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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ーです。
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｡



著名な成功者の多くが勝利を手に入れる前にはたいてい大きな困難に遭遇していたことは、
歴史によって証明されています。

彼らが勝利を収める事が出来たのは、失敗する恐れに立ち向かい常に希望を失わなかったからです。

私達もこれまでいくつもの困難にぶつかり、そこから学び、そして乗り越えてきました。

私は考えます、

勝利を収めるチームと、そうでないチームとの差は、強さや知識の差にあるのでは無く、 強い意志と
チームの決断力の差にあるのだと。

我々は今までも、またこれからも、強い意志と決断力をを持って、常にチャレンジをし前に進んで行
きます。

エイペックスインターナショナル社員一同、皆様のご支援に感謝を忘れず、これからも必ずや皆様の
お役に立ち、皆様にご満足頂けます様、全力で努力を重ねる所存でございます。

そして我々の社会活動が、明るく輝かしい未来創出と美しい地球につながる事を信じて。

皆様とともに、素晴らしい明日を。

日々変わらぬ感謝を、心より申し上げます。

WE 
BELIEVE



トータルサービスで
最大のソリューションを

WE SERVE

エイペックスはロジスティクス、航空、海上、グランド、全世界の積み地から揚げ地までのトータル
サービスをご提供いたします。
エイペックスはノンアセットベースのロジスティックプロバイダーとして世界中の主要な航空会社、船
社、陸運業者、倉庫業者と提携し絶えず変化を遂げるロジスティックスのニーズを最適な形でサポート
するため、あらゆるモードをカスタマイズし柔軟かつ効率的なソリューションをご提供いたします。
さらにコストと納期を考え「航空輸送＋海上輸送」また「海上輸送＋航空輸送」など複合的な輸送もカ
スタマイズし、お客様にとって最適で費用対効果の高いソリューションご提案いたします。 我々エイ
ペックスの提供するオンタイムパフォーマンスにご期待ください。



エイペックスはIATA公認代理店 ( International Air Transport Association agent) とし
て航空会社と連携し高付加価値のある航空サービスをプレミアムからエコノミーまでまた貨物
のサイズ、危険品、ペリシャブルなど貨物の特性、緊急性などから旅客便、貨物専用便、
チャーター便等を駆使し最適なプランを組み、また最も競争力のある運賃にてご提供させて頂
きます。

集荷、配送などグランドを組み合わせたシームレスなワンストップサービスもご提供いたし
ます。

エイペックスはアメリカFMC（Federal Maritime Commission-連邦海事委員会）に認可されたOTI-
NVOC代理店( Ocean Transportation Intermediaries - Non Vessel Operating Common Carrier )で
アメリカ向けには船会社と年間契約を結び競争力のある運賃と安定したスペースをご提供いたします。

また世界中の全ての地域に対しても全ての船会社と提携しており、コンテナに満たない混載貨物、特殊
コンテナ、冷蔵コンテナ、コンテナに入らない様な大きな貨物には在来船、また車両には車両専用船な
ど貨物の特性などから最適な輸送方法とスケジュールを揃え最も競争力のある運賃にてご提供させて頂
きます、 集荷、配送などグランドを組み合わせたシームレスなワンストップサービスもご提供いたしま
す。

エイペックスのグランド輸送は全国どこへでも最適で最も競争力のある運賃にてご提供させて頂き
ます、 トラックに満たない少量貨物から交通規制を超える大きさや重量物の貨物、危険品、保冷貨
物あらゆる貨物に最適な輸送をご提供させて頂きます。

AIR FREIGHT

OCEAN FREIGHT

GROUND  FREIGHT



エイペックスのグローバルなネットワークに国境はありません。
世界中の例えば日本から遠く離れた小さな町から、また日本の裏側の小さな町までも、お客様の大切な貨
物を安心かつスピーディーに輸送させて頂きます。

我々の安心のサービスの背景には世界的に最も信頼のあるフォワダーアソシエーションに所属しておりま
す世界各国の専門性に富んだ強力なパートナーとのコラボレーションに基づきます。 例えばタイムクリ
ティカルな航空輸送には相手国の最も航空輸送に強いパートナーを選び、プロジェクト輸送においては相
手国の最も専門性と経験にすぐれたパートナ－を選びます。

もちろん納期に余裕があり価格を優先出来る場合や海上輸送は、最も運賃競争力のあるパートナーとコラ
ボレートします。

エイペックスのサービスは通常モードの輸送にとどまりません、熟練の専門スタッフがプランニングか
ら手掛けるプロジェクト輸送は数々の実績をあげ多くのお客様から賞賛を得ており、今なおリピートでご
利用頂いております、例えば遅れが絶対に許されないコンサ－ト会場への音響機材、ミュージシャンの楽
器等は専用車両を手配し、時間を問わずオンタイムでの輸送が求められます。

博物館、イベント展示会会場へは開催時期、期間、貨物の特殊性など専門スタッフによる綿密なスケ
ジューリング、作業員との細かい情報共有から必ずの成功を収めております。 工場での機械の搬出また
据え付け作業は熟練の専門スタッフにより取り扱いが行われ、特殊な取扱いを必要とされる機械において
も最も安心で適した手段をとり、またサイトの状況や環境に合わせていくつものソリューションを持ち合
わせ臨機応変に取扱いを行います。

GLOBAL NETWORK

CONCERT HANDLING

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

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

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

PROJECT / EVENT LOGISTIC



WE 
SHARE

WE 
GO GREEN

私たちが社会
にできること

APEXは「文化」「医療」「環境」を3重点領域として社会貢献活動を展開し、
APEXを取り巻く全ての方々とともに、未来まで続く、安心と美しい社会をつくることを目指しています。
室温と服装を見直して、CO2を削減。2008年度より、温室効果排出削減の施策の一つとして、
政府が推奨する「クールビス」「ウォームビズ」運動を推進しています。

これにより、東京本社と大阪支社の電力使用量及び冷暖房使用量はCO2換算値で前年度に比べて削減し
ました。企業として温室効果ガス排出削減に貢献しています。現在も継続して、「クールビズ（6月1日
～9月30日）」「ウォームビズ（12月1日～3月31日）」運動を実施中です。APEXのオフイスでは、こ
まめな消灯や待機電力OFF,印刷・コピー時の両面対応の徹底など、省エネ・省資源に取り組んでいます。

共用のプリンターの台数を減らし、使用電力の低減を図っております。
書類のピックアップと営業は極力自転車で、例えば、JR環状線圏内（半径約4km）の行動は環境に優し
い自転車で回っています。「Summer Time」の定着、2011年の大きな災害が要因ではありましたが、

エネルギーの無駄使いをしないようにとお昼の休憩時間と休憩間と終業後
に必要のない電気を消しています。

人と地球の自然な関係。私たちは好きな地球を一緒に想う。
世界自然保護基金団体WWFジャパンを支援しています。

ワールド・ビジョン・ジャパン（http://www.worldvision.jp/）
APEXはプロジェクト・サポーターを通して世界の貧困に苦しむ子供たちを支援しています。

世界の医療団（http://www.mdm.or.jp/）
スマイルクラブに参加し、世界各地で、自然災害、紛争、疾病などに苦しみながらも治療を受けられな
い人々を支援しています。

慈済基金会 （http://tw.tzuchi.org/jp/）
2011年3月14日「東日本大震災」被災地への支援について「東日本大震災」の際には、社員個人の自発
的な寄付を募っていたほか、海外の代理店からも寄付を申し出る声が寄せられており、義捐金を慈済基
金会に寄託いたしました。
社員が自主的に東北被災地でボランディア活動を支援しました。

「東日本大震災」被災地に向け、被災地で特にご要望の高い品物水、毛布などを
支援物資として台湾とマレーシアから被災地までお届けしました。



IATA
International Air 
Transport  Association

JIFFA
Japan International 
Freight Forwarder 
Association Inc.

FIATA
International Federation 
of Freight Forwarders 
Associations

JCCI
The Japan Chamber 
of Commerce Industry

HALAAL
International Hub

WE 
LEARN
日々、
学ぶことを忘れず
お客様へ
高品質なサービスを
ご提供できるよう、
常にチャレンジをし
努力致します。



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

＊ 外航利用運送事業
＊ 海上運送事業
＊ 港湾運送事業
＊ 前各号の貨物運送取扱事業
＊ 前各号に関する業務代行業
＊ 海外引越業務
＊ 損害保険代理業
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 / みずほ銀行
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
MIZUHO  BANK, LTD.

代表者
PRESIDENT

黄 スティ－フ
Steve Ko

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


