
初心と和
物流の品質で、日本一になろうという「初心」をわすれずに。

仕事をするときは「初心」に戻って、基本に徹する。

社内・社外の「和」を大切に、お客様の信頼に応え、お客様とともに、
繁栄を目指します。

1.
2.
3.

未来へつなぐ物流パートナー

継続的な成長を実現する事により会社の価値を高める。

お客様に満足して頂くサービスの提供をする。

従業員の成長と満足度の向上に努める。

会社が成長する事により社会貢献する。

企業理念

経営方針

株式会社スーパーレックス
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会社概要

1993年  4月 株式会社ハマキョウレックスおよび伊藤忠商事株式会社の出資により設立
1993年  9月 大手総合スーパーの日用雑貨TC（通過型）業務を開始
1993年10月 大手総合スーパーの衣料品HG（ハンガー荷姿による物流センター）業務を開始 
  大手総合スーパーの衣料品DC（在庫型）業務を開始
1994年  5月 第一種利用運送事業の許可取得
1999年  2月 医療用医薬品および一般用医薬品のDC業務を開始
1999年  9月 大手総合スーパー向け加工食品のTC業務を開始
2000年10月 神奈川県愛甲郡に自社センターを建設、大手ディスカウントストアの日用雑貨TCおよびDC業務を開始≪自社物件≫
2001年  1月 株式会社クーレックスを吸収合併、大手総合スーパーの生鮮食品TC業務を承継
2003年  4月 設立10周年
2003年  9月 卸・メーカー向け食品低温複合センターを開設
2004年  3月 大手ホームセンターの日用雑貨TC業務を開始
2004年  4月 大手自動車部品メーカーの産業財DC業務を開始
2005年  6月 ISO9001の認証取得
2006年12月 埼玉県北葛飾郡杉戸町に自社物件を建設、大手総合スーパー向け生鮮食品
  および冷凍食品のDC業務（温度帯変更・流通加工）を開始≪自社物件≫
2007年  7月 医薬品販売業の許可取得
2008年  8月 大手工作機械メーカーの工場前物流・DC業務を開始
2009年  8月 動物用医薬品・医療機器等の通販業務向けのDC業務を開始
2012年10月 医薬品製造業の許可取得
2013年  4月 設立20周年 
  プライバシーマークを取得
2013年  5月 医薬部外品製造業および化粧品製造業の許可取得
2013年  6月 株主の構成が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の３社となる
2015年  4月 神奈川県相模原市中央区の本社および倉庫を取得≪自社物件≫
2015年12月 航空機用内装メーカーのDC業務を開始
2016年  3月 神奈川県相模原市緑区に自社センターを建設、大手ドラッグストア向け食品のTC業務を開始≪自社物件≫
2017年  7月 航空機用内装メーカーの工場前物流・DC業務を開始
2017年  8月 大手ドラッグストア向け日用雑貨のTC業務を開始
2017年10月 医療機器製造業の許可取得
2018年  3月 子会社（株式会社スーパーサービス）を設立、大手コンビニエンスストア向け食品のTC業務を開始≪自社物件≫
2019年11月 大手コンビニエンスストア向け冷凍食品のDC業務を開始
2020年  9月 群馬県邑楽郡の倉庫を取得≪自社物件≫

会　社　名
本　　　社

電 話 番 号
事 業 拠 点
創　　　立
代　表　者 
資　本　金
年間取扱高
株　　　主

株式会社スーパーレックス
〒252-0216
神奈川県相模原市中央区清新8-20-52
（042）774-8759
全国19箇所 
1993年4月1日
代表取締役社長　名倉 祐一
245,295千円
9,790百万円（2022年3月期）
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

株式会社スーパーサービス
物流センター事業
・3PL企画、ロジスティクス・ソリューションの提供
・物流センター運営、オペレーション業務
・物流コンサルティング・人材派遣事業
・納品代金の決済・回収代行業務
・不動産賃貸事業
1,234名（2022年3月現在・連結）
ISO9001：2015（上尾センター）
プライバシーマーク（2013年4月取得）

子　会　社
主 要 事 業

従 業 員 数
品 質 管 理
個人情報管理

沿　革

会社紹介
Company introduction

株式会社スーパーレックス
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事業所案内

株式会社スーパーレックス

Office information

〒252-0216
神奈川県相模原市中央区清新 8-20-52
TEL : 042-774-8759 

株式会社スーパーレックス本社

札幌第１センター
〒003-0006
北海道札幌市白石区東札幌6条2-3-25
TEL : 011-821-2277

医薬品

杉戸センター 
〒345-0023
埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷674-1
TEL : 0480-34-1395

食  品

春日部センター
〒345-0012
埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪391-9
TEL : 0480-36-5230 

食  品

越谷センター
〒343-0856
埼玉県越谷市谷中町4-8-2
TEL : 0480-34-1395 

食  品

相模原小倉センター
〒252-0115
神奈川県相模原市緑区小倉1508-4
TEL : 042-783-5581 

食  品 産業財

相模原センター
〒252-0216
神奈川県相模原市中央区清新8-20-52
TEL : 042-774-8759

日用品 産業財アパレル・キャラクターグッズ

厚木センター
厚木第1センター
〒243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4026-1

厚木第2センター
〒243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津4036-1
ランドポート厚木愛川町3F
TEL : 042-774-8759  ※TEL本社に繋がります

産業財

大東センター
〒574-0052
大阪府大東市新田北町2-30
TEL : 072-806-5107 

医薬品

枚方センター
〒573-1132
大阪府枚方市招提田近1-7
TEL : 072-836-0620 

医薬品

箕面センター
〒562-0036
大阪府箕面市船場西2丁目1-1エリモビル4階
TEL : 072-737-5617

医薬品

神戸センター
〒651-2228
兵庫県神戸市西区見津が丘4-10-4
TEL : 078-998-3511

日用品 家庭用品

岡山早島センター
〒701-0301
岡山県都窪郡早島町矢尾808-1
TEL : 086-292-2330

日用品 家庭用品

岡山赤磐センター
〒709-0717
岡山県赤磐市小瀬木50-20
TEL : 086-995-3800

家庭用品日用品

姫方センター
〒841-0023
佐賀県鳥栖市姫方町1628
TEL : 0942-87-8887

医薬品

仙台センター
〒983-0013
宮城県仙台市宮城野区中野5-3-28
TEL : 022-254-6422

食  品

北関東板倉センター
〒374-0133
群馬県邑楽郡板倉町岩田字長良2622-1（A-2）
TEL : 0276-91-4370 

医薬品

筑波センター
〒300-1281
茨城県牛久市桂町2200-5
TEL : 029-878-6655 

医薬品

上尾センター
〒362-0051
埼玉県上尾市地頭方449-12
TEL : 048-783-0606

医薬品

川口センター
〒332-0004
埼玉県川口市領家5-9-28
TEL : 048-227-1657 

医薬品
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Room temperature logistics

総合物流

工場前物流からTC（通過型）、DC（在庫型）や個人向け物流、
流通加工など、30年に及ぶ多種多様な経験を活かし、

サービスをご提案・ご提供いたします。

～ 工場前物流からEC物流まで ～

TC（通過型）とDC（在庫型）はもとより、これらを組み合わせた
複合型物流センター業務の経験もございます。
取り扱いは、総合日用品（メーカー・卸売）、自転車用品（小売）、
スポーツ用品（小売）、キャンプ用品、ペット用品等です。

日系自動車メーカー向け、家電メーカー向けのDC（在庫型）業務を
行っております。
取り扱いは、工業用プラスチックファスナー、自動車プラスチック
部品等です。
計量器を使用し、端数のパッキング作業や、ディーラー様向けの
個装作業を行っております。       

BtoB/BtoC一体型のDC（在庫型）業務を行っております。
取り扱いは、キャラクター雑貨、プロ野球球団のグッズ、
Jリーグチームのグッズ、アパレル、アウトドアスポーツ用品等です。
値札付け、ギフトラッピング、ブリザードフラワーアレンジメント
作成等の流通加工作業を行っております。 

日用雑貨

産業財

キャラクターグッズ・アパレル

相模原・相模原小倉・厚木・神戸・岡山早島・岡山赤磐対応センター
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全国の医薬品、医療機器納品業務に対応
薬機法に基づいた「物流ワンストップサービス」のご提供

商品の「品質」と「安定供給」を第一と考え、安全・安心・安定流通の継続的な向上を進め、
お客様の様々なニーズにお応えいたします。　　
空調・温度管理のできる倉庫・保冷庫・危険物倉庫を保有し、製造ロットのみならず　
使用期限管理も承ります。　　　　

20年強の医薬品物流の経験、医薬品メーカー共同センターの運営の実績があり、
GMP ISO9001 PMSに準拠したSOPに基づく、Good Distributionを追求しております。

また、各種製造業（包装・表示・保管）の業許可を取得いたしております。
業許可が必要な各種流通加工（製造業務）に対応し、
GMP管理基準に基づき、流通加工販売促進や生産工程の一部をサポートいたします。

Medical logistics

医薬物流

札幌第1・北関東板倉・筑波・上尾・川口・大東・枚方・
箕面・姫方

対応センター
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Cold chain

食品物流

「365日24時間対応の入出荷、在庫保管サービス、配送」のご提供
  大手量販店様、コンビニエンスストア様に対応　

食品工場・産地・市場から出荷される食品全般を、スーパーやコンビニに至るまで、  
私たちは、荷主様との二人三脚によるローコスト物流体制の構築を目指し、今後も多様化するであろう 
あらゆる物流業務に対し、より良いご提案・運営サービスをご提供いたします。 

商品を即時仕分けして
納品先へ定時・定配。

商品を一時保管して
発注に応じて出荷。

商品を冷凍保管して
発注に応じて在庫から出荷。

仙台・杉戸・春日部・越谷・相模原小倉対応センター

TC（通過型） DC（在庫型） 流通加工

－25℃～＋25℃対応温度 －25℃～＋25℃対応温度 －25℃～＋25℃対応温度
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