 札幌事務所
〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西5-2-12
住友生命札幌ビル6階
TEL 0144-53-6262
FAX 0144-57-6248



■ 保有車輌一覧

内寸長 内寸幅 床面高 最大積載量

(m/m) (m/m) (m/m) (kgs)

１２ｍ　平ﾎﾞﾃﾞｨｰ 11.745 2.390 1.425 19.500 22台

１３ｍ　平ﾎﾞﾃﾞｨｰ 12.600 2.400 1.425 21.500 51台

１２ｍ　半低床 11.750 2.400 890 21.000  4台

１３ｍ　半低床 12.670 2.400 940 22.300 2台

１３ｍ　Ｗing 12.600 2.380 1.335 20.000 66台

１３ｍ　保冷Wing 12.600 2.380 1.385 20.000  5台

１２ｍ　冷凍車 11.560 2.264 1.386 17.500 18台

車輌諸元表

保有車輌一覧
台数
（１68台）

13m Wing

12m平ﾎﾞﾃﾞｨｰ
12m半低床

13m平ﾎﾞﾃﾞｨｰ

13m 保冷Wing

12m 冷凍ｺﾝﾃﾅ



■ 車輌諸元表 （１２ｍ平ﾎﾞﾃﾞｨｰ）

※アオリ全量取り外し可能

内法長：11.745m 内法幅：2.390m 床面高：1.425m 【最大積載19.600～19.900ｔ】 ※アオリ１.0ｍ



■ 車輌諸元表 （１３ｍ平ﾎﾞﾃﾞｨｰ）

※アオリ全量取り外し可能

内法長：12.560m 内法幅：2.400m 床面高：1.425m 【最大積載21.400～21.700ｔ】 ※アオリ0.77ｍ（ﾌﾗｯﾄ使用可能）



■ 車輌諸元表 （１２ｍ 半低床）

※アオリ全量取り外し可能

内法長：11.750m 内法幅：2.400m 床面高（低床部）：0.890m 【最大積載21.000～21.500ｔ】 ※アオリ0.57ｍ



■車輌諸元表 （１３ｍ 半低床）

※アオリ全量取り外し可能

内法長：12.670m 内法幅：2.400m 床面高（低床部）：0.940m 【最大積載22.300ｔ】 ※アオリ0.37ｍ



■車輌諸元表 （１３ｍ WING）

※全車輌20㌧積載

内法長：12.600m 内法幅：2.380m 内法高：2.310m 【最大積載20.000～20.600ｔ】



■車輌諸元表 （１３ｍ 保冷WING）

※全車輌20㌧積載

内法長：12.475m 内法幅：2.410m 内法高：2.280m 【最大積載20.000～20.600ｔ】



■車輌諸元表 （１２ｍ 冷凍コンテナ）



■輸送実績 （鋼材・鐵骨・橋梁・大型機械）

各種建材各種建材

スカイツリー建築
にも貢献！
スカイツリー建築
にも貢献！

鐵骨部材鐵骨部材

橋梁部材橋梁部材

各種鋼材各種鋼材

農 機農 機重量コイル重量コイル



■輸送実績 （樹脂・建材・石膏・生活雑貨）

原料品原料品 石 膏石 膏

食品関連食品関連

建 材建 材

生活雑貨生活雑貨



■コンプライアンス

一般的制限 特認可能限度

2.5m 2.5m 3.5m 車体幅

3.8m 3.8m 4.3m 3.8m
単車 12.0m 13.2m
連結 12.0m 17.0m
単車 20～25t 20t 25t
連結 28t 20t 40t

10t 10t 10t 規定無し

5t 5t 5t 規定無し

12.0m 12.0m 12.0m 規定無し

道路交通法

輪荷重

最小回転半径

長さ

総重量

12.0m 自動車長 x 1.1

積載物の重量が
制限以下

道路運送車両法
保安基準

車輌制限令（道路法）

車両の幅

高さ

軸重

特殊車輌通行許可申請

制限外積載許可 申請

制限を超えると・・・

特車許可取得には約2ヶ月！
＋

制限外許可取得には約1ヶ月！



Ｑ１：トレーラーとはどのような車ですか？

■Ｑ＆Ａ

Ａ１：トレーラーを理解するにはまず牽引自動車から説明致します。
牽引自動車（けんいんじどうしゃ）とは、自動車（主に貨物自動車）の形態の一つ。
運転席と荷台や客車が分離できる構造のもので、前者をトラクター（またはヘッド
またはけん引車）、後者をトレーラー（被けん引車）と呼ぶ。
一般的にトレーラーの名称で使用される車種はセミトレーラー形式が多く、主に
トラクタ－とトレーラーの両方が連結されることを前提とした構造になっており、
連結時にはトラクタ－の第5輪（連結部分）がトレーラーの前輪となる。トラク
ター単体には基本的には積載スペースがなく、トレーラー単体には前輪がないため、
非連結時にはどちらも運搬車としての役割を果たしません。

Ｑ２：トレーラーにはどんな種類がありますか？
Ａ２：貨物に合わせ様々な車種があり、当社は主に下記の車種をよく利用致します。

①高床セミトレーラー（一般的な貨物全般を補えます）
②ウイングトレーラー（袋物・ﾊﾟﾚｯﾄ物などや水濡れ厳禁な貨物などに使用されます）
③低床トレーラー（高さ・幅・重量がある貨物などに使用されます）
④ポールトレーラー（長さがある貨物などに使用されます）

Ｑ３：トレーラーにはどんなメリットがありますか？

Ａ３：トレーラーは使用用途によって様々ですが、主に一般的なトラックとの違いは車輌
のスペックにあります。例えば重量を積む際に２０㌧の貨物がある場合トラックを
使用しますと10㌧ﾄﾗｯｸが２台必要になります。しかしトレーラーであれば２０㌧積
載可能な為１台で補う事が出来ます。もちろんコストカットにも繋がります。
更にトレーラーは連結が外せますので、ＲＯＲＯ船などを使用する際も、トレー
ラーだけ乗船し乗務員が一緒に同乗する必要がなくなります。無駄な燃料費を省く
事が出来ます。
（※但し必要に応じて乗務員も一緒に乗船する事もあります。）



Ｑ１：燃料油価格変動調整金（ＢＡＦ）とは、どのようなものですか？

■Ｑ＆Ａ

Ａ１：燃料油価格変動調整金（ＢＡＦ）とは“Bunker Adjustment Factor”の頭文字を
取ったもので、意味としては燃料となる重油の価格変動に対して調整される割増
料金の事です。

Ｑ２：許可ってどんなときに使用するのですか？

Ａ２：当課で主に取得している許可は以下の通りです。

・特殊車両通行許可・・・ 特殊車輌（ﾄﾚｰﾗｰ、ｸﾚｰﾝ車etc）が道路を走行する為に
必ず必要とする許可

・制限外積載通行許可・・・道路通行規定にある寸法を超えた場合に必要な許可

・大型通行禁止区域通行許可etc

Ｑ３：ＲＯＲＯ船とはどのような意味ですか？

Ａ３：ロールオン・ロールオフ船の略。
船体と岸壁を結ぶ出入路「ランプ」を備え、貨物を積んだトラックや自動車などが
が、そのまま船内外へ自走できる船です。港から港へトラックやトレーラー・自動
車などを大量に輸送する事が出来ます。



■倉庫事業

・保税倉庫・定温倉庫

・２００９年４月横浜市南本牧地区に大型倉庫を開設！
1F-5F（常温庫）（各）6,637.41m2 (2,007.81坪)



■お問い合わせ

（株）ダイトーコーポレーション
物流事業ユニット 国内輸送部 国内輸送課

ＴＥＬ ０３－5520－1300
ＦＡＸ 03－3520－1987

（住所：東京都江東区青海4-1-16）


