
株式会社MIRAIS

COMPANY PROFILE

未来の「つなぐ」を創造する



経営理念

MIRAISは次代を担う物流サービスの創造を通して、
未来までつづく社会全体の幸福実現を目指します。
今日の急速な技術革新にともない、日々新たなイノベーションが創出されています。

私たちは、「お客様にとって本当に必要なサービスは何なのか」という問いに常に向き合い、

その答えとなり得るサービスを創造し続けていきます。

そして、この活動をくり返していくことを通してMIRAISにかかわる人はもちろんのこと、

社会全体の幸福を実現し、その幸せを未来までつなげていけるよう取り組んで参ります。

創造の具現と連続 幸福の実現と追求

革新的なサービスの提供と
先進的ビジネスモデルの構築

物流業界のイメージの向上

社会全体の幸福実現に向けた
企業経営の実施

従業員の物心両面の幸福実現と
さらなる自己実現の追求

創造する

未来
の「つなぐ」を



30min

－18℃

平日・毎日・毎週・毎月など、お客様のご希望
に合わせた日時での定期配送サービスです。
不定期の場合も、お気軽にご相談ください。

MIRAISは軽貨物運送に特化しており、フットワークの良さや小回りの利く配送を
強みとしております。大手運送会社では対応が難しい配送案件についても、きめ
細やかに対応することが可能です。
配送品質の向上についても取組みを強化しており、各種サービスにおいてお客様の
ニーズに合わせた研修プログラムを実施しております。研修では配送業務に関する内容
だけでなく、挨拶や言葉遣いといったビジネスマナーに関する指導にも力を入れ、
業界イメージの向上に貢献できるよう取り組んでいます。また、様々なエリアで幅広い
世代のドライバーが活躍する中でも配送品質の統一化を図るため、勉強会や同乗研修も定期的に実施しております。
他にもドライバーを交えたミーティングを行うなど、現場目線にたった意見交換の場を通して、お客様のニーズにそった
配送サービスの提供を常に心がけています。

サービス内容

定期便

マイナス18度まで温度設定が可能です。食品・
お弁当・精密機器など、温度管理が必要な時に
ご利用いただける配送サービスです。

クール便

最速の手段で全国どこへでもお届けする配送
サービスです。一度だけのご依頼でも喜んで
対応いたします。

スポット便

大きな車が入れない道路や、軽貨物車でしか
走行できない場所へお届けする配送サービス
です。

横持ち

前日の夕方などお客様の指定する引取時間
にお荷物を預かり、翌朝の配送指定時間に
目的地へお届けする配送サービスです。

積み置き

遠距離等で、早くお荷物のお届けが必要な時、
公共の交通機関（新幹線、飛行機等）を利用し
目的地までお届けする配送サービスです。

ハンドキャリー
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庫内サイズ（目安）

❶奥行

❷横幅

❸高さ

❹対角幅

350kg

1700～1770mm

1230～1300mm

1100～1200mm

2025～2140mm

2.3～2.7平米

総積載量

貨物室内寸

貨物室平米

全車ハイルーフ車両／各ドア施錠可能／後部ガラスにプライバシーガラスを
装着／荷室はフラットで使用可能

特 徴 5℃～－5℃の範囲で自由な温度設定が可能／生鮮食品配送向き（野菜・鮮魚・
生菓子etc）／庫内の水洗い可能（衛生面の管理）／鍵付きコンテナ使用

特 徴

観音開きの荷室扉で施錠も可能／軽自動車では最大級の全高（2.5m）／
長物・板物の輸送可能（家財・建材etc）

特 徴運転席、助手席の施錠可能／多種多様な商品配送に対応可能（家財・建機・
自転車etc）

特 徴

ワンボックス車

350kg

1700～1750mm

1250～1320mm

1100～1200mm

2000～2120mm

2.2～2.7平米

冷蔵車（チルド車）

350kg

1850～1930mm

1350～1400mm

1500～1700mm

2380～2570mm

3.7～4.5平米

パネル幌車

350kg

1350～1400mm

1230～1300mm

1300～1400mm

2260～2385mm

3.2～3.7平米

幌車

MIRAISではお客様の多様なニーズにお応えできるよう様々な種類の軽車両を取り揃えております。また、車両のトラブル
や整備不備による事故を未然に防ぐため、全車種において原則3カ月に1度、整備士による定期点検を実施しております。
配送内容に応じた特注車両のご用意についても対応可能です。
お客様の大切な荷物を安心・安全にお届けすることをお約束いたします。

車両紹介

幌車 パネル幌車

ワンボックス車 冷蔵車（チルド車）
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沿革

尾家産業株式会社 ／ 佐川急便株式会社 ／ 中越運送株式会社
東京急行電鉄株式会社 ／ 株式会社日本パーツ ／ ハート株式会社
株式会社阪急阪神百貨店 ／ 日本フードデリバリー株式会社
株式会社フレッシュロジスティクス ／ リコーロジスティクス株式会社　他約60社

尾家産業株式会社 ／ 佐川急便株式会社 ／ 中越運送株式会社
東京急行電鉄株式会社 ／ 株式会社日本パーツ ／ ハート株式会社
株式会社阪急阪神百貨店 ／ 日本フードデリバリー株式会社
株式会社フレッシュロジスティクス ／ リコーロジスティクス株式会社　他約60社

主要取引先（五十音順）

横浜銀行 ／ 三井住友銀行 ／ 川崎信用金庫　他3行横浜銀行 ／ 三井住友銀行 ／ 川崎信用金庫　他3行

主要取引銀行

2008年 10月 株式会社FOX 設立

2010年 4月 群馬支店開設

2014年 8月 資本金を400万円に増資

2014年 11月 大田支店（東京都）開設

2015年 6月 株式会社FOXの100％子会社、
  株式会社FOX PIECE設立

2015年 8月 資本金を700万円に増資

2015年 11月 古物商取得

2016年 6月 江東支店（東京都）開設

2016年 8月 資本金を1000万円に増資

2018年 4月 厚木支店（神奈川県）開設

2018年 11月 千葉支店（千葉県）開設

2019年 1月 株式会社MIRAISに社名変更

代表取締役あいさつ

代表取締役

重 松　宏 志

　株式会社MIRAISは、2019年1月に株式会社FOX（2008年10月設立）

から社名を変更し、誕生しました。この社名には、『さまざまな分野における

未来の「つなぐ」を創造する』という思いが込められています。

　『未来の「つなぐ」を創造する』これはサービスの創造はもちろんのこと、

人と人を「つなぐ」ための社会インフラである物流業界全体に向けた創造

も意味しています。

　物流業界に対して抱かれている品質や労働環境などに対する負の

イメージを変え、信頼され続ける業界であるためには何が必要なのか。

この課題に真摯に向き合い、解決を図り、未来までつながる物流ビジネス

を構築すること。その実現こそが一つの使命であると考えております。そして、

こうした企業活動を通して、MIRAISに関わるすべての人の次代までつな

がる幸福を実現し続けていくことも私たちの大きな使命です。

　このような思いが経営理念である『創造の具現と連続』、『幸福の実現

と追求』へとつながり、日々の企業活動の指針となっております。

　今日の物流業界をとりまく環境は、ドローンや自動運転技術の開発、

IoT社会の到来により、過去に例をみないほど大きく変化しています。

また、人口減少などの社会課題の進展に伴い、業界における「働き方」に

も大きな変化が生じています。

　こうした激変の時代において、MIRAISの経営理念がもつ意義は極めて

大きいものであると私たちは考えています。小さなイノベーションの創出

が大きなネットワークの構築につながる時代だからこそ、たとえ小さな創造

であっても、その意義はより大きなものになり得ると確信しています。未来

まで続く社会全体の幸福に貢献できるよう、新たなイノベーションの創出

に社員一丸となって取り組んで参ります。



株式会社MIRAIS

横浜本社
〒232-0025 神奈川県横浜市南区高砂町1-10-10 サンハイツA 1F

TEL 045-334-8003
FAX 045-334-8004

大田支店
〒145-0066 東京都大田区南雪谷2-17-6 ドエル雪谷 1F

TEL 03-3720-5444
FAX 03-3720-5777

厚木支店
〒243-0426 神奈川県海老名市門沢橋2-14-5

TEL 046-237-3111
FAX 046-237-3118

江東支店
〒135-0015 東京都江東区千石2-9-25 みまさかビル 1F

TEL 03-6458-4222
FAX 03-6458-4202

千葉支店
〒272-0811 千葉県市川市北方町4-1869-1 市川北方ウェルズ21-B号

TEL 047-712-1113
FAX 047-712-1119

群馬支店
〒370-0861 群馬県高崎市八千代町3-13-20 メゾンタジマ 1F

TEL 027-327-9888
FAX 027-327-9889

http://mirais-inc.co.jp


	01
	02
	03
	04
	05
	06

