
　1903 年日本の近代貿易発祥の地横浜で、輸出入貨物回漕業
を営む大村組回漕店として創業しました。1953 年富士支店を
分離独立し、( 株 ) 大村組として新たに船出、1973 年社名を
㈱大村総業に変更し、従来の輸送・梱包に通関業等を取り入れ、
総合物流業として確固たる地位を築いてまいりました。今後
もお客様優先で専門性の高い企業でありたいと同時に、ここ
で働く皆が大村総業で働いて良かったと思える企業にして行
きたいと思います。

〔所 在 地〕
〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市蓼原 49-4
等々力 けい子
5,000 万円
1953 年 7月 1日
40 億 7,000 万円
（2021 年 6月現在）
274 名
（2021 年 6月現在）
富士営業所
静岡県富士市五貫島
866-3
・輸出梱包
・通関業
・トラック、トレーラー 
   運搬荷役業務

Q&A

新入社員に求めるものは？

私たちは梱包のプロフェッショナルです。梱包はお客様の大切
な荷物を守るために最適な素材や方法を選ぶ必要があります。
弊社にはそのプロである「梱包管理士」が多数在籍しております。
あなたも梱包のプロフェッショナルを目指してみませんか。

〒416-0931
静岡県富士市蓼原49-4

素直さです。まずは先輩社員の言うことを聞き、その
通りに実践していくことで仕事を覚えていきましょう。

梱包や輸送、通関など、あなたのやる気次第で、様々
な分野で成長していくことができます。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

どんな社風？

研修制度が充実しています。新入社員の方には、座
学研修や現場研修を受講していただきます。

チーム一丸となって仕事を進める社風です。みんな
で協力し合いながら、1つの目標に取り組みます。

　私たちは、創業から 50 年以上続く富士ミルクグループで、
医療機器・医薬品をメインに扱う総合物流会社です。トラッ
ク乗務員、構内作業員をはじめ、業務請負・人材派遣業も行っ
ており職種は多岐にわたります。日勤、夜勤など生活スタイ
ルに合わせて選ぶことも可能です。今年度は土日祝日休み＆
GW・夏季・年末年始給の大型連休で年間休日 124 日、プラ
イベートが充実することによって仕事に対するモチベーショ
ンも上がる！そんなふうに考える当社では、働きやすい環境
づくりに力を入れています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
舞々木町 663
伊藤 忠永
1,200 万円
1986 年 7月 10 日
非公開
142 名
・一般貨物自動車運送
   事業
・貨物利用運送事業
・労働者派遣事業
・有料職業紹介事業

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

オンとオフのメリハリをしっかりつけられるので、長く安心し
て仕事と向き合えます！また希望すれば「トラック乗務員」「リ
フト乗務員」へのジョブチェンジも可能で多彩なキャリアプラ
ンが描けます！

〒418-0015
静岡県富士宮市舞々木町663

物流業界では珍しい完全土日休みの長期大型連休あ
り！！

やる気と誠実さ！どんな仕事も最初から完璧には出
来ません。先輩社員が親身になって教えてくれます。

会社を一言で表すと？

新入社員に求めるものは？

会社の魅力は？

医薬品・医療機器　精密機器輸送のパイオニア！ BBQやフットサルetc・・・社内交流が盛んです。
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　日常生活に欠かせない『エリエール』を手がける「大王製紙グループ」の一
員である当社。大王製紙グループとして培った全国に広がるネットワークとノ
ウハウを活かし、「安全」「確実」「スピーディー」な物流サービスを提供してい
ます。
また、お客様のニーズに応えるべく、事業拡大を見据えた経営の一環として、IT
を活用した保管、輸送、荷役の効率化の実施。安心・安全な物流品質を提供し
ながら業務の効率化を行い、コストダウンを目指しています。当たり前の作業
を確実に。いつもと同じ作業でも絶対に手を抜かない信念が最高の物流品質に
結びついています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕

愛媛県四国中央市
三島朝日一丁目
11 番 45 号
渡部 哲也
3,000 万円
2013 年 4月 1日
※2013 年 4月 1日に
　大王製紙グループ 6社の物流会社
　が合併

497 億円
583 名
静岡県富士宮市
羽鮒 2306 番地
・一般貨物自動車運送
   事業
・貨物利用運送事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

ダイオーロジスティクスでは、働きやすい環境の改善に取り組
んでおり、最近では「働きやすい職場認証制度」の一つ星認証
に登録されました！ワークライフバランスにも配慮しており、
オンオフのメリハリの効いた環境です。やりがいを持って働け
ます。

〒419-0316
静岡県富士宮市羽鮒2306番地

新たな事業の拡大と展開に取り組んでいる当社、何
でも前向きにチャレンジしてもらえる人材を求めて
います。

新入社員研修はもちろん、OJT教育や外部研修を行い
一人ひとりの適性や長所を踏まえた教育を行い成長
できる環境を整えています。

どんな社風？

入社したらどんな成長ができる？

会社の魅力は？

目標達成もチームで目指すので、社内の一体感があ
ります。現状に満足せず「もっと良くなるためには」
を常に考えています。

安定した経営基盤が強みです！ “当たりまえ ”と思い
がちなモノの物流・生活必需品の供給を支えています！

〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

　私たち富士急静岡バスは、主に富士・富士宮市内でバスを運行
している会社です。運行しているバスは、地域住民の足として重
要な役割を担う路線バスや、富士・富士宮から東京方面に向かう
高速バス、移動時間の楽しさを提供する貸切観光バス、学校など
で輸送契約を行っている送迎バスです。地域に密着したバス会社
ということで、富士・富士宮地域の人々に愛されてきました。グルー
プ会社には石川タクシーや富士宮ホテル、富士急ハイランドなど、
運輸だけでなくレジャーや物販もあり、人々の暮らしを総合的に
支えるだけでなく幅広い旅の提案をしています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市厚原
771-1
小佐野 慶
8,000 万円
1993 年 4月 30 日
非公開
90 名
静岡県富士宮市
ひばりが丘 307-12
一般乗合旅客自動車運
送事業 、一般貸切旅客
自動車運送事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

資格取得制度や教育制度が充実しています！
事務所のお仕事（乗車券の発券、電話対応など）やバス整備
の知識を身につけながら、大型二種免許取得を目指せます！
免許取得費用も会社がサポートするので、未経験からでも安
心してスタートできます★

〒419-0201
静岡県富士市厚原771-1

好奇心です。たくさんのことを覚えなければならな
いので、好奇心を持って取り組んでいただきたいで
す！

バス会社というのも特徴ですが、路線バス・高速バス・
観光バスと、様々なバス事業を展開していることです。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

入社前に求めるスキルはありません！
入社してから接客や運転スキルを身につけていきま
しょう！

福利厚生が充実していることです！
インフルエンザ予防接種補助やグループ施設の優待
割引などもあります。
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　学校で提供される「牛乳」美味しいですよね？
当社は皆さんが普段飲んでいる牛乳を主に運送する会社です。
富士宮市をはじめ、静岡県東部地域の酪農家より牛乳を集め、
加工工場へ配送する業務を主に、家畜飼料（牛の餌）の輸送
から倉庫保管業と幅広く展開しています。
グループ会社の共立運輸 ( 株 ) は医薬品輸送をはじめとした
一般貨物輸送・請負事業、派遣事業を行っており、富士ミル
クグループとしてお互いに協力しあい活動しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上井出 2246
伊藤 忠永
46,682 千円
1970 年 3月 11 日
非公開
68 名
・一般貨物自動車運送
   事業
・貨物利用運送事業
・倉庫事業

Q&A

どんな社風？

富士宮の朝霧地域を開拓した先人達の時代から酪農を支え、創
立 50 年を迎えました。「常に真心と信頼を込めて、良質の輸送
サービスを提供し、顧客の満足を得る」を品質方針とし、社員
一丸となり安心安全でお客様に喜ばれる輸送サービスを心がけ
ています。

〒418-0103
静岡県富士宮市上井出2246

社長をはじめ、運転手・事務員も穏やかな人が多く、
とても温かいアットホームな会社です。

牛乳は毎日搾乳されるため、会社は365日交代制で
対応しており、それだけの責任を担っています。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

運送車輌は特殊車両が多い為、車両運転技術・設備
の取扱い、資格取得など様々な経験を積むことが出
来ます。

普段から飲んでいる「牛乳の流通」に関わる仕事です。
店頭に並ぶ静岡産牛乳を見るとやりがいを感じます。

　お客様のお手元まで無事に、そして安全にお届けするまで
が私たちの使命と考えます。商品ひとつひとつを大切に、依
頼主様の代わりとなって商品をお届けいたします。

〔所 在 地〕
〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市青島 232
吉野 榮司
1,100 万円
1948 年 3月 1日
20 億円
122 名
運送業及び倉庫業

Q&A

新入社員に求めるものは？

女性ドライバーが活躍しています。また、幅広い世代の方が活
躍できる環境が整っています。

〒417-0046
静岡県富士市青島232

明るく元気で、この仕事を好きになってくれる人。 物流から保管、３PLまで幅広い業務を行っています。

会社を一言で表すと？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

創業７０年を超える物流のスペシャリストです。 幅広い業種との取引があり、これからも発展してい
く企業です。
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