
オオトリ物流会社案内

〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町10丁118



ご挨拶

会社概要

お客様にご満足いただける質の高い商品やサービスをお届けさせていただくことが私たちの使命と考えています。
私たちの社是は「信頼」です。倫理・道徳心をもっていい仕事をして信頼される会社をめざし日々進化してまいります。
今後とも、お引立ての程よろしくお願い申し上げます。

名称 オオトリ物流株式会社
本社所在地 大阪府堺市西区鳳北町 10 丁 118
電話番号 072-262-2500　（代表）
FAX 番号 072-262-0066
創業 昭和 28 年 7 月 1 日（西暦 1953 年）
資本金 3,000 万円
営業種目 一般貨物自動車運送業（近畿自貨第 1364 号）
 第一種利用運送業
 貨物運送取扱事業
決算月日 年 1 回　10 月 31 日
代表者名 中西　泰一
トラック部 072-262-2121
 072-262-0066（FAX）
トレーラー部 072-262-3535
 072-262-0066（FAX）
引越サービス 072-262-2000
 072-262-9900（FAX）
年間売上高 1,500,000,000 円
年間扱量 850,000 トン

加入団体 大阪府トラック協会（泉州支部）
 堺市運輸事業協同組合・堺市陸運会
 海上コンテナ部会
 近畿交通共済協同組合
 西堺交通安全協会
 西堺警察友の会
 西堺防犯協議会
 堺労働基準協会
系列会社 株式会社トータルプラン　NAKANISHI
 大阪府堺市西区鳳北町 10 丁 118
 072-262-3400
 072-264-4560（FAX）
 株式会社セントウエス
 大阪府堺市西区上 670 番地 88
 072-266-0088
 072-262-0066（FAX）
所有車輛 トラクター 25 台
 シャーシ 80 台
 10t 車 13 台
 4t 車 15 台
 4t ユニック車 1 台
 3t ゲート車 4 台
 2t ウイング車 2 台
 2t 車 15 台
 2ｔ冷蔵冷凍車
 1t 車 2 台
 高所作業車 1 台

6台

フォークリフト 
営業車 

2 台
8 台



沿革

アクセス

昭和 28 年 7 月 1 日 設立　鳳運送
 本社所在地　大阪府堺市西区鳳南町 4 丁 476 番地
 代表取締役　中西　謙治郎

昭和 44 年 4 月 11 日 社名変更　おおとり運送株式会社
 代表取締役　中西　義明

平成元年 8 月吉日 本社ビル新築・本社所在地変更
 本社所在地　大阪府堺市西区鳳北町 10 丁 118

平成元年 9 月 1 日 社名変更　オオトリ運送株式会社

平成 18 年 10 月 1 日 オオトリ物流株式会社
 代表取締役　中西　泰一

オオトリ物流株式会社
大阪府堺市西区鳳北町 10 丁 118
072-262-2500

・ 最寄りの公共交通機関
 ＪＲ阪和線「鳳」駅より車で約 5 分
　・ 最寄りの高速道路出口
 阪和自動車道「堺」インターより車で約 10 分
 阪神高速「堺」インターより車で約 5 分



運輸安全マネジメントの取り組み

輸送の安全は我社の根幹であり、輸送の安全確保が最重要であることを深く認識し、全従業員が徹底して安全確保に邁進致します。また、
安全計画・実施計画の策定、実行、反省改善を確実に実行し、安全委員会の開催、社内研修の実施において全従業員が一丸となり業務
を追行することによって、絶えず輸送の安全に努めます。

①交通法規を厳守致します。
②人身事故・物損事故発生の防止に努めます。
③安全意識の高揚を図ります。

輸送の安全に関する基本方針

本社に提示し、安全計画・実施計画についての会議等を行います。

社内への周知方法

令和5年度も人身事故をゼロに、物損事故を半減

輸送の安全に対する目標

令和5年度安全計画・実施計画の策定や、安全委員会を開き事故防止のための教育を積極的に実施します。

目標達成のための計画

ミーティングや会議時、ドライバーとの安全に関する情報交換会において、安全注意等の情報共有・伝達を通じて安全教育を実施し全
員の意識の向上に努めています。

輸送の安全に関する情報交換方法

令和5年度、内部チェックを定期的に実施します。

輸送の安全に関する反省事項

営業所に提示するとともに安全委員会で報告し、問題点の改善方法を周知します。

反省事項に対する改善方法

令和4年度は人身事故ゼロ、物損事故半減を達成出来ました。

安全に関する目標達成状況

令和4年度、人身事故0件、物損事故2件
自動車事故報告規則第2条に規定する事故0件

事故に関する情報

交通安全運動最終日、普段から車の運転に携わる従業員の
方々を対象に安全講習会が催され、大阪交通災害遺族会の事
務局長に交通安全に関する話をしていただきました。
講習会の最後に募金箱と併せてご寄付を献上し、大阪交通災
害遺族会より交通安全を願う折り鶴を受贈いたしました。

交通安全運動の実績

安全講習会 折り鶴 大阪府西堺警察署長 西堺交通安全協会



環境への取り組み

アイドリング中にも車は燃料を消費しています。荷物の積み降ろし待機中など停車中には、エンジンを OFFにします。

アイドリングストップ

堺市健康づくりパートナーへ登録

平成 30 年 6月 30日・9月 29日両日において「堺市西保健センター」様を講師とし従業員健康教育を実施しました。

従業員健康教育の実施

令和元年 8月 22日に、AEDを設置いたしました。

AEDを設置いたしました

天然ガス車両を導入し、排気ガス排出の軽減に努めています。

天然ガス車両の導入

急発進や急加速は燃料を余分に消費するので控えます。

急発進・急加速をしない

加速性能を低下させて燃費を悪くするので、余分な荷物は減らします。

余分な荷物を減らす

ころがり抵抗を抑えるために、タイヤの空気圧は指定されている適正な値に調節します。

タイヤの空気圧を適正な値にする

現在の車では、性能的に長時間の暖機運転は必要ないので、出発前の暖気運転は短くします。

出発前の暖機運転は短く

必要のない減速・加速は燃料を消費します。一定のスピードで走るよう心掛けます。

不必要な減速・加速を避け運転する

一般道路では時速 40Kmで燃費を考え経済的に走行します。

経済速度で走る

平成31年1月4日登録

堺市健康づくり
パートナー登録証

特定健康健診
（メタボ健診）の
推進に取り組んでいます

健康づくり、がん予防の
啓発に取り組んでいます



【安全性優良事業所】に認定（Gマーク）

オオトリ物流株式会社は、平成 21 年度全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である社団法人全日本トラック協会により、トラック運送
事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価され、一定の基準をクリアした事業所である「安全性優良事業所」として、
認定をされました。

荷主企業がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（全日本トラック
協会）が厳しい評価をし、認定した事業所です。マークは安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の証です。

安全性優良事業所とは

安全性優良事業所の認定の対象となるのは会社単位ではなく、事業所単位で、有効期間は 3年間等です。

キメ細かな認定対象

応募された書類は、都道府県トラック協会で受付、全国実施機関で審査を行い、安全性評価委員会で公平に評価されます。
委員会は、学識経験者、労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成されています。

公平な評価

「安全性に対する法令の遵守状況」「事故や違反の状況」「安全性に対する取組の積極性」の 3 テーマに、計 41 の評価項目が設けられ
ています。
100点満点中 80点以上の評価点数を取得した事業所が安全性優良事業所として認定されます。

3テーマ41項目の厳しい評価



【引越事業者優良認定制度】に認定（引越安心マーク）

オオトリ物流株式会社は、平成26年度より創設された「引越事業者優良認定制度」認定事業者です。

全日本トラック協会では、平成26年度より「引越事業者優良認定制度」を創設致しました。
当制度は、安全・安心な引越サービスを提供すると全日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認定するものであり、
該当事業者には優良事業者の証として「引越安心マーク」が交付されます。

「引越安心マーク」とは

【働きやすい職場認証制度】認証

オオトリ物流株式会社は、令和2年8月、国土交通省において、自動車運送事業（トラック・バス・タクシー事業）の運転者不足に対応する
ための、総合的取組みの一環として決定された、「働きやすい職場認証制度」の認証事業者です。

職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、
各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。

「働きやすい職場認証制度」とは

【健康経営優良法人 2023】認定

オオトリ物流株式会社は、令和5年3月8日、日本健康会議において、健康経営優良法人 2023に認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践し
ている大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点
で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

「健康経営優良法人認定制度」とは
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