
Copyright ©  2012, Superex, All  Rights Reserved. 

         

1 

2020年 1月 
 

株式会社スーパーレックス 
医薬品事業部 



Copyright ©  2012, Superex, All  Rights Reserved. 

         

2 



Copyright ©  2012, Superex, All  Rights Reserved. 

         

3 

名     称：株式会社スーパーレックス 

設     立：1993年（平成5年）4月1日 

資 本 金：245,295千円 

本社所在地：神奈川県相模原市中央区清新8-20-52 

代表取締役：名倉 祐一 

従 業 員 数：社員170名 役員5名 パート1,039名 

主 要 株 主：株式会社ハマキョウレックス 

       伊藤忠ロジスティクス株式会社 

       ゼリア新薬工業株式会社 

事 業 内 容： ①3PL企画・ロジスティクス・ソリューション提案 

       ②物流センターオペレーション 

       ③納品代行決済 

                   ④医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品 

       製造業「包装・表示・保管」 

主要取引先： 伊藤忠ロジスティクス株式会社 

        株式会社イトーヨーカ堂 

       ゼリア新薬工業株式会社 

本社倉庫近景 

企業概要 
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1999 札幌市・埼玉県新座市・大阪府摂津市でOTC直販メーカー物流センター運営開始 

2011 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2003 
2002 

2001 
2000 

埼玉県川口市に医薬品共配センターを開設、卸向け医薬品物流センター新規開始 

 大阪府大東市、神奈川県厚木市に医薬品共配センターを開設 
川口医薬品センターにてOTC直販メーカー物流新規受託 

 川口市の卸向け物流を厚木市に移転 
新座市・摂津市のOTC直販物流をそれぞれ川口市・大東市に移転 

大阪府枚方市、埼玉県入間郡に卸向け医薬品センターを開設 

2004 

 福岡県小郡市に卸向け医薬品センターを開設 
北海道石狩市にて薬粧卸物流受託 

川口医薬品センターにて医療機器物流新規受託 

 厚木市の卸向け物流を群馬県館林市に移転 
館林医薬品センターで「卸売販売業許可」取得 

 札幌市・千葉県野田市・大阪府門真市・佐賀県鳥栖市で 
OTC直販メーカー物流センター新規開設 

   川口医薬品センターにて医療機器・医薬品の通販物流新規受託 
  鳥栖医薬品センターにてOTC直販物流センター開設 
 大東医薬品センターにて薬粧卸向け物流受託 
札幌・野田・門真医薬品センターにてジェネリック物流新規受託 

2010 

 川口医薬品センターにて外資系卸向け物流新規受託 
札幌市で薬粧卸物流新規受託 

川口センター 

医薬品事業部の歩み 
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荷
主
企
業
様 

倉庫や配送車輌のようなアセットを自社保有せず、案件ごとに立

地・パートナーを組み合わせた【最適結合】により、お客様に最

適な物流ソリューションをご提供致します。 

作業を【パート化】し過度な設備投資を抑える事により、物量波

動やオペレーション変更にもフレキシブルな対応が可能です。 

ライトアセット型
物流企業 

センター管理社員は日計収支表を元に【日々決算】のつもりでコ

スト管理。ムダを見つける最善最速の手法です。 

現場社員には常に【疑問の目】を持つことを義務付けています。

それが物流センターの品質向上・コスト削減に直結し、お客様へ

のフィードバックにも繋がります。 

コスト意識 
現場改善意識 

卸を経由しない【OTC直販物流】を得意としています。多種多様

な伝票セットや配送指示も正確に、タイムリーに行います。 

倉庫内での入出荷だけでなく、届け先様・得意先様への【正確な

着荷までが物流企業の使命】と考え、物流のアンカーに当る配送

業者の指導・管理は特に徹底しています。 

リテール重視 

㈱
ス
ー
パ
ー
レ
ッ
ク
ス 

ローコスト・ハイクオリティ物流のご提供 

オペレーションの特色 
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センター立地 

◆ 東北道：館林ICより5分 
  →館林駅まで15分 

  →首都高：川口Jct.まで40分 

  →東北道：久喜白岡Jct.まで30分 

  →北関東自動車道：太田桐生ICまで30分 
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物件詳細データ 

主要項目 内容詳細 

構造設備 竣工 平成19年1月 

構造 SRC造 壁：ALC板 t=100 

屋根：ガルバリューム鋼板 グラスウール100mm ダブル折板 

面積 敷地全体 17,652.00m2（5,339.73坪） 

倉庫部分 10,968.75m2（3,318.04坪） 

事務所1 185.00m2（55.96坪） 

事務所2 80.00m2（24.20坪） 

主要項目 要件 内容詳細 

管理設備 温度管理 1～30℃未満担保 全館空調完備 

入出荷エリアはビニールカーテンで仕切り 

防虫防鼠 
定期的モニタリングと対
策 

専門業者による防虫調査（1回/3ヶ月）と防鼠調
査（1回/半年） 

セキュリティ 防犯カメラ・センサー監視・電気錠 

その他 防塵塗装・遮光 防塵塗装済・天窓ナシ 

保管設備 重量物 ～750Kg/PL 重量ラック・移動ラック・プッシュラック 

中軽量物 ～50Kg/梱 中量ラック・軽量ラック 

保冷品 1～15℃・重量ラック 

危険物 乙種第四類 
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物件概要《平面図》 
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物件概要《立面図1》 
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物件概要《立面図2》 
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物件写真 

プッシュラック 

移動ラック 

倉庫前面遠景 

危険物倉庫 

保冷庫内装 

加工室 



Copyright ©  2012, Superex, All  Rights Reserved. 

         

13 

取得業許可 

① 医薬品卸売販売業   （許可番号： 館卸売第00002号）  

② 毒物劇物一般販売業（許可番号： 館一第00031号） 

③ 高度管理医療機器販売・貸与業 （許可番号： 館高機00027号） 

④ 医薬品製造業      「包装･表示･保管」 （許可番号：10AZ200010） 

⑤ 医療機器製造業   「包装・表示・保管」 （許可番号：10BZ200092） 

⑥ 化粧品製造業      「包装・表示・保管」 （許可番号：10CZ200051） 

⑦ 医薬部外品製造業 「包装・表示・保管」 （許可番号：10DZ200023） 

⑧ 体外診断用医薬品製造業          （許可番号：10EZ200002） 


