事業案内

未 来 の 発 展 を 、と も に

未来を見据えて着実に 支え合いから、発展へ
首都圏物流事業協同組合（SLC）は、物流をはじめとする幅広い分野で事業を展開される
組合員の皆様にとって有効な事業サービスをご提供しています。
その基軸となるのが、
「共同購買事業」
「ETC事業」
「物流事業」
です。
コスト削減と事業の強化を促進する多彩な商品とサポートをご用意しています。

首都圏物流事業協同組合（SLC）は、組合員の皆様の事業を
多方面から支援する異業種協同組合です。

組合員の皆様

「組合員の相互扶助の精神」に基づき、
関東運輸局、関東農政局、関東地方整備局、

事業支援サービス

関東経済産業局、関東信越厚生局の認可を経て、
組合員の皆様にとって必要な

共同購買事業
共同購買による
スケールメリットを活かし、
貴社のコストダウンを

共同利用事業・共同購買事業・情報提供事業・福利厚生事業等を行い、
経済活動の促進と経済的地位の向上、
および改善を支えます。
組合員の皆様とともに支え合いながら、
未来の発展と飛躍に貢献していきます。

支援します。

ETC事業

物流事業

貴社の高速道路利用にかかわる

セールスプロモーションツール

経費の削減や効率化を

としてのDM発送や製品の

支援します。

発送等を品質第一にて

首都圏物流事業協同組合

許可省庁

関東運輸局／関東農政局／関東地方整備局／
関東経済産業局／関東信越厚生局

貴社PRに必要な

支援します。

幅広い業種の組合員の皆様
製造・卸売・小売・工事・修理・印刷・情報・運送・バス・倉庫・保険・不動産・ホテル・設計・コンサルタント・旅行・

組

合

理

念

組合員様の課題を解決し事業を支援する。
組合員様・関係取引先様・社員・社会に対し相互扶助の精神を以って全力で取り組み、
未来の発展をともに進めていく創造企業となり社会に貢献すること。

SLC5つの綱領
智 ― 知識・情報は常に刷新し、正しくスピード感を以って必要としている組合員様に届ける組合となる。
信 ― 組合員様が安心して事業に集中出来る様にサポートをし続ける組合となる。
仁 ― 効率的事業、業務を積極的に組入れ又は推進し時間的幸福を提供する組合となる。
勇 ― 時代の変化に対応し、絶えず進化しチャレンジを恐れない組合となる。
厳 ― 日々、規律・業務・環境整備に研鑽を積み魅力ある組合となることが社会的使命とする。

産業廃棄・整備・広告・メンテナンス……etc

経営をフルサポート

首都圏物流事業協同組合の 多彩なサービス
大口多頻度の企業様に大きなメリット
ETC

ETC
コーポレートカード

組合員の皆様の課題

高速道路を頻繁に利用する企業様向けのETC

格安提供はもちろん、セットアップまで

ETC

ETC車載器

カードです。大口多頻度割引適用で1ヶ月に3

共同購入の利点を生かして、各メーカー製
のETC車載器を、組合員の皆様に格安で

万円以上高速料金を利用する車両には断然お

ご提供しています。加えて弊組合は、車載

すすめです。既にETCカードをお持ちであって

器に車両情報をセットアップする認定店に

もさらなる割引や単価見直しによるコストダウ

もなっており、車 載 器 導 入 の み ならず、

ンが可能。
わかりにくい料金体系が
「見える化」

ETCカード発行まですべての作業を一貫

されることで、経営の安定をもたらします。ま

してバックアップし、ETCに関わる煩雑な

た、少額利用でもしっかり割引ができ、使い勝

業務負荷の軽減に貢献します。

手の良い法人ETCカードもあります。

●高速代経費が高過ぎる
●高速代割引の内容が適切か知りたい

●商用車の維持費が高い
●商用車の整備やメンテナンスなどの管理が大変
●発送コストが高く、
アッセンブリの作業も煩雑
●十分な物流倉庫を確保できない
●事務処理を軽減したい
●DMで宣伝したいがコストが高い
●小ロット発送・保管に対応してくれるところがない
●従業員への福利厚生が充実していない

課題を解決し事業を支援

●ガソリン代経費が高過ぎる

全額損金処理、購入費用＆維持費をカット

カーリース

●製造に関する技術力は高いが若手が不在で従業員の高齢化が進んでいる
●海外拠点や外国人雇用を検討中

事業運営上、車両の購入費用と維持費の負担

FU

EL

ガソリンカード

指定メーカーガソリンスタンドで給油する
際、
キャッシュレスで支払可能。後日一括請
求となるため、
コスト、使用日時、数量など

は大きく、固定費を圧迫する要因です。
また、車

の把握をしやすくなり管理が向上します。

両所有に関わる業務も煩雑で人的コストも課

また、資源エネルギー庁発表の小売価格

題となります。全額損金処理可能なカーリース

平均より安価供給しています。盗難保険に

へ切替えまたは現在ご利用中カーリース見直

も加入しており安心。入会金・年会費・保険

しでコストを軽減しシンプルな経費処理への脱

費用などは一切不要です。

却をご提案しています。お近くの提携修理工場
にてフルカバーするプランもありメンテナンス
面での不安や面倒な工程は無くなります。

●経費全体を可視化できないため、
現状のままで良いのか不安
●従業員のモチベーションが低下してきている

カーリースの各種サービスも充実しています。

統一価格でコスト管理が格段に向上

倉庫保管から発送、アッセンブリまでサポート

各種発送・梱包・
保管代行

●優秀な外国人実習生を受入したいが手続きが複雑で断念中

自社倉庫(600坪)を使って様々な物流業務の
代行サービスを行っています。封入・封緘作業、
ラベル貼りなども短期で対応し、月間50万通

家庭用常備薬
等のあっせん

従業員福利の一環として特納品をあっせん
するサービスを実施。特納品とは健保組合
など様々な組合員様に特別限定販売され

以上を代理発送。倉庫にはパレット単位から区

ている市販外の商品です。
一流製薬会社の

分保管も可能です。

お薬などを特別価格でご用意しています。

企業の国際貢献・人材交流の場を支援
開発途上国の若い優秀な人材に技能や知識を日

外国人技能実習

皆様の健康維持を支える安心サポート

本企業で習得してもらい母国発展に寄与する国
際貢献として重要な事業です。企業にとっても職
場の活性化や国際交流となります。幣組合では安
心して参画頂けるよう受入をフルサポートします。

DATA
主な事業内容
●経費削減ができる法人様向けETCカード＆ガソリンカードの発行および管理事業
●全メーカー全車種OKのカーリースあっせん事業
●ETC車載器の販売・セットアップ・取り付け事業
●迅速かつ正確な対応を可能にした各種発送・梱包・保管代行事業
●福利厚生の一環として組合員様のご家庭向け常備薬のあっせん事業
●企業信用調査や企業間マッチング、労務・財務相談等の情報提供事業
●職場の活性化・国際交流の場を広げる外国人技能実習生共同受入事業

沿革
1998年12月

設立

運送事業者を中心に中小企業等協同組合法に基づき設立

2001年07月

定款変更

地区拡大（全国39都道府県） 組合員資格(37業種)

2003年09月

定款変更

地区拡大（全国46都道府県） 組合員資格(102業種)

地区

（関東1都4県）
認可(関東運輸局・関東経済産業局・関東農水局・関東地方整備局）
事業の追加（外国人技能研修生）
認可(関東運輸局・関東経済産業局・関東農水局・関東地方整備局・関東信越厚生局）

2008年05月

就任

全国異業種協同組合連合会 専務理事就任

2009年09月

設置

600坪の自社倉庫を用いて発送代行・倉庫保管サービスを開始 物流課設立

2016年06月

認証

情報セキュリティマネジメント国際規格取得完了
ISO/IEC27001:2013 認証取得 №ISA IS 0197

組合概要
組合名

首都圏物流事業協同組合

設立年月日

平成10年12月

代表理事

宮田 輝雄

道

外環浦和
美女木JCT

京

浜

戸

田

全国異業種協同組合連合会 専務理事兼務

事業所所在地

車
自動
外環

東京

荒川

荒川運動公園

東京営業部：東京都渋谷区渋谷3-10-18

アクセス

線

道

路

埼京

島平
首都

業

北

園

首都圏物流事業
協同組合

西高

254

公

産

東

都営
三田
線
5号池
袋線

高速

線

赤羽

業務本部：埼玉県戸田市本町5-4-17
T E L：048-444-5108（代表）
048-444-0592（物流課）
F A X：048-444-4885

戸田南

17

電車：ＪＲ埼京線 戸田公園駅より徒歩7分
車 ：首都高速5号池袋線 戸田南出口より10分
東京外環自動車道 戸田西・外環浦和出口より15分

事業地区

全国（沖縄県を除く）

許可省庁

関東運輸局・関東農政局・関東地方整備局・関東経済産業局・関東信越厚生局

取引金融機関

三井住友銀行 本店営業部／三菱東京ＵＦＪ銀行 下赤塚支店／武蔵野銀行 戸田支店
東京信用金庫 戸田支店／巣鴨信用金庫 戸田支店

加盟団体

ガソリンカード
カーリース

ETC事業
ETCカード
ETC車載器

http://www.e-kumiai.or.jp

物流事業

各種発送・梱包・保管代行
家庭用常備薬等のあっせん

お問合せ

共同購買事業

全国異業種協同組合連合会(全国50協同組合加盟)

048-444-5108
9時〜17時30まで受付（土・日・祝日を除く）

