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ダイセーホールディングス株式会社



ダイセーグループ 経営理 念

C r e wに対 する思いは 創 業 時と変わることはありませ
ん。何故ならCrewが会社の全てだからです。

-これからに向けて

Daisei Next Generationへの挑戦

ダイセーグループ次の50年に向けて二刀流の経営を目
指していきます。
二刀流とは『深化 』と『探 索 』です。既存ビジネスを追
求する『深化 』・新たなビジネスを模 索する『探索』を
全社挙げ て果 敢に挑 戦することで、新たなダイセーグ
ループをCrew達と共に作って参ります。
これからも私とダイセーグループの 挑 戦は 続いていき
ます。

-これまでの軌 跡

ダイセーグループは1 9 6 9 年（昭 和 4 4 年）にトラック1
台からスタートした会社です。
私は1967年（昭和42年）New York港にて、名古屋港
への海 上コンテナシステム 受 入のため、コンテナマリ
ン社で研 修を受けていました。日本とアメリカのトラッ
クドライバーの社会的地位の差に大きな衝撃を受けま
した。日本では社 会 的 地 位 が 低いと考えられていたド
ライバーがアメリカでは誇り高い仕事だったのです。
その 経 験 から日本のトラックドライバーを誇り高い仕
事に変革したいと考え会社 創業に至りました。
創業以 来挑 戦の連 続でしたが、多くのCrew・お客様・
ご 支 援 者に支えられ 201 9 年（平成 31年）には 5 0周年
を迎えることが出来ました。私1人で創業した会社も今
では7000名を超えるCrewが働く磁場となりました。

-思い

Crewは家族

私はCrewを大切な財産であり家族だと考えています。
家 族 だからこそどんな時も真 剣に向き合います。真 剣
に支えます。真剣に叱ります。
能 力のない私ですが Cre wに対する思いだけは 誰にも
負けないと自負しています。

Daisei Next
Generationに
向けた挑戦
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ダイセーグループの全Crewと、ダイセーグループ各社は、

「一 隅において、キラリと光る存在になる」

ダイセー 社訓
一、我々は運命 共 同 体である。

一、我々は 積 極 的 戦 略に基づいて運命 共 同 体を発展させる。

一、我々は 知恵、力、勇気、信 念をモットーに生きる。

1968年（昭和43年）11月  ニューヨーク港コンテナマリン社研 修のときハドソンリバー77番 街のホテルにて閃く

ダイセーグループ Vision
天なる存 在、偉 大なる神!!

どうか 我々にお力をお与えください。

ダイセー グループを物 流 業 界No.1に

成長させる事を今ここに決 意 致しました 。

神は偉 大なり!!

神の山、シナイ山頂 上（2 , 2 8 5m）にてモー ゼが

神と通 信した場 所に座して、神に誓い 祈願する。
198 4年（昭和59年）3月7日午前7時  シナイ山頂 上にて祈願

代表取締役会長

ドライバー リフトマン

ライバル ライバル

ビジョン

デジタル      トランスフォーメーション

ミッション

エ ンバイロ メント ソーシャル ガ バ ナン ス

タスク

クルー
Ⅰ.「全Driver」・「全Liftman」・「全Crew」の「除災招福・交 通安全・無事故 達成成就 」

Ⅱ.「前年同月比はRival Rival 勝利成就 」・「予算は社長の意志 予算達成成就 」

Ⅲ.「 Vision（未 来像・理想像・憲法）」・「Mission（使命）」・「Task（任務）」達成成就

Ⅳ. 顧客第一主義・徹 底的なDigital Transformation（DX）・長期視点経営

Ⅴ. ESG[環境（Environment）・社会（Social）・企業 統治（Governance）]に取り組むド真剣な経営

Ⅵ．先祖・神仏・大自然・宇宙に感謝しよう！！

2021年（令和3年）2月3日  大盛丸平河町ビルにて作成
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History

1969- 1997- 2010-

グループ沿革

東京オリンピックや大阪万国開催決定により、道路が整備さ

れ、陸送に適した環境になっていく中、ダイセーグループも

「物流」の原点をスタートしました。

日本は高度経済成長期に入り、大量生産・大量消費が主流と

なり、20年間は主要4社で発展を続けました。

1991年頃よりバブルが崩壊し、多品種・少量生産が主流とな

り、生産体制や在庫管理が不可欠な時代となります。

「生産のみ」「販売のみ」に専念しても立ちいかない時代と

なり「ロジスティクス」の概念が生まれ、ダイセーグループは

海外にも進出するなど世の中の需要に合った会社の設立をし

ていきました。ロジスティクスが生産工程の一部を担うように

なりました。

ダイセーグループにとって成熟の20年となりました。

物流分野はネット通販が浸透し、個人宛の小口の物流が増

えていき、ダイセーグループは「売り手よし」「買い手よし」

「市場よし」の「三方よし」をテーマにグループを拡大してい

きました。

さらなる進化を続け、2019年に創業50周年を迎えました。

そして現在、社会への貢献と科学を融合させた経営集団とし

て、全42社で構成されています。

原点（発展） 成熟 進化

1969 �月��日

　　　　トラック白ナンバー１台で創業

1970 ダイセー陸運株式会社　設立（現：株式会社ダ
イエックス東京・中部・関西・九州）の4社を設立

1974 ダイセー倉庫運輸株式会社　設立

1975 東京ダイセー株式会社　設立（現：ダイセーロ
ジスティクス株式会社）

1983 ダイセーエブリー二十四株式会社　設立

1984 シナイ山頂上にて田中孝一会長（当時：44歳）
がダイセーグループを物流業界Ｎｏ．1にするこ
とを決意

1988 米国FedEx社と資本業務提携

1997 ダイセー物流株式会社　設立

1999 ダイセーハブアンドスポークス株式会社　設立
（現：ダイセーロジスティクス株式会社）

2000 パシフィックオーシャン有限会社　設立（現：パ
シフィックオーシャン株式会社）

2002 ヒタチ株式会社　グループ入り

　　　　常陸株式会社（現：ヒタチ株式会社に吸収）　
グループ入り

2004 西春運輸株式会社　グループ入り（現：株式会
社ダイセーセントレックス）

 ジェットエイト株式会社　設立

2005 ヒューマンアセット株式会社　設立（現：ヒタチ
株式会社に吸収）

2007 イズミ物流株式会社　グループ入り

 軽 貨 急 配マーケットサービス　グループ入り
（現：株式会社グローバルエアカーゴ）

2008 丸井倉庫株式会社　グループ入り（現：ダイセー
ロジスティクス株式会社に吸収）

 天津大盛運輸有限公司　設立

2009 ジュピターサービス株式会社　設立（現：株式
会社DX研究所）

2010 株式会社大宝レックス・ダイセーエコロジー株式会
社　グループ入り

 大盛丸株式会社　設立

 ダイセーホールディングス株式会社　設立

 ビジュアルテクノロジー株式会社　グループ入り

2011 東北ヒタチ株式会社　設立（現：ヒタチ株式会社に
吸収）

 阿波急行運輸株式会社　グループ入り

 ダイセー南九州株式会社　設立

 DAISEI EVERY24(THAILAND)CO.,LTD.　設立

 株式会社箱根湯本ホテル　グループ入り

 ネットワーク物流株式会社　設立（現：ダイセー東
北ネットワーク株式会社）

 ダイセー急便株式会社　設立（現：ダイセーフロン
ティア株式会社）

2012 ダイセー北海道株式会社　設立

 朝倉フーズ株式会社　グループ入り（現：フーズア
ンドフーズ株式会社）

 ダイセー黒潮共配株式会社　事業継承

 JET8 Canada Inc.,　設立

2013 DAISEI EVERY24 SINGAPORE PTE.LTD.　設立

 JET8 Myanmar Co.,Ltd　設立

2014 PT.DAISEI LOG INDONESIA　設立

2016 ダイセーテクニカルサービス株式会社　設立

 ダイセー整備株式会社　設立

 PKT every24 Logistics Sdn.Bhd.　設立

2017 Daisei VEHO Works Co.,Ltd　設立

2018 株式会社メジャーサービスジャパン　グループ
入り

 株式会社総合電子計算センター　グループ入り

 箱根暁庵株式会社　箱根湯本ホテルより独立・
分社

 Marco Polo Cargo Corporation　設立

2019 箱根ベーカリー株式会社　箱根湯本ホテルより
独立・分社

 ����年�月��日　ダイセーグループ創業��周年

 株式会社日研　グループ入り

2020 株式会社勇貴　グループ入り（現：ダイセーエブ
リー二十四株式会社に吸収）

 株式会社DX研究所　設立

 株式会社ダイエックス東京・中部・関西・九州の
４社を設立

 さざなみ南海リゾート株式会社　設立



東京都

イズミ物流株式会社

株式会社メジャーサービスジャパン

ダイセーロジスティクス株式会社

ヒタチ株式会社

ダイセーグループは現在、世界9か国や地域に拠点を展開しています。

国内175か所拠点を持ち、国内拠点・海外拠点の強化を進めています。

株式会社グローバルエアカーゴ

ジェットエイト株式会社

箱根暁庵株式会社

ビジュアルテクノロジー株式会社

株式会社DX研究所

ダイセーホールディングス株式会社

パシフィックオーシャン株式会社

愛知県

株式会社大宝レックス

株式会社ダイセーセントレックス

ダイセー整備株式会社

ダイセーテクニカルサービス株式会社

北海道

ダイセー北海道株式会社

群馬県

株式会社総合電子計算センター

ダイセーフロンティア株式会社

宮城県

ダイセー東北ネットワーク株式会社

埼玉県

株式会社ダイエックス東京

三重県

大盛丸株式会社

さざなみ南海リゾート株式会社

神奈川県

株式会社箱根湯本ホテル

箱根ベーカリー株式会社

京都府

株式会社ダイエックス関西

徳島県

阿波急行運輸株式会社

岡山県

ダイセーエコロジー株式会社

広島県

株式会社日研

香川県

ダイセー黒潮共配株式会社

福岡県

株式会社ダイエックス九州

フーズアンドフーズ株式会社

鹿児島県

ダイセー南九州株式会社

タイ

JET8(Thailand)Co.,Ltd

DAISEI EVERY24(THAILAND)CO.,LTD.

中国

天津大盛運輸有限公司

カナダ

JET8 Canada lnc.,

マレーシア

PKT every24 Logistics Sdn.Bhd.

ミャンマー

JET8 Myanmar Co., Ltd.

インドネシア

PT.DAISEI LOG INDONESIA

バングラデッシュ

JET8 Bangladesh Co., Ltd.

ベトナム

DAISEI VEHO WORKS Co.,Ltd

モンゴル

MarcoPoloCargo

株式会社ダイエックス中部

ダイセーエブリー二十四株式会社

ダイセー倉庫運輸株式会社

ダイセー物流株式会社

Business Base
国内・海外展開

世界に広がる
ダイセーグループ
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世界に「安心」と「笑顔 」を届けるダイセーグループ

創業

52年

グループ年商

758億

グループ数

42社

グループCrew数

7,210名

グループ拠点数

175拠点

倉庫面積

121,018坪

グループ車両合計

3,793台
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ダイセーグループの貨物自動車運送・倉庫事業・3PL事業は、1969年に名古屋市岳見町からスタートし、
今や全国各地に配送サービス網を持ち、アジアを中心とした海外拠点も多い、グループの主事業となっています。

貨物自動車運送・倉庫事業・3PL事業

ダイセーエブリー二十四株式会社
愛知県一宮市萩 原町萩 原字松山531番地27号

愛知県

株式会社大宝レックス
愛知県一宮市萩 原字松山531番地27号

愛知県

株式会社ダイエックス中部
愛知県一宮市大和町妙興寺字千間堂66番地

愛知県

株式会社ダイエックス関西
京都府城陽市寺田塚本216番地

京都府

株式会社ダイエックス九州
福岡県小 郡市上岩田565番地17号

福岡県

株式会社ダイセーセントレックス
愛知県弥富市鎌倉町 295番地

愛知県

株式会社ダイエックス東京
埼玉県さいたま市岩槻区大字柏崎528番地1号

埼玉県

（2020年12 月1日 データ）

ダイセーエブリー二十四株式会社

株式会社ダイセーセントレックス

株式会社ダイエックス九州

株式会社ダイエックス中部

株式会社ダイエックス関西

株式会社ダイエックス東京

株式会社大宝レックス

ダイセー整備株式会社

ダイセー物流株式会社

株式会社日研

ダイセー黒潮共配株式会社

ダイセー南九州株式会社

ダイセーテクニカルサービス株式会社

DAISEI EVERY24(THAILAND)CO.,LTD

PKT ever y24 Logistics Sdn Bhd.

グループB (ダイセー倉庫)

ダイセー倉庫運輸株式会社

天津大盛運輸有限公司

ダイセーエコロジー株式会社

グループC (ダイセーログ)

ダイセーロジスティクス株式会社 

ヒタチ株式会社

イズミ物流株式会社

株式会社メジャーサービスジャパン

株式会社グローバルエアカーゴ

阿波急行運輸株式会社

ダイセー東北ネットワーク株式会社

株式会社総合電子計算センター

ダイセー北海道株式会社

PT. DAISEI LOG INDONESIA 

ダイセーフロンティア株式会社
Marco Polo Cargo Corporation

グループD (ダイセーホールディングス・大盛 丸)

ダイセーホールディングス株式会社
ビジュアルテクノロジー株式会社
ジェットエイト株式会社
Daisei VEHO Works Co,.Ltd
株式会社ＤＸ研究所 

さざなみ南海リゾート株式会社
パシフィックオーシャン株式会社
箱根暁庵株式会社
フーズアンドフーズ株式会社
株式会社箱根湯本ホテル

箱根ベーカリー株式会社
大盛丸株式会社　

グループA (ダイセーエブリー24)



天津大盛運輸有限公司
中華人民共和国天津市滨海 新区东江路 4577号

中国

DAISEI EVERY24(THAILAND)CO.,LTD.
���� TPS Building, �th Floor Pattanakarn Rd., 
Suanluang,Suanluang,Bangkok �����

タイ
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ダイセーロジスティクス株式会社
東京都文京区本駒込5丁目28番地7号

東京都

ヒタチ株式会社
東京都千 代田区岩本町3丁目4番地6号 岩本町高橋ビル8階

東京都

イズミ物流株式会社
東京都千 代田区平河町1丁目9番5号 第三大盛丸平河町ビル 4階

東京都

株式会社メジャーサービスジャパン
東京都千 代田区平河町1丁目7番地11号

東京都

ダイセー倉庫運輸株式会社
愛知県小牧市大字入 鹿出新田字新道900番地

愛知県

株式会社グローバルエアカーゴ
東京都千 代田区平河町1丁目7番地10号 大盛丸 平河町ビル6階

東京都

阿波急行運輸株式会社
徳島県徳島市津田海岸町1125番地23号

徳島県

北海道釧路市星が浦北 3丁目1番地27号

ダイセー北海道株式会社

北海道

ダイセー東北ネットワーク株式会社

宮城県

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣83番地

ダイセー物流株式会社
愛知県小牧市村中字池田1128番地

愛知県

ダイセー黒潮共配株式会社
香川県観音寺市柞田町乙1277番地1号

香川県

鹿児島県姶良市蒲生町白男2127番地

ダイセー南九州株式会社

鹿児島県

株式会社日研
広島県広島市東区温品4丁目24番地11号

広島県

PKT every24 Logistics Sdn.Bhd.
マレーシア

No.�, One Logistics Hub, Persiaran Sungai Hampar, 
Section ��, �� ��� Shah Alam, Selangor D.E, Malaysia
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乗用車からトラック、フォークリフトまで、様々な車種・車両を販売しています。ただ販売するのみならず、車両売買・
車両備品の4Rを通じた販売を心がけています。

貨物軽自動車運送・中古自動車販売事業

2016年創業の電気工事事業。空調設備から建物設備まで電気工事士Crewがあらゆるところにまで手が届く、働き
やすさを追求する労働環境・労働空間のスペシャリスト。D-Techはリペアーカンパニーをめざします。

電気工事事業

産業廃棄物やプラスチック製品を中心にリサイクル事業を行っており、
年間20,000tを回収、再生実績があります。

リサイクル事業

国際複合輸送・国際クール宅配事業

群馬県佐波郡玉村町川井2110番地

ダイセーフロンティア株式会社

群馬県

東京都中央区日本 橋浜町 2丁目6番地1号 浜町パルクビル3階

ジェットエイト株式会社

東京都

愛知県春日井市上条町9丁目163番地1号

ダイセーテクニカルサービス株式会社

愛知県

岡山県岡山市中区藤崎683番地1号

ダイセーエコロジー株式会社

岡山県

HPC分野で研究者や開発エンジニアの方々へ、様々な規模のコンピュータープラットフォームなどを提供しています。
また、お客様への個別のシステム開発提案、ソリューション提案もおこなっています。

電子機器・システムインテグレーター事業

東京都台東区柳橋2丁目1番10号　第二東商センター1号館　3階

ビジュアルテクノロジー株式会社

東京都

株式会社総合電子計算センター
群馬県高崎市歌 川町72番地

群馬県

自動車整備事業では、物流事業を中心に国内・海外で42社を展開するダイセーグループの保有する車両の整備を
行っています。トラックを安全に走らせ、日本の物流を支える大切な部門です。

自動車整備事業

Marco Polo Cargo
Suite 201, Khatanbaatar Bldg., 2 Khoroo, 
Bayangol Duureg, Ulaanbaatar, Mongolia

モンゴル

愛知県一宮市大和町妙興寺字千間堂65番地

ダイセー整備株式会社

愛知県

世界5か国に有する現法を含め65か国に張り巡らせたネットワークで、インフラ開発プロジェクト貨物、低温・超低
温など温度管理が必要なケミカル危険品、医薬品、バイオ検体、実験用動物を専門に輸送しています。

PT.DAISEI LOG INDONESIA
GREENL AND INTERNATIONAL INDUSTRIAL CENTER (GIIC), 
Blok C J No.01, Kota Deltamas, Desa Pasirranji, 
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, 17530

インドネシア
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コンサルティング業務だけでなく、付随するシステム構築やツール作成まで一貫して行っています。

コンサルティング事業

保険代理店事業は、お客様の「もしも」に備え、保険サービスを提供しています。

保険代理店事業

経営管理事業は、ダイセーグループ各社が円滑に業務できるようグループ全体の総括・運営などを行っています。

経営管理事業

箱根町と南伊勢町で大自然を感じられる宿泊施設を運営しています。

旅館・温泉事業
DAISEI VEHO WORKS Co.,Ltd

ベトナム

Tầng 2, tòa nhà 25T 2, Lô N05, đường Trần Duy Hưng, 
Phường Trung Hòa, Thành phố Hà Nội

株式会社DX研究所

東京都

東京都千 代田区平河町1丁目8番地8号205

パシフィックオーシャン株式会社

東京都

東京都台東区花川戸1丁目13番地16号 濱松ビル 4階

ダイセーホールディングス株式会社

東京都

東京都千 代田区平河町1丁目7番地10号 大盛丸 平河町ビル2階

大盛丸株式会社

三重県

三重県度会郡南伊勢町相賀浦150番地 3号

株式会社箱根湯本ホテル

神奈川県

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋97番地

さざなみ南海リゾート株式会社

三重県

三重県度会郡南伊勢町礫浦190番地14

食品事業では、そば処やベーカリーの店舗運営や、スーパー・コンビニへの加工品卸などを行っています。幅広い
「食」の分野で社会へ貢献しています。

食品事業

フーズアンドフーズ株式会社
福岡県朝倉市甘木2243番地

福岡県

東京都千 代田区平河町1丁目7番地10号 大盛丸平河町ビル1階

箱根暁庵株式会社

東京都

箱根ベーカリー株式会社
神奈川県小田原市風祭15 4番地1号

神奈川県


