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CORPORATE PROFILE
アイエヌライングループ　会社案内

〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水703-1

〒876-0045 大分県佐伯市大字上岡2768-1

〒871-0831 福岡県築上郡吉富町大字直江656-1
tel.0979-33-7739  fax.0979-33-7663

tel.096-213-4662　fax.096-213-4663

tel.0972-28-5255　fax.0972-28-5266

東九州デイリーフーヅ株式会社





自動車部品 精密機械

輸送品目

雑貨 日用品

医薬品 化学薬品 飲料 原料

青果 鮮魚 食品 自動車
キャリアカー

毎年、年頭に全車両停止で行っています。

倉庫保管・荷造梱包 車両輸送事業

貨物運送取扱業務

一般貨物運送事業

業務案内

車両整備

安全への取り組み～運輸安全マネジメント～

 安全総決起大会

アイエヌラインは「ホワイト物流」
推進運動の趣旨に賛同し、右記のように
取り組むことを宣言します。

アイエヌラインは「ホワイト物流」
推進運動の趣旨に賛同し、右記のように
取り組むことを宣言します。

太陽光発電を備えたエコ倉庫の導入地球環境保全への取り組み 街頭啓蒙活動 災害対策訓練 交通安全教室

人 方法

環境 管理

安全、安心に向けて日々点検整備しております。自社整備工場をも
つことにより確実な点検、車両故障の早期発見ができ途中故障を
防ぐことができます。

本社を中心に関西・関東の営業所とのネットワーク網により、全国
への確実な商品輸送を実現いたします。

一般的な輸送やルート配送等はもとより、緊急時のチャーター輸送、専用車両による特殊輸送や
エアサス車による精密機器等の輸送にも柔軟に対応いたします。

お客様の大切な荷物を預かり、物流の要望に応えるため、専用管理システムを完備し、入庫か
ら出庫・在庫管理までをトータルで管理いたします。

トラックに空きスペースが
あってもったいない…、
もっと輸送コストを抑えた
い…、急な荷物や不定期
の荷物にも対応してほし
い…、そんなお悩みをアイ
エヌラインの混載便輸送、
「シェア便」で解決！

アイエヌライングループでは、乗
務員が各少数チームに属し、リー

ダーを中心に一人ひとりが事故“０”とい
うゴールを目指し、達成していくために、
日々努力しています。

アイエヌライングループでは、毎年
1月に運輸安全マネジメント活動総

決起大会を開催し、前期の活動評価や年間目
標の設定をします。「どうすれば、目標を達成で
きるのか」を社員全員で考え、チームミーティ
ング、全体会議を通じ、意見交換しています。

アイエヌライングループでは、
ミーティングなどで意見の出

た資料、社員が情報共有できる掲示板な
どを設置するなど、「見える化」を図るこ
とにより、活動がしやすくなるよう環境を
整備しています。

アイエヌライングループでは、
運行管理者をはじめとして、管

理者も乗務員が事故“０”へ向けて安全
に運行するように業務を行っておりま
す。

「部品」「飲料・食品」
「精密機器」「プラスチック」
あらゆる荷物に対応可能！！

最新性能のキャリアカーでお客様の大
切なお車を細心の注意を払い、高い輸
送品質で全国どこでも輸送いたします。

アイエヌライングループの
SDGsへの取り組み

「ホワイト物流」
推進運動

1.社会貢献活動

2.物流効率化（シェア便） 3.ジェンダー平等（女性活躍社会の推進）

4.モーダルシフトによるコンプラ遵守の取組

大きなトラックで仕事をするのですから、安全に対する思いも人一倍。限りある資源を
大切に、皆様に愛される企業を目指し、活動しています。

【船舶や鉄道へのモーダルシフト】
長距離輸送について、フェリーや
RORO船への転換を積極的に行
います。この際に、運送内容等につ
いても必要な見直しを行います。
【荷役作業時の安全対策】
荷役作業を行う場合には、労働災害の発生防
止のため、安全作業手順作成や教育指導を
行います。

【異常気象時等の運行の中止・中断等】
台風、豪雨、豪雪等の異常気象が
発生した際は、運転者の安全確保
のため運行の中止・中断等の必
要な措置を講じます。
【働きやすい労働環境の実現】
経験のない方や女性でも安心して働ける環
境構築のため、教育制度の充実や業務内容
の適宜見直しを行います。

【幹線輸送部分と集荷配送部分の分離】
運転者の拘束時間を短縮するため、
幹線輸送部分と集荷配送部分の分離
に取り組みます。

【物流の改善提案と協力】
取引先と荷待ち時間や運転者の手作業
での荷卸しの削減、附帯作業の合理化に
ついて自ら積極的に提案します。

すべての人に
健康と福祉を3 5 7 8 9 10 11 13 16ジェンダー平等を

実現しよう
エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

働きがいも
経済成長も

産業と技術革新の
基盤をつくろう

人や国の不平等
をなくそう

住み続けられる
まちづくりを

気候変動に
具体的な対策を

平和と公正を
すべての人に



全国営業所案内 車両紹介
㈱九州アイエヌライン 本社

㈱九州アイエヌライン 鳥栖営業所

㈱アイエヌライン 三田スイッチングセンター

㈱アイエヌライン 大阪オフィス

㈱アイエヌライン 大阪営業所

㈱アイエヌライン 清水営業所

㈱アイエヌライン 埼玉営業所

㈱アイエヌライン 群馬営業所

アイエヌライングループでは、各営業所に保有していない車両でもすべての
お客様のニーズに対応できるよう、グループ間の連携を行っております。

㈱アイエヌライン 北九州営業所

㈱アイエヌライン 新門司物流センター

㈱アイエヌライン 中津営業所

㈱アイエヌライン 大分営業所

東九州デイリーフーヅ㈱ 本社

東九州デイリーフーヅ㈱ 大分豊海チルド物流センター

㈱アイエヌロジスティクス 本社

アイエヌライングループ 情報センター

㈱マルニシ

㈱安全モータース

熊本県菊池郡大津町杉水703-1
TEL.096-213-4662　FAX.096-213-4663

佐賀県鳥栖市轟木町1834-1
TEL.0942-84-1162　FAX.0942-84-1163

❹❹

埼玉県坂戸市芦山町12-4  シティハイツ田中105号
TEL.049-277-3550　FAX.049-277-3551

群馬県太田市大久保町214-177
TEL.0277-47-7828　FAX.0277-47-7829

大阪府大阪市住之江区平林南1丁目1-12  トキワビル2F 
TEL.06-6685-1355　FAX.06-6685-1388

大阪府大阪市淀川区西中島4丁目4-25  雄兆平和ビル2階C号室 
TEL.06-6390-7688　FAX.06-6390-7677

大分県佐伯市大字上岡2768-1
TEL.0972-28-5255　FAX.0972-28-5266

福岡県北九州市門司区新門司北2-4-3
TEL.093-481-0232　FAX.093-481-5310

福岡県北九州市戸畑区福柳木1-11-27
TEL.093-881-8000　FAX.093-881-8167

❻

❼

❽

❾

大分県大分市大字家島1229-1
TEL.097-574-8175　FAX.097-574-8176

大分県大分市豊海5-1994-136
TEL.097-535-7460　FAX.097-535-7461

❺❺

福岡県北九州市門司区新門司北1丁目5-2
TEL.093-481-2742　FAX.093-481-2747

❶❶
福岡県築上郡吉富町大字直江656-1
【  本　社  】TEL.0979-33-7739　FAX.0979-33-7274
【  本社（営）】TEL.0979-33-7662　FAX.0979-33-7663
【㈱奈賀商事】TEL.0979-33-7668　FAX.0979-33-7669

❷❷

佐賀県鳥栖市真木町1797-1
TEL.0942-85-7855　FAX.0942-85-7856

大分県大分市弁天１丁目1970-113
TEL.097-576-9688　FAX.097-576-9689

福岡県北九州市門司区新門司北1丁目2-2
TEL.093-481-1635　FAX.093-481-5858

大分県中津市大字植野477-1
TEL.0979-64-8883　FAX.0979-64-8884

❸❸
兵庫県三田市弥生が丘4丁目33-4
TEL.079-555-6330　FAX.079-555-6332 A B C

D E F

G IH

J K L

P Q R

M N O

静岡県静岡市清水区袖師町496-3
TEL.054-395-8668　FAX.054-395-8658

増t冷凍ウイング

大型車

大型車

大型車 大型車

4t車 4t車

4t車 4t車 トレーラ

トレーラ トレーラ トレーラ

フォークリフト フォークリフト フォークリフト

キャリアカー 移動整備車両 マイクロバス

増t冷凍バン 増tウイング

増t低床ウイング

移動整備車両

ウイング 超ロングバン

保冷バン ユニック

マイクロバス

トレーラーヘッド

ウイングトレーラ セミトレーラ 平ボディトレーラ

2.5t 1.5t 電動リーチ

キャリアカー
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㈱アイエヌライン 本社
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24 時間 365日配送安心安全に食品をお届けいたします
お客様を笑顔にすることが私たち東九州デイリーフーヅの幸せです。

食品の輸送にプライドを持ち、食品はもちろんのこと、安心もご提供いたします。
食品の輸送に関しては東九州デイリーフーヅにお任せください。

東九州デイリーフーヅ株式会社

冷凍、チルド、ドライの
トータル物流システムサービス 

アイエヌライングループでは、今日まで培った豊富な経験とノウハウで、一般的な輸送やルート配送等はもとより、緊急時のチャーター輸
送、専用車両による特殊輸送やエアサス車による精密機器等の輸送にも柔軟に対応いたします。また、近圏はもちろん、本社を中心に西日
本・東日本間の営業所とのネットワーク網により、全国への確実な商品輸送を実現いたします。
アイエヌライングループでは、安全、安心に向けて日々点検整備しております。自社整備工場をもつことにより、自分達でやれることは自分
たちで行い、自分のトラックのことを知ることでトラックを大事にすることに繋がり車両品質を上げます。それにより確実な点検、車両故障
の早期発見ができ途中故障を防ぐ事が出来ます。始業点検もただなんとなく行うのではなく、重要性を知ってから行うことで意味を持ち安
全に荷物を届けることが出来ます。
アイエヌライングループでは、お客様の大切な荷物を預かり、物流の要望に応えるため、専用管理システムを完備し、入庫から出庫・在庫管
理までをトータルで管理いたします。また、自動車部品出荷にも対応していますので、ジャストインタイム輸送にも対応可能です。

㈱アイエヌライン 本社営業所設立（大分県中津市）
代表取締役　奈賀 幾次郎 就任
貨物運送取扱事業 一般貨物自動車運送事業 認可
㈱アイエヌライン 本社営業所移転（福岡県上毛町）
自動車部品メーカー様 出荷委託業務開始
自動車部品メーカー（大分工場）様 輸送開始
冷凍・生鮮品の輸送開始
自動車部品メーカー様 輸送開始
グリーン経営認証 登録
安全管理システム導入 GPS搭載デジタルタコグラフ全車装着
冷凍・冷蔵車両温度管理システム全車装着
㈱九州アイエヌライン 設立（熊本県菊池郡大津町）
自動車部品メーカー（熊本工場）様　輸送開始
倉庫（500坪）業務開始（荷揃え・製品出荷業務・製品預り、他取扱業務）
㈱アイエヌライン 本社営業所移転（現住所）
地球温暖化対策 チーム・マイナス6％に参加
農産物直売所『遊・食・品・交流』の情報発信基地【銀杏の木】をオープン
運輸安全マネジメント推進活動開始
倉庫（600坪）新設
㈱アイエヌライン 北九州営業所設立（門司区新門司）
㈱アイエヌライン 大阪営業所設立（住之江区南港）
第1回無担保社債  金5000万円 発行
㈱九州アイエヌライン 鳥栖営業所設立（佐賀県鳥栖市）
日本貨物運送協同組合連合会 加盟
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 京築分会長拝命（社長）
自社整備工場 九州運輸局認証 取得
㈱アイエヌロジスティクス 設立（大分県佐伯市）
日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 加盟

平成14年4月
　　　　　　　

4月
平成15年4月

4月
4月

平成16年1月
8月

平成18年3月
5月
5月
7月
8月

平成19年7月
平成20年6月

8月
平成21年3月
平成21年5月
平成22年4月

9月
10月

平成23年3月
平成23年11月
平成24年2月

4月
8月

平成25年4月
6月

協同組合火の国倶楽部（熊本） 設立　
第2回　無担保社債  金1億円 発行
㈱アイエヌライン 埼玉営業所 設立（埼玉県日高市）
㈱アイエヌライン 神戸営業所 設立（神戸市東灘区）
古物商許可（第902131510009号）　取得
㈱アイエヌライン 大分営業所 設立（大分県大分市）
㈱アイエヌライン 北九州営業所 移転（現住所）
㈱アイエヌライン 大分営業所 移転
第3回　無担保社債  金3億円 発行
㈱アイエヌライン 清水営業所 開設
三田スイッチングセンター 開設（兵庫県三田市）
東九州デイリーフーヅ株式会社 グループ参加
代表取締役　奈賀 幾次郎 就任
㈱アイエヌライン 埼玉営業所 移転（現住所）
三田スイッチングセンター、神戸営業所 統合
東九州デイリーフーヅ㈱ 移転（現住所）
㈱アイエヌライン　大阪オフィス　開設
㈱アイエヌライン 群馬営業所 開設
アイエヌライングループ 情報センター 開設
㈱アイエヌライン 新門司物流センター 開設
㈱アイエヌライン　大分営業所　移転（現住所）
㈱アイエヌライン　中津営業所　開設
東九州デイリーフーヅ㈱ 大分豊海チルド物流センター（大分県大分市）倉庫（650坪） 開設
グループ会社 ㈱奈賀商事 株式会社アイエヌトラシードへ社名変更
㈱マルニシ グループ参加
㈱安全モータース グループ参加
㈱アイエヌライン 群馬営業所 移転（群馬県太田市）

平成26年8月
11月

平成27年2月
7月
10月

平成28年2月
3月
9月

平成29年11月
平成30年2月

3月
3月

6月
9月

平成31年4月
　　　　4月
令和元年7月

8月
9月

令和3年3月
　　　　6月
令和4年3月

4月
10月

〈加盟団体〉
・グリーン経営・公益社団法人 福岡県トラック協会・陸上貨物運送事業労働災害防止協会（陸災防）
・日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会・広域運送事業協同組合
・協同組合 火の国倶楽部・協同組合物流ネットワーク北九州

会社名
代表取締役
事業内容
事業開始
資本金

株式会社 アイエヌライン
奈賀 幾次郎
一般貨物自動車運送業・取扱事業・荷捌き 他
平成14年4月
30,000,000円

本社所在地
取引銀行
従業員数
車両台数

〒871-0831福岡県築上郡吉富町大字直江656番地1
大分銀行・伊予銀行・みずほ銀行・商工中金
グループ全体 566名（令和4年11月現在）
430台（令和4年11月現在）

会社概要

会社沿革



STORE SHOP RESTAURANT

問屋A 問屋B

ス－パー 小売店 レストラン 病院等施設

メーカー
営業所A

メーカー
営業所B 問屋A 問屋B

ス－パー 小売店 レストラン 病院等施設

メーカー
営業所A

メーカー
営業所B

冷風 冷風

後室エバポレータ前室エバポレータコンデンサ

コンプレッサ

STORE SHOP RESTAURANT

冷凍、チルド、ドライの3PL事業を展開しています
お客様の物流部門として、物流に関わる業務・管理をトータルで実行し、次の4つを実現します。

ロジスティクス
コストの削減

配送時間の短縮など、
顧客サービス
レベルの向上

生産や販売などの
コア業務への注力

人材の
ロジスティクス以外の
部門での活用

共配ネットワーク

トータル物流サービス トータル物流サービスとは、輸送、荷役作業、保管といった個別の物流サービスだけでなく
物流全体を一括して請け負うことで、物流全体の最適化・効率化を実現するサービスです。

輸　送 保　管 仕分けピッキング 流通加工

受発注業務

地域社会のために 荷主様のために 荷受様のために

ルート営業代行業務 ロジスティクス 物流コンサルタント

●通常ネットワーク ●共配ネットワーク

車両スペック

配送・集荷先エリア 当社車両の特徴
大分県内はもとより、熊本市内、宮崎市内、福岡市
内への常時集荷や配送便があり、車両状況として
各識別エリア集荷や配送便があります。

当社では2エバポレータ2層式車両で、種類の異なる温度管理品を同時輸送していま
す。効率の良い配送でお客様のニーズにお応えします。

1983年、大分市にてトラック12台で創業した東九州デイリーフーヅは、
以来、「お客さまの喜びが私たちの喜びである」という想いを胸に、大分県を
中心に福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県へと配送網を拡大してまいりました。

昨今の物流業界では、MaaSやLaaSの実用化、食品に於いてはFoodTeckな
ど、AIやIoTを活用した新たな物流改革の波が押し寄せています。私どもは、
食品物流会社として『お客様の食の安心・安全を高いレベルで担保する』こ
とを目的に、3PL事業を中心とした一貫物流体制を整えております。

多様化するお客様のニーズにお応えするべく、何が求められているのか、ど
のように実現できるかを常に考えお客様に質の高いサービスを提供する、
徹底した温度管理と衛生管理で、迅速・確実な商品配送を行い今後もさらに
高品質で高効率の食品物流システムを確立し、皆様の食生活を支える存在
になる、それが私たちの目標です。

また、ドライバーや倉庫作業者などの就業人口増加
を目指し、未経験者や女性活躍推進に注力するなど
『従業員満足度』の向上を基軸とした『お客様満足
度』の向上に取り組んでおります。

私たちアイエヌライングループは、お客様、従業員と
そのご家族すべての方々の物心両面での幸せを目指し
『安心して働くことのできる企業』を創りつづけます。

格納パワーゲートを装備し荷役時間の短縮、
荷役負担の軽減、作業品質の維持・向上など
に役立てています。

3t 車
4t 車
6t 車
10t 車

2エバポレータ2層式

2エバポレータ2層式　格納パワーゲート装備

2エバポレータ2層式　格納パワーゲート装備

2エバポレータ2層式　格納パワーゲート装備

1983（昭和58）年 大分市萩原にて
東九州デイリーフーヅ株式会社設立
（資本金1,000万円）
村山忠夫 代表取締役就任

7月

1984（昭和59）年 髙橋一成 代表取締役就任3月

1992（平成4）年 大分市萩原より大分市高松に本社移転7月

1995（平成7）年 大分市高松より大分市弁天に本社移転5月

2018（平成30）年 アイエヌライングループに参入、
奈賀幾次郎 代表取締役就任

3月

2019（平成31）年 家島センター開設(大分県大分市大字家島1229-1)4月

2020（令和2）年 本社機能を家島センターに移転3月

2022（令和4）年 大分豊海チルド物流センター 開設3月

田中辰典 代表取締役就任4月

共配ネットワークとは、交通渋滞や大気汚染の緩和策、流通経費の節減、車関連法の厳格化などの
問題を軽減するため配送事業を共同で行う共同配送のことです。

県内・県外のネットワーク力で効率的な輸送
を行い、運送費のコストダウンとジャストイ
ンタイムのお届けを実現しています。

商品の特徴・加工状態・市場での用途などに
あわせて、冷凍・チルド・ドライの3温度保管
倉庫を設備しています。

弊社の集中センターにて品物の保管・在庫
管理を行い、注文にあわせて仕分けピッキン
グを行います。

お客様の数だけ、商品の数だけ作業の仕組
みがあります。様々なニーズにあわせて、流通
加工を行います。

物流拠点となる弊社で受発注業務を行うこと
により、物流作業の効率化や在庫の可視化を
図り、トータルコストダウンにつなげます。

ユーザー店舗など納品先において、陳列・集
金等ルート営業社員の代行をいたします。

物流に対する要求の高度化・多様化に伴う
コスト高・効率の悪化などを改善すべく、お
客様のニーズにあわせたトータル物流シス
テムをご提供いたします。

現状の物流システムを把握・分析し、無駄を
省いた新たな物流システムをご提案いたし
ます。トータルでの効率化・コストダウンと品
質向上・顧客満足を実現いたします。

特徴② 格納パワーゲート

特徴① 2エバポレータ2層式車両

車両数を大幅に削除し、
環境保全に貢献できる

物流コスト削減と
営業に集中できる

荷受作業が軽減し、
コスト削減が図れる

会社案内

事業内容

代表挨拶 会社沿革

東九州
デイリーフーヅ

大分

福岡

熊本

宮崎

東九州デイリーフーヅ

車両数の大幅削除
環境保全に貢献
物流コスト削減
荷受作業の軽減

代表取締役

田中　辰典


