
apex international inc.
We believe we do what 

we have to do, 
not what we ought 

there is no speed limit 
on the road to excellence

私達，エイペックスインタ－ナショナルは物流輸送に関わるあらゆるノウハウを蓄積し，数々の豊富な経験全てを結集し設立致しまし
た。私達はこのステップを次の世紀にそして次のチャレンジに向けています｡

今日の物流輸送サ－ビスは今までの伝統的機能を越えようとしており，まさに情報化，グロ－バル化へと進み，迅速で確実しかも低
コストな効率的なシステムに基づく輸送が求められております。私達はこの様なニ－ズにお応えするために豊富な知識，経験そして
常に新しい事に向かう創造力を駆使した輸送をご提供致します。

私達は常にル－ルに従ってこの物流輸送を展開してゆきます｡明確さ，完全性，プロ意識それが私達のモット－です，なぜならそれ
がお客様と私達の長期に渡る相互の利益に繋がると信じるからです。そして近年刻々と変化し続けるこのインタ－ナショナルトレ－ド
マ－ケットのニ－ズにお応えし続ける能力と意思，それが私達の成功に帰すると考えております｡

これらのチャレンジに，そしてそれぞれ個々のお客様のニ－ズにお応えし続けるために私達エイペックスインタ－ナショナルはお客
様の立場での提案をし，最適な輸送サ－ビスをご提供致させていただきます｡

私達のサ－ビスはグロ－バルにビジネスを展開されるお客様全てのニ－ズにお応えする為に、すべての国と地域をネットワ－クで結
び迅速な対応はもちろん、海上及び航空輸送の様々なスケジュ－ル、また海上と航空を合わせたＳＥＡ／ＡＩＲサ－ビスなどきめ細か
なサ－ビスでまさに個々のお客様に最適の輸送手段をご提供させて頂きます｡ そして国内外のお荷物の集荷から配送はもちろん面
倒な通関手続きの代行や損害保険の代理、または海外引越しの手配など今日の国際輸送に携わる全てのプロセスにおいて信頼と
実績に優れた “ＤＯＯＲ ＴＯ ＤＯＯＲ” サ－ビスを展開させていただきます｡

Company Profile

Together with a group of well experience staffs, we established Apex International. We take this step to face the new
challenge and new century that lies ahead of us.

Today logistics goes beyond the traditional functions of cargo handling, inventory management and transportation
arrangement.

As the world move towards a knowledge base and hi-tec transportation, we are here to participate and enable a smooth
excellent service.

We conduct our business in accordance with high ethical standards.Transparency, integrity and professionalism are our
hallmarks because we believe in long-term mutual benefit for the client and ourselves.

We attribute our success to ability and willingness to respond to the constantly changing market environment that has come
to characterize the field of international trade.

To meet these challenges, Apex International offers an array of services tailored to the needs of each individual customer.



-企業理念- < Philosophy>

Range of Services

We service virtually every country, every parts of the world.

We can provide you and your customers the flexibility and options

necessaryto complete in today’s marketplace by offering a variety of

services and by utilizing prime service providers.

We offer options necessary to complete in today’s international

market by offering a variety of carriers and routings to ensure

reliable, frequent sailing schedules.

Global Network

CONFIDENCE.. It's a probably the first word that pops into your 

mind when you choose the company to work with.Maintaining an 

outstanding worldwide network of agents is another major 

commitment we make to our customers.

These agents are carefully selected over the years because they meet 

our demanding standards and are experts in their area of the world.

Through our highly efficient services network, we can send our 

customers cargo to and from all over the world.

The loyalty to our customers and overseas partner confirms the 

wisdom of our strategy. 

For us, that is the greatest encouragement of all.

Why Us??

In response to the constraints and demand of the international trade, 

we put our experience and market knowledge to work to ensure the 

three essentials for the business today: quality, security and 

competitiveness.

As a medium-sized company, we are able to offer a personalized 

service for each of our customers and we are committed to 

implementing all the necessary human and technological resources, 

Our customers always come first.

APEXでは、会社の規模の大きさにかかわらず、お客様お一人、

お一人に、ご満足いただけるよう、特にスピ－ド、コスト、システム、

コミュニケーションに重点を置きロジスティクスサービスを提供さ

せていただいております。

我々には今日までお客様がマ－ケットへ効率よく製品を供給で

きるようサポ－トしてきた様々な経験と、実績があります。

今後も我々のサポ－トが御社の将来の成功に繋がると信じて

おります。

私たちの最終目的は、計画的に効率よくカスタマイズされたロジ

スティックサービスを通して、お客様の将来を形作らせていただ

く事です。私たちはスピーディーな物流を達成しそれをお客様

へ提供するように常に努力し、お客様のご要望に忠実に沿える

よう、常に結果を出す為に努力させてただきます。

私たちの理念それは、「相互の成長」です。

高品質なサ－ビス提供の第一人者となる

最高レベルの顧客満足を求める

従業員を大切にする

お客様にとって最良のビジネスパ－トナ－となる

我々APEXはこのフレイトフォワ－ディング及びロジスティックスの

業界において常に主要企業の一社であると自負しております。

既存のお客様が、弊社と他社とを区別していただけるのは今ま

であらゆる点で努力してきた結果だと信じております。

私たちは常に高い意識でプロフェッショナルたる基準を設定し

その結果、私たち企業は継続的に、また着実に規模を拡大させ

ていくことが出来き、今日本当に大きくお客様の幅を広げること

が出来ました。

今日のグロ－バル経済では、製品をスム-ズに輸送することが、

荷主様企業の成功に必要不可欠です。その為に我々は、迅速

な対応や、費用効果がよい方法を提案し御社に最も適した輸送

をカスタマイズさせて頂きます。我々は広範囲なロジスティックス

サ－ビスを提供出来る世界で最も有力なフレイトフォワダ－の一

社でありどのようなシチュエーションにおいても、御社の条件に

最も適した輸送方法をご提供致します。

これからの御社の物流基準をクリアなグロ－バルマ－ケットに！

是非我々APEXをお役立て下さい。



私達のサ－ビスはグロ－バルにビジネスを展開されるお客様全のニ－ズにお応えする為に、すべての国と地域を

ネットワ－クで結び迅速な対応はもちろん、海上及び航空輸送の様々なスケジュ－ル、また海上と航空を合わせた

ＳＥＡ／ＡＩＲサ－ビスなどきめ細かなサ－ビスでまさに個々のお客様に最適の輸送手段をご提供させて頂きます｡

そして国内外のお荷物の集荷から配送はもちろんに貨物を輸送するための梱包作業また面倒な通関手続きの代行

や損害保険の代理、または個人のお客様のためには海外引越しの手配など今日の国際輸送に携わる全てのプロセ

スにおいて信頼と実績に優れたＤＯＯＲ ＴＯ ＤＯＯＲ” サ－ビスを展開させていただきす｡

また今日においては三国間物流も主流になり、いかに相手国、中間国の情報や貨物状況を迅速にキャッチできるか

がサ-ビス基準となっております。APEXは各国にはあらゆる輸送専門知識を持った現地

スタッフが常駐しており現地においての規則、規定に従い最も適した輸送方法を提案し一刻も早くお客様の貨物を安

全な輸送を提供させていただきます。

www.apexintl.co.jp
The web booking 

The web quotation

The weekly sailing schedule

EDI ( Electronic Data Interchange )

APEXのオンラインサ－ビスではお客様の様々なニ－ズ
に合わせて様々な情報また便利な機能をご提供させいた
だいておりスケジュ－ルのダウンロ－ド、WEBブッキング、
貨物のトラッキングサ－ビス等お客様のWeb Booking, 
Cargo Tracing, 様々な情報をお客様のインタ－ネットから
簡単に取り寄せます。

-サ－ビス- < Service & IT service >



-加盟団体 - < a member organization>

FIATA
International Federation of 

Freight Forwarders Associations

JCCI
The Japan Chamber of 

Commerce Industry

IATA
International Air Transport 

Association

JIFFA
Japan International Freight 
Forwarder Association Inc.

HALAAL
International Hub



APEX OSA

APEX TYO

Call APEX right now !!

Looking for a 

professional  Forwarder 

you can trust ??  

Ocean Freighting

Need to ship your goods to or from Japan by sea ?

Our ocean freight team will link to you the right connections to move your goods fast

and safely whether for imports, exports or transship, we are FMC bonded provider.

Air Freighting

Need trouble-free air freighting ?

As a member of IATA and RA ( Regulated Agent ), we promise to handle your freight with

competitive rate and safety handling, our airfreight team has the experience and

expertise to ensure smooth shipment of your cargo to any part of the world.

Surface Transportation

Need to move your cargo by land fast, safely and at competitive rates ?

We have the quality service you insist on, providing, consolidation / charter /

special trailer etc.

Customs Clearance
Need well experienced customs specialist to clear your cargo to shorten the lead time ?

We have well trained and experienced customs specialist standing by.

Warehousing

Need warehousing space for your cargo either for consolidation, distribution or value-added

activities ?

We have the experience and knowledge to meet your requirements.



Concert handling

Museum handling

Exhibition goods handling

Project cargo handling

Looking for  Specialty 
Service provider ? 

■ Time critical cargo hadling
■ Emergency Clearance
■ Dedicating transport for the instruments

■ High value cargo handling
■Well Knowledge regulation & customs
■ Proper crating for high value cargo

■Well organized planning & team work
■ Unofficial time handling
■ ATA CARNET handling

■ Various style of crating
■ Ro/Ro, BB, OOG cargo handling
■ Installation Job



名称

NAME

株式会社エイペックスインタ－ナショナル

APEX INTERNATIONAL INC.

本社

HEAD OFFICE

〒105-0012東京都港区芝大門2-4-6豊国ビル7階

7F, Toyokuni Bldg.2-4-6, Shiba-Daimon Minato-Ku, Tokyo

105-0012 Japan 

設立

FOUNDATION

平成12年6月8日

June.08.2000

業務内容

MAIN BUSINESS

国際複合輸送業／ 損害保険代理／前各号に関する諸業務

Freight Forwarding ( NVOCC)

資本金

CAPITAL

5,000万円

Yen 50,000,000.-

取引銀行

BANKS

三井住友銀行

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

代表者

PRESIDENT

黄 スティ－フ

Steve Ko

国内事業所

東京本社

TOKYO HEAD OFFICE

〒105-0012東京都港区芝大門2-4-6豊国ビル7階

7F, Toyokuni Bldg.2-4-6, Shiba-Daimon, Minato-Ku, Tokyo

105-0012 Japan 

Tel : 81-3-5408-3588 Fax : 81-3-5408-3589  

大阪支社

OSAKA BRANCH 

〒541-0054
大阪市中央区南本町2丁目3番8号KDX本町ビル601号
#601 KDX Minami-honmachi bldg . 2-3-8

Minami-honmachi, Chuo-ku, Osaka 541-0054 Japan 

Tel : 81-6-6265-5872 Fax : 81-6-6265-5873

-会社概要 - < information >


