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代表あいさつ

常日頃から皆様方のあたたかいご支援を賜り、
心から感謝申し上げます。

『お客様第一主義』の企業思想のもと、
お客様に感謝と奉仕の心で接し全社員一丸となり
輸送品質と安全の向上に努めてまいります。

近年経済、社会環境が急速に変化をし運送会社の役割も多岐に渡り期待も高まる中、
お客様地域社会に必要とされる運送会社としての幅広い事業を展開し、
広く社会に貢献したいと考えております。

今後とも皆様のさらなるご支援、ご指導を賜りますよう 宜しくお願い致します。

石橋 哲代表取締役社⾧



主要事業

一般貨物輸送業 自動車整備事業エネルギー輸送事業 倉庫・物流開発事業

一般貨物輸送事業では、
質の高いサービス・優れた
機動力で、
様々な案件に迅速・丁寧に
対応しています。
『お客様第一主義』の企業思
想のもと、
お客様に感謝と奉仕の心で
接し、
全社員一丸となり輸送品質と
安全の向上に努めています。

エネルギー輸送事業では、
主に灯油・軽油・重油・ガソ
リン等の燃料を輸送しており、
関連法規を熟知した経験豊富
な乗務員により安全・安心を
徹底した輸送を行っています。
時代と共に変革する物流業界
に迅速に対応し、
更なる安全・輸送品質の向上
に努めていきます。

自動車整備事業では、
迅速かつ丁寧をモットーに高
品質な作業を提供しています。
車両故障で延着等を防ぐため、
お客様の荷物を安全に輸送す
るために
車両毎の特性を理解し、特性
に応じたメンテナンス・
修理を行っています。

グループ内の資産管理、物流
開発及び調査等を含む
受託業務、施設の安定した運
営を目的とした保守・管理を
行っている他、
施設や設備の経年劣化を視野
に入れた⾧期経営のプランの
構築・立案も行っています。



グループ展開
IBグループは、
物流を基軸とした
8つのグループ会社で構成されています。

グループ合計
売 上 高

２１６名グループ合計
従業員数

IBトランスポート

IBコーポレーション

IBリアリティサービス

IBトータルサービスタイヤショップ
Reve

IBロジスティックIB  Group
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３０億円

（２０２１年３月現在）

新興運輸

イーストカンパニー



関東を基盤に 全国に広がるネットワーク

首都圏に数多くの事業所・倉庫を展開しています。
グループ展開

IBトランスポート
佐倉営業所

IBロジスティック

成田前林センター

IBトランスポート
和光営業所

IBトランスポート本社
イーストカンパニー

IBコーポレーション

IBリアリティサービス

IBトータルサービス

新興運輸

タイヤショップReve

市川ロジパーク

芝山倉庫



商号変更
(株)ＩＢコーポレーション
設立 東京都江戸川区

沿 革

2015

2016

2017

2018

2019 2020

５月
商号変更
(有)ＩＢトランスポート
設立
東京都江戸川区より
千葉県市川市へ本社移転

(有)ＩＢトランスポート
運送事業許可取得

３月

５月
(有)ＩＢトランスポート
運輸開始、本社営業所・
車庫開設
８月
(有)ＩＢトランスポート
貨物利用運送事業登録認可
取得
12月
(有)ＩＢトランスポート
認可車庫増設

12月
(株)ＩＢリアリティ
サービス設立

ＩＢトータルサービス(株)
設立

２月

５月

９月
(有)ＩＢトランスポート
佐倉営業所・車庫開設

(株)ＩＢコーポレーション
認可車庫増設

11月

12月
(有)ＩＢトランスポート
和光営業所・車庫増設

1月
(有)ＩＢトランスポート
本社営業所
安全性優良事業者
（Ｇマーク）認定

1月
(有)ＩＢトランスポート
京葉営業所・車庫開設

(有)ＩＢトランスポート
敷地内に自家用給油設備
設置
ＩＢモータス(株)設立

３月

(有)ＩＢトランスポート
ＩＢトータルサービス(株)
健康経営優良法人2019認定

４月

商号変更
(有)ＩＢロジスティック設立
千葉県野田市

6月

3月

6月

(株)新興運輸
代表取締役 石橋 哲
就任 茨城県坂東市
関自貨2第2824号

IBグループ新社屋 完成
千葉県市川市

2月
(有)IBトランスポート
本社営業所
ISO39001 取得

3月
IBトータルサービス(株)
(株) IBコーポレーション
(有)IBロジスティック
(株)新興運輸
健康経営優良法人
2021 認定

12月
(株)新興運輸
安全性優良事業者
（Ｇマーク）認定

2021



有限会社 IBトランスポート

グループ会社紹介

■事業内容
・一般貨物自動車運送業
関自貨第1303号

・貨物運送取扱業
・一般労働者派遣事業
・梱包業
・倉庫業

有限会社 IBロジスティック

■事業内容
・一般貨物自動車運送業
関自貨1639号

・自動車運送取扱業
・労働者派遣事業
・梱包業
・倉庫業

【倉庫】
・成田前林ｾﾝﾀｰ
・芝山倉庫
・市川ﾛｼﾞﾊﾟｰｸ

【営業所】
・佐倉営業所
・和光営業所

■所在地
千葉県市川市高谷２０１５－１

■所在地
千葉県野田市山崎２０１３－１



グループ会社紹介

■事業内容
・各種自動車の整備及び修理
・各種自動車の販売及びリース
・自動車部品の販売
・損害保険代理業

■事業内容
・一般貨物自動車運送事業
関自貨第 177号

・貨物運送取扱業
・タンクローリーの荷役及び運転の請負
・一般労働者派遣事業
・車両の運送派遣業務の請負

株式会社
IBコーポレーション

タイヤショップReve

■所在地
千葉県市川市田尻2-16-11

■所在地
千葉県市川市田尻2-16-11

【運営】
IBモータース株式会社



■事業内容
・業務請負業
・総合リース業
・損害保険の代理業
・石油製品の卸売販売
・共済代理店業

IBトータルサービス
株式会社

■事業内容
・不動産の売買、賃貸借、交換
分譲、管理、仲介
またはその代理業務

・業務請負業
株式会社

IBリアリティサービス

グループ会社紹介

■所在地
千葉県市川市相之川２－１５－１８

■所在地
千葉県浦安市北栄４－３－２７



■事業内容
・一般貨物自動車運送事業
関自貨第 1432号

・貨物利用運送事業
・貨物運送取扱業
・梱包業
・倉庫業

株式会社 Eastカンパニー

■事業内容
・一般貨物自動車運送業
関自貨2第2824号

・貨物運送取扱業
・運行管理補助者派遣事業

株式会社 新興運輸

グループ会社紹介

■所在地
千葉県船橋市本中山６-８-５

■所在地
茨城県坂東市生子新田826-1



安全への取り組み

車輌点検
日々、安全運行するために、乗務員が日常点検を行い、
車輌トラブル及び車輌事故防止に努めています。

安全会議
年３回、全乗務員参加の安全会議による、
安全輸送・車輌構造・業務内容など情報共有。
また、業務用トラックドライバー研修テキストを使用し、
内容の理解・把握の為、テストを行っています。

健康への取り組み
健康に起因する事故の防止、乗務員の健康管理・維持の為、
年２回の健康診断を行っています。産業医との面談（スト
レスチェック）も定期的に実施しています。
また、ＭＲＩ検査を受診することで三大疾病の発症予防に
努めて参ります。



車両情報システム
全車両にＧＰＳ内蔵型デジタルタコグラフ運行管理機能と
ドライブレコーダー映像機能を融合した機種、富士通株式
会社『DTS-D1D』を導入しています。
車輛と乗務員情報をクラウドでサーバー管理しており、リ
アルタイムでＧＰＳ・運行状況・乗務員情報を本社にて一
括管理しています。

アルコールチェッカー
既存の点呼システムソフトをＩＢトランスポートモデルと
してメーカー様にカスタマイズを依頼。
乗務員一人ひとりの情報を点呼時に即座に把握し、尚且つ
血圧計や赤外線検知体温計を使用し、健康起因事故の防止
に妥協なく努めております。
また、スマートフォンと連動して外出先でも測定できる呼
気アルコール測定器も導入しています

ＴＰＭＳ タイヤ空気圧・温度モニタリングシステム
走行中でもタイヤ空気圧をモニタリング可能で、運転席に
居ながら空気圧低下を監視できます。
空気圧低下によるタイヤトラブルを未然に防ぎ、燃費の悪
化を予防する、自動車の安全性の向上と省エネに非常に効
果の高いシステムです。

安全への取り組み



車両情報 グループ合計車両台数 196台
（2021年 3月現在）

10ｔ ウィング車

９8台
10ｔ バン車

２8台
10ｔ ゲート車

8台
10ｔ クール車

3台

４ｔ バン・フルゲート車

7台
４ｔ ウィング・格納ゲート車

16台
４ｔ チルド車

3台

１ｔ バン車

6台
タンクローリー２０ＫＬ

（トレーラー）

１台
タンクローリー２０ＫＬ

（単車）

２台
タンクローリー１６ＫＬ

（単車）

３台

８台
４ｔ トラック ロング

10ｔトラック ユニック車 4台
10ｔトラック 平ボディ車 3台

2ｔトラック バン車 1台7ｔトラック ユニック車 3台
7ｔトラック ウイング車 2台



社会貢献
IBグループでは、地域、日本の社会に貢献できるよう、様々な活動を行っております。

児童養護施設への寄付 寄付型自動販売機の設置
（ピンクリボン、シャイン・オン!キッズ）

SDGsへの取り組み 赤十字社への寄付と
金色有功章の授与



IBグループは創業以来、
社会からのニーズに常に向き合い、
時代の潮流に合わせながら成⾧して参りました。

グループ総従業員数200名を超え、
IBグループは企業集団として更なるステージを目指します。

IBグループにとって最重要なものは、『 共有意識 』です。

IBグループの従業員一人ひとりが各々の事を思いやり、社会への責務を自し、
ご家族の方にも幸せを感じてもらえるような企業を目指していきます。

私は、IBグループと社会の持続可能な成⾧、従業員とその家族の幸せと繁栄に責任を持ち、
環境・社会の様々な課題に積極的かつ真摯に取り組んでいきます。

これからも皆様に選んで頂ける企業であり続けるため、日々努めて参ります。

さいごに


