
海陸一貫輸送業務を支援する

複合輸送情報システム複合輸送情報システム



複合輸送情報システム　　

複合輸送情報システムは海陸一貫輸送を含めた輸送業務全般を支援するシステムです。
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●受注業務

●シャーシ配車業務

●乗船業務

●動静管理

●実績統計

多彩な入力機能を有した画面により、詳細、
且つ、簡単にオーダ情報を入力

オーダ入力時の集配情報より配車手配を行い、
配達集荷もしくは在車からの配車が可能。

オーダ入力時の本船情報より乗船手配を行い、
荒天時などの急な航路・船の変更にも対応。

輸送結果より請求先、航路、貨物などの視点で
分析・統計資料の出力が行えます。
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●精算業務
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オーダ毎に売上支払情報を入力することにより、
請求書の印刷や支払の確認などが行えます。

シャーシの所在港、状態（乗船待機、配達待機、
空車など）や、過去の利用状況が把握可能。

●システム未導入の企業様では

作業効率大幅 Ｕ Ｐ作業効率大幅 Ｕ Ｐ

転 記 ミ ス 防 止転 記 ミ ス 防 止

●システム導入済の企業様でも

シャーシの有効活用シャーシの有効活用

使 い や す い 画 面使 い や す い 画 面

さらに

・集荷シャーシの配車は、配達予定もしくは、
　港に在車する車輌から選択可能な、使いや
　すい配車画面

・シャーシの所在港や状態が地図上で一目瞭然

・シャーシの回転数、滞留日数、車検日などが
　把握可能

・料金種類別に売上と支払の実績を管理

・企業特有の料金自動計算、請求書、実績表
　に合わせた柔軟なカスタマイズが可能

・拡張システム（車輌台帳･車輌経費）や各種
　会計システムへの連動も可能（ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）

受注オーダと配車・精算・実績管理など、
バラバラになっていたデータを一括管理

状 況 分 析 力 Ｕ Ｐ状 況 分 析 力 Ｕ Ｐ

基 本 機 能基 本 機 能

オ プ シ ョ ン 機 能オ プ シ ョ ン 機 能

●見積管理
見積書を社内で共有管理することができ、
改訂履歴で見積金額の変化が把握できます。

●シャーシ修理履歴管理
シャーシ点検時の異常や修理内容を履歴
として管理し、配車等に役立てます。

●輸送料金計算機能
各種タリフを用いた計算や、過去実績に
基づく料金の算出が行えます。

●ヘッド配車機能
ヘッド配車を行うことで、自車・庸車の管理や
運転手・庸車先への支払管理に繋げられます。
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複合輸送情報システム　　

必要な情報の重複入力は不要！全ての業務にスムーズに連携！
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■受注オーダ入力（基本画面）

■シャーシ配車入力

（在車情報を表示）

●指定日の輸送作業を一覧表示
●集荷シャーシの決定を支援
　　（配達一覧、在車一覧より選択）

●輸送オーダの詳細な内容を表現
●パターン機能を利用した簡単入力

動静情報

・港別在車情報
・稼動履歴(予定)情報

■配車表■配車予定表

■送り状・受領書 ■シャーシ点検表

■乗船申込書

■積荷明細書

■乗船予定表

（作業手配画面）

（集配画面）

輸送種別:トレーラ
出力内容:実車・空車 関東本社

下船港 ﾌﾞｯｸ先 元請店 № 車種
車
長

荷　送　人 主 要 品 名

乗船港:【東京】

大阪 細野船社 関東本社 1 宮城　１１こ１９７６　　 H 12 細野船社 巻取紙  5/31 北陽印刷㈱  6/ 7 北陽印刷物流㈱

PM 仙台市 大阪市

2 宮城１３０あ１２１３　　 H 13 細野船社 平判  6/ 2 北陽印刷㈱  6/ 7 玉村運輸(株)本社

PM 仙台市 迄 大阪市

 6/ 7 新生紙商事㈱

迄 大阪市

東北本社 1 なにわ１３０あ２１０　 H 13 今井(株) 床材  6/ 2 (株)今井板倉工場  6/10 コスモス

東村山市 大阪市中央区

2 室蘭１３０あ９５２１　　 H 13 今井(株) 床材  6/ 2 (株)今井板倉工場  6/10 コスモス

東村山市 大阪市中央区

釧路支店 1 水戸　１１う２９９１　　 AW 12 伊藤運輸㈱輸送部 切板  6/ 5 品川ＣＹ 大阪ＣＹ            

品川区 大阪市住之江区

2 品川１１け３３４６　　　 CO 9 近畿輸送㈱複合 シャーシ  6/ 5 品川ＣＹ 大阪ＣＹ            

品川区 大阪市住之江区

博多 関東２営 1 室蘭１３０あ　５３４　　 H 13 ㈱古着屋 ぼろきれ  6/ 3 八山田市資源  6/ 7 中央㈱

AM 山門郡三橋町

乗  船  予  定  表

車 輌 番 号

【2006年 6月 5日～2006年 6月 5日】

集　荷　地 配　達　地

乗船日:【2006年 6月 5日】                    船名:【海北屯丸】

乗船予定台数      6件-     72m•

乗船日:【2006年 6月 5日】                    船名:【とうきょう】
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会 社 名

住　　所 ＴＥＬ

№ 長さ 積　　荷 電　源 有人 ドライバー名

1 13 雑誌

2 12 雑誌

3 13 雑誌

4 13 雑誌

5 12 雑誌

6 12 雑誌

7 12 雑誌

8 13 雑誌

9 13 雑誌

10 13 雑誌

11 13 洗剤

 6月 5日

担　当　者

北海道北見市

平成 18 年 6 月 5 日 (月)

 6月 5日

細野船社株式会社

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

中村運輸株式会社

室蘭１３０あ９６５４　　

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

幌ウィング

備　　考

11　台

平トレーラー

アルミウィング

アルミウィング

合　計　台　数

アルミウィング

本　船　名

車　　番

乗　船　便

申　込　者

北海万丸

車　　　種

室蘭１００え　５８１　　

室蘭　１１を９７９４　　

東京 ⇒ 苫小牧

搬　入　日

幌ウィング

幌ウィング

平トレーラー

平トレーラー

平トレーラー

幌ウィング

室蘭１００え　８０８　　

室蘭１３０あ９６５６　　

室蘭１３０あ９６７７　　

札幌１３０あ３０３７　　

室蘭　１１を９３０８　　

室蘭１００え　８６０　　

乗　船　申　込　書御中
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2006年 6月5日　月曜日 No1 関東本社

№ 航　路 車　　　号
シャーシ所有社

　　　　　車検日
集　荷　先 集荷時間

手
積

基　点　地 品　名 荷送人 摘　　要

東京/苫小牧 室蘭130あ9606  細野船社 川崎市宮前区 品川 斎藤紙業株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/10/13 飯島/末広(営)  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭130あ9654  細野船社 川崎市宮前区 品川 斎藤紙業株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 1/25 飯島/末広(営)  6月 5日 北海万丸 式会社

室蘭 11を9794  小川輸送株式会社 杉並区 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2006/ 9/26 菅野紙業  6月 5日 北海万丸 式会社

戸田市 品川 斎藤紙業株

(Ａ／Ｗ)･13m 稲富倉庫  6月 5日 北海万丸 式会社

戸田市 品川 斎藤紙業株

(Ａ／Ｗ)･13m 稲富倉庫  6月 5日 北海万丸 式会社

室蘭 13を5192  細野船社 戸田市 品川 山田通商（

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 3/16 稲富倉庫  6月 6日 海北丸 株）

室蘭 11を9931  中村運輸株式会社 戸田市 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2006/ 8/21 大久保／戸田  6月 7日 菅民丸 式会社

室蘭 12を5297  道西輸送営業複合 足立区 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2006/11/14 野付／松沢紙業  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭 11を9308  道西輸送営業複合 柏市 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 2/ 8 野付　橋本紙業  6月 5日 北海万丸 式会社

札幌130い3001  細野船社 藤沢市 品川 豊頃物産株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 7/29 豊頃物産株式会社  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭100え 860  細野船社 宇都宮市 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 3/22 野付　  6月 5日 北海万丸 式会社

釧路130あ 549  中村運輸株式会社 桶川市 品川 斎藤紙業株

(Ａ／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/11/30 野付  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭100え 808  細野船社 船橋市 品川 新藤流通セ

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 3/30 新藤流通センター  6月 5日 北海万丸 ンター

室蘭100え 695  細野船社 中野区 品川 斎藤紙業株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 2/22 九州資源（加藤商店）  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭100え 915  中村運輸株式会社 横浜市旭区 品川 岩渕商事

(平／ＯＰ)･13m 2006/12/12 岩渕商事  6月 6日 海北丸

無

無

AM

AM

無

無

15:00

PM

07:00

PM

07:30

15:00

無

無

無

無

無

無

無

配  車  予  定  表（集荷）

雑誌

雑誌

1

雑誌

無07:00

2

5

6

7

10

11

12

13

14

4

8

9

15

無

無

無

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

3

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌
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2006年 6月5日　月曜日 No1 関東本社

№ 航　路 車　　　号
シャーシ所有社
　　　　　車検日

基　点　地 配　達　先 配達時間
手
卸

品　名 荷送人 摘　　要

苫小牧/東京 札幌130あ3037  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 8/12  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室蘭100え2450  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 8/ 8  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

釧路130あ 574  中村運輸株式会社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/10/24  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室蘭130あ3072  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 9/17  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室蘭100え2473  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 8/23  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室　 11を7825  小川輸送株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2006/10/16  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭130あ9683  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 2/26  5月31日 菅民丸 斎藤物流株式会社 式会社

室蘭130あ 562  中村運輸株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･13m 2007/ 2/27  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭100え2359  中村運輸株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･13m 2007/ 6/19  6月 1日 北海万丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭100え2360  中村運輸株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･13m 2007/ 6/21  6月 1日 北海万丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭100え 519  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 5/22  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭 11を9264  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 2/22  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭 11を9285  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 6/ 7  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

札幌130い3001  細野船社 品川 静岡市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 7/29  6月 1日 北海万丸 角谷重工株式会社 式会社

札幌130い3012  細野船社 品川 静岡市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 7/29  6月 1日 北海万丸 角谷重工株式会社 式会社

配  車  予  定  表（配達）

巻取紙

巻取紙

09:00

14:00

無

無

4

5

6

1

3

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

巻取紙

巻取紙

無

巻取紙

無

巻取紙

巻取紙

巻取紙

無

無

無

巻取紙無

巻取紙

巻取紙無

無

巻取紙無

巻取紙

無

無

無

無

巻取紙

巻取紙08:00

13:00

10:00

10:00

08:00

13:00

AM

AM

13:00

10:00

10:00

10:00
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№

岡田倉庫　留萌工場 殿

船   名

荷   主

車   番

※ 上記の通り出荷いたしましたので御検収下さい。
   同品検収の上は別紙貨物受領書に御捺印の上御返送願い上げます。
   （事故の際は別紙受領書に御記入下さい。）

5002037182

配送日 集荷日 平成 18 年 6月 5日

雑誌 裸

阿部開発㈱

品           名 荷    姿 数   量 摘                 要

送    り    状
平成 18 年 6 月 22 日

北海道留萌市

海北丸 乗船日 平成 18 年 6月 6日乗船

〒000-0000 北海道北見市
TEL  FAX

№

岡田倉庫　留萌工場 殿

船   名

荷   主

車   番

※ 上記の通り出荷いたしましたので御検収下さい。
   同品検収の上は別紙貨物受領書に御捺印の上御返送願い上げます。
   （事故の際は別紙受領書に御記入下さい。）

配送日 集荷日 平成 18 年 6月 5日

雑誌 裸

品           名 荷    姿 数   量 摘                 要

海北丸 乗船日 平成 18 年 6月 6日乗船

阿部開発㈱

5002037182

受    領    書
平成 18 年 6 月 22 日

北海道留萌市

〒000-0000 北海道北見市
TEL  FAX

年月日 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

発見月日 　　　年　　　月　　　日

集荷

車号 室蘭100え2450  集荷業者 小川運送 関東

左側面 乗船日 2006年 6月 6日 本船名 海北丸

集荷日 2006年 6月 5日

集荷先 新井開発株式会社

貨物名 雑誌

整理№ 5002037183 / 20060605 033-05

右側面 ハネ

アオリ

ステッキ

ｷｬｯﾁ・ﾄﾒｶﾞﾈ

工具箱

床

天井

天井 床 　 前 　　　後 バンパ

Ｌ 前 Ｒ Ｌ 前 Ｒ 前

後

タイヤ

その他

後 後

修理月日

修理場所 緩衝材 本

セミ（アルミ）ウイング車　点検表

関東運輸㈱殿宛
先

７

８

９

４

５

６

１

２

３

７

８

９

４

５

６

１

２

３

関東本社
配車№ 車　輌　番　号 車種 下船日 作業 時間 引出地 集　配　先 ＴＥＬ　 貨物名 個数 荷姿 乗船日 配車摘要

車長 船　名 切離地 住　　　所 / 摘　　　要 屯数 船　名

032-05 幌／Ｗ 集荷 新井開発株式会社 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 埼玉県所沢市 海北丸

東/苫

033-05 室蘭１００え２４５０　　幌／Ｗ 集荷 品川Ｈ 新井開発株式会社 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 埼玉県所沢市 海北丸

東/苫

035-03 室蘭１３０あ９３４７　　幌／Ｗ  6/ 1 配達 09:00 品川Ｈ 高橋工業　群馬倉庫 20.00 巻取縦

13 海北千丸 品川Ｈ 群馬県桐生市 19.000000

釧/東 送り状はC地区より持参！

   -05 室蘭１３０あ９３４７　　幌／Ｗ 集荷 品川Ｈ ㈱イマージュン　中国 工業用h 14.00 ﾌﾚｺﾝ  6/ 5
13 品川Ｈ 群馬県伊勢崎市 20.000000 北海万丸

東/苫

036-01 室蘭１００え　８５６　　 平  6/ 4 配達 08:00 品川Ｈ 西城造船 フレーム  1.00 裸

12 海北百丸 品川Ｈ 新潟県新潟市

苫/東

   -03 室蘭１００え　９１５　　 平  6/ 2 配達 品川Ｈ 斎藤物流株式会社 18.00 巻取縦

13 海北丸 品川Ｈ 東京都港区 20.520000

苫/東

   -05 室蘭１００え　９１５　　 平 集荷 品川Ｈ 岩渕商事 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 神奈川県横浜市 海北丸

東/苫

037-01 室蘭１００え　４８７　　 平  6/ 4 配達 08:00 品川Ｈ 西城造船 フレーム  1.00 裸

12 海北百丸 品川Ｈ 新潟県新潟市

苫/東

   -03 室蘭１００え　６７３　　 平  6/ 2 配達 品川Ｈ 斎藤物流株式会社 18.00 巻取縦

13 海北丸 品川Ｈ 東京都港区 20.520000

苫/東

   -05 室蘭１００え　６７３　　 平 集荷 品川Ｈ 岩渕商事 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 神奈川県横浜市 海北丸

東/苫

038-03 室蘭１００え　７０９　　 平  6/ 4 配達 08:00 品川Ｈ 西城造船 フレーム  1.00 裸

12 海北百丸 品川Ｈ 新潟県新潟市

苫/東

   -05 室蘭１００え　７０９　　 平 集荷 品川Ｈ 小池海運工業 コイル 裸  6/ 5
12 品川Ｈ 千葉県船橋市 北海万丸

東/苫

   -07 室蘭１３０あ９６８３　　幌／Ｗ  5/31 配達 品川Ｈ 斎藤物流株式会社 21.00 巻取縦

13 菅民丸 品川Ｈ 東京都港区 19.950000

苫/東

配　  　車　　  表小川運送 関東 殿

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX
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【配車日 : 2006年 6月 5日】

御中

積港 東京 揚港 苫小牧
関東本社

№ 受注№ 車長  用途      貨  物  名 集荷日 集  荷  先 配  達  先 電話番号  配達日時 中継

荷送人 　／　 摘要 個数 荷姿 屯 数 集荷先地名

1 5006024050 13 Ａ／Ｗ ＯＵＳ 洗剤  6/ 5 品川ＣＹ ネット物流㈱ 0133-12-3456    6/ 7

坂本物流㈱　有明 1307 ｹｰｽ 19.990000 品川 08:30

※※※※　坂本物流ブック　※※※※

2 5002037000 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 共同組合 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

共同組合 ベール 草加市

メインデッキ積み／資材積んでいます

3 5002037096 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 共同組合 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

共同組合 ベール 草加市

4 5002037178 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 4 府中商会 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

府中商会 ベール 府中市

5 5002037147 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 大宮商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

大宮商店 ベール さいたま市西区

6 5002037119 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 相模原紙業 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

相模原紙業 ベール 柏市

7 5002037126 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 山川商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

山川商店 ベール 宇都宮市

残紙積んでいます

8 5002036968 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 川崎商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

川崎商店 ベール 川崎市宮前区

9 5002037189 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 オーアールエー 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

豊田通運 ベール 白岡町

10 5002036985 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 斎藤商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

斎藤商店 ベール 杉並区

11 5002037129 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 斎藤商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

斉藤商店 ベール 流山市

資材積んでいます

残紙積んでいます

積　荷　明　細　書

車種

室蘭１００え　５８１

車 輌 番 号

2006年 6月 5日 乗船

北海海陸運送㈱

室蘭１３０あ３０７２

2006年 6月 7日 下船 本船名 北海万丸

      配  達  先  住  所

坂本物流　有明

関東運輸

室蘭１００え２４７３

室蘭１３０あ９６５６

関東運輸

関東運輸

室蘭１３０あ９６７７

関東運輸

関東運輸

室蘭１３０あ９６５４

室蘭　１１を９３０８

北海海陸運送

室蘭１００え　８６０

室蘭　１１を９７９４

北海海陸運送

関東運輸

札幌１３０あ３０３７

関東運輸

室蘭１００え　８０８

関東運輸

北海道石狩市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市
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（配達情報を表示）
画面下部
表示切替

複合輸送情報システム　　

必要な情報の重複入力は不要！全ての業務にスムーズに連携！

受
注
業
務

3 4

乗
船
業
務

配
車
業
務

■受注オーダ入力（基本画面）

■シャーシ配車入力

（在車情報を表示）

●指定日の輸送作業を一覧表示
●集荷シャーシの決定を支援
　　（配達一覧、在車一覧より選択）

●輸送オーダの詳細な内容を表現
●パターン機能を利用した簡単入力

動静情報

・港別在車情報
・稼動履歴(予定)情報

■配車表■配車予定表

■送り状・受領書 ■シャーシ点検表

■乗船申込書

■積荷明細書

■乗船予定表

（作業手配画面）

（集配画面）

輸送種別:トレーラ
出力内容:実車・空車 関東本社

下船港 ﾌﾞｯｸ先 元請店 № 車種
車
長

荷　送　人 主 要 品 名

乗船港:【東京】

大阪 細野船社 関東本社 1 宮城　１１こ１９７６　　 H 12 細野船社 巻取紙  5/31 北陽印刷㈱  6/ 7 北陽印刷物流㈱

PM 仙台市 大阪市

2 宮城１３０あ１２１３　　 H 13 細野船社 平判  6/ 2 北陽印刷㈱  6/ 7 玉村運輸(株)本社

PM 仙台市 迄 大阪市

 6/ 7 新生紙商事㈱

迄 大阪市

東北本社 1 なにわ１３０あ２１０　 H 13 今井(株) 床材  6/ 2 (株)今井板倉工場  6/10 コスモス

東村山市 大阪市中央区

2 室蘭１３０あ９５２１　　 H 13 今井(株) 床材  6/ 2 (株)今井板倉工場  6/10 コスモス

東村山市 大阪市中央区

釧路支店 1 水戸　１１う２９９１　　 AW 12 伊藤運輸㈱輸送部 切板  6/ 5 品川ＣＹ 大阪ＣＹ            

品川区 大阪市住之江区

2 品川１１け３３４６　　　 CO 9 近畿輸送㈱複合 シャーシ  6/ 5 品川ＣＹ 大阪ＣＹ            

品川区 大阪市住之江区

博多 関東２営 1 室蘭１３０あ　５３４　　 H 13 ㈱古着屋 ぼろきれ  6/ 3 八山田市資源  6/ 7 中央㈱

AM 山門郡三橋町

乗  船  予  定  表

車 輌 番 号

【2006年 6月 5日～2006年 6月 5日】

集　荷　地 配　達　地

乗船日:【2006年 6月 5日】                    船名:【海北屯丸】

乗船予定台数      6件-     72m•

乗船日:【2006年 6月 5日】                    船名:【とうきょう】
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会 社 名

住　　所 ＴＥＬ

№ 長さ 積　　荷 電　源 有人 ドライバー名

1 13 雑誌

2 12 雑誌

3 13 雑誌

4 13 雑誌

5 12 雑誌

6 12 雑誌

7 12 雑誌

8 13 雑誌

9 13 雑誌

10 13 雑誌

11 13 洗剤

 6月 5日

担　当　者

北海道北見市

平成 18 年 6 月 5 日 (月)

 6月 5日

細野船社株式会社

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

中村運輸株式会社

室蘭１３０あ９６５４　　

 6月 5日

 6月 5日

 6月 5日

幌ウィング

備　　考

11　台

平トレーラー

アルミウィング

アルミウィング

合　計　台　数

アルミウィング

本　船　名

車　　番

乗　船　便

申　込　者

北海万丸

車　　　種

室蘭１００え　５８１　　

室蘭　１１を９７９４　　

東京 ⇒ 苫小牧

搬　入　日

幌ウィング

幌ウィング

平トレーラー

平トレーラー

平トレーラー

幌ウィング

室蘭１００え　８０８　　

室蘭１３０あ９６５６　　

室蘭１３０あ９６７７　　

札幌１３０あ３０３７　　

室蘭　１１を９３０８　　

室蘭１００え　８６０　　

乗　船　申　込　書御中
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2006年 6月5日　月曜日 No1 関東本社

№ 航　路 車　　　号
シャーシ所有社

　　　　　車検日
集　荷　先 集荷時間

手
積

基　点　地 品　名 荷送人 摘　　要

東京/苫小牧 室蘭130あ9606  細野船社 川崎市宮前区 品川 斎藤紙業株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/10/13 飯島/末広(営)  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭130あ9654  細野船社 川崎市宮前区 品川 斎藤紙業株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 1/25 飯島/末広(営)  6月 5日 北海万丸 式会社

室蘭 11を9794  小川輸送株式会社 杉並区 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2006/ 9/26 菅野紙業  6月 5日 北海万丸 式会社

戸田市 品川 斎藤紙業株

(Ａ／Ｗ)･13m 稲富倉庫  6月 5日 北海万丸 式会社

戸田市 品川 斎藤紙業株

(Ａ／Ｗ)･13m 稲富倉庫  6月 5日 北海万丸 式会社

室蘭 13を5192  細野船社 戸田市 品川 山田通商（

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 3/16 稲富倉庫  6月 6日 海北丸 株）

室蘭 11を9931  中村運輸株式会社 戸田市 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2006/ 8/21 大久保／戸田  6月 7日 菅民丸 式会社

室蘭 12を5297  道西輸送営業複合 足立区 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2006/11/14 野付／松沢紙業  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭 11を9308  道西輸送営業複合 柏市 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 2/ 8 野付　橋本紙業  6月 5日 北海万丸 式会社

札幌130い3001  細野船社 藤沢市 品川 豊頃物産株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 7/29 豊頃物産株式会社  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭100え 860  細野船社 宇都宮市 品川 斎藤紙業株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 3/22 野付　  6月 5日 北海万丸 式会社

釧路130あ 549  中村運輸株式会社 桶川市 品川 斎藤紙業株

(Ａ／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/11/30 野付  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭100え 808  細野船社 船橋市 品川 新藤流通セ

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 3/30 新藤流通センター  6月 5日 北海万丸 ンター

室蘭100え 695  細野船社 中野区 品川 斎藤紙業株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 2/22 九州資源（加藤商店）  6月 6日 海北丸 式会社

室蘭100え 915  中村運輸株式会社 横浜市旭区 品川 岩渕商事

(平／ＯＰ)･13m 2006/12/12 岩渕商事  6月 6日 海北丸

無

無

AM

AM

無

無

15:00

PM

07:00

PM

07:30

15:00

無

無

無

無

無

無

無

配  車  予  定  表（集荷）

雑誌

雑誌

1

雑誌

無07:00

2

5

6

7

10

11

12

13

14

4

8

9

15

無

無

無

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

3

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌

雑誌
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2006年 6月5日　月曜日 No1 関東本社

№ 航　路 車　　　号
シャーシ所有社
　　　　　車検日

基　点　地 配　達　先 配達時間
手
卸

品　名 荷送人 摘　　要

苫小牧/東京 札幌130あ3037  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 8/12  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室蘭100え2450  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 8/ 8  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

釧路130あ 574  中村運輸株式会社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/10/24  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室蘭130あ3072  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 9/17  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室蘭100え2473  細野船社 品川 戸田市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 8/23  5月30日 海北丸 吉川物流株式会社 式会社

室　 11を7825  小川輸送株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2006/10/16  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭130あ9683  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2007/ 2/26  5月31日 菅民丸 斎藤物流株式会社 式会社

室蘭130あ 562  中村運輸株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･13m 2007/ 2/27  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭100え2359  中村運輸株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･13m 2007/ 6/19  6月 1日 北海万丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭100え2360  中村運輸株式会社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･13m 2007/ 6/21  6月 1日 北海万丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭100え 519  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 5/22  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭 11を9264  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 2/22  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

室蘭 11を9285  細野船社 品川 港区 秋山製紙株

(平／ＯＰ)･12m 2007/ 6/ 7  5月31日 菅民丸 関東運輸㈱品川倉庫 式会社

札幌130い3001  細野船社 品川 静岡市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 7/29  6月 1日 北海万丸 角谷重工株式会社 式会社

札幌130い3012  細野船社 品川 静岡市 秋山製紙株

(幌／Ｗ／ＯＰ)･13m 2006/ 7/29  6月 1日 北海万丸 角谷重工株式会社 式会社

配  車  予  定  表（配達）

巻取紙

巻取紙

09:00

14:00

無

無

4

5

6

1

3

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

巻取紙

巻取紙

無

巻取紙

無

巻取紙

巻取紙

巻取紙

無

無

無

巻取紙無

巻取紙

巻取紙無

無

巻取紙無

巻取紙

無

無

無

無

巻取紙

巻取紙08:00

13:00

10:00

10:00

08:00

13:00

AM

AM

13:00

10:00

10:00

10:00
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№

岡田倉庫　留萌工場 殿

船   名

荷   主

車   番

※ 上記の通り出荷いたしましたので御検収下さい。
   同品検収の上は別紙貨物受領書に御捺印の上御返送願い上げます。
   （事故の際は別紙受領書に御記入下さい。）

5002037182

配送日 集荷日 平成 18 年 6月 5日

雑誌 裸

阿部開発㈱

品           名 荷    姿 数   量 摘                 要

送    り    状
平成 18 年 6 月 22 日

北海道留萌市

海北丸 乗船日 平成 18 年 6月 6日乗船

〒000-0000 北海道北見市
TEL  FAX

№

岡田倉庫　留萌工場 殿

船   名

荷   主

車   番

※ 上記の通り出荷いたしましたので御検収下さい。
   同品検収の上は別紙貨物受領書に御捺印の上御返送願い上げます。
   （事故の際は別紙受領書に御記入下さい。）

配送日 集荷日 平成 18 年 6月 5日

雑誌 裸

品           名 荷    姿 数   量 摘                 要

海北丸 乗船日 平成 18 年 6月 6日乗船

阿部開発㈱

5002037182

受    領    書
平成 18 年 6 月 22 日

北海道留萌市

〒000-0000 北海道北見市
TEL  FAX

年月日 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

発見月日 　　　年　　　月　　　日

集荷

車号 室蘭100え2450  集荷業者 小川運送 関東

左側面 乗船日 2006年 6月 6日 本船名 海北丸

集荷日 2006年 6月 5日

集荷先 新井開発株式会社

貨物名 雑誌

整理№ 5002037183 / 20060605 033-05

右側面 ハネ

アオリ

ステッキ

ｷｬｯﾁ・ﾄﾒｶﾞﾈ

工具箱

床

天井

天井 床 　 前 　　　後 バンパ

Ｌ 前 Ｒ Ｌ 前 Ｒ 前

後

タイヤ

その他

後 後

修理月日

修理場所 緩衝材 本

セミ（アルミ）ウイング車　点検表

関東運輸㈱殿宛
先

７

８

９

４

５

６

１

２

３

７

８

９

４

５

６

１

２

３

関東本社
配車№ 車　輌　番　号 車種 下船日 作業 時間 引出地 集　配　先 ＴＥＬ　 貨物名 個数 荷姿 乗船日 配車摘要

車長 船　名 切離地 住　　　所 / 摘　　　要 屯数 船　名

032-05 幌／Ｗ 集荷 新井開発株式会社 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 埼玉県所沢市 海北丸

東/苫

033-05 室蘭１００え２４５０　　幌／Ｗ 集荷 品川Ｈ 新井開発株式会社 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 埼玉県所沢市 海北丸

東/苫

035-03 室蘭１３０あ９３４７　　幌／Ｗ  6/ 1 配達 09:00 品川Ｈ 高橋工業　群馬倉庫 20.00 巻取縦

13 海北千丸 品川Ｈ 群馬県桐生市 19.000000

釧/東 送り状はC地区より持参！

   -05 室蘭１３０あ９３４７　　幌／Ｗ 集荷 品川Ｈ ㈱イマージュン　中国 工業用h 14.00 ﾌﾚｺﾝ  6/ 5
13 品川Ｈ 群馬県伊勢崎市 20.000000 北海万丸

東/苫

036-01 室蘭１００え　８５６　　 平  6/ 4 配達 08:00 品川Ｈ 西城造船 フレーム  1.00 裸

12 海北百丸 品川Ｈ 新潟県新潟市

苫/東

   -03 室蘭１００え　９１５　　 平  6/ 2 配達 品川Ｈ 斎藤物流株式会社 18.00 巻取縦

13 海北丸 品川Ｈ 東京都港区 20.520000

苫/東

   -05 室蘭１００え　９１５　　 平 集荷 品川Ｈ 岩渕商事 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 神奈川県横浜市 海北丸

東/苫

037-01 室蘭１００え　４８７　　 平  6/ 4 配達 08:00 品川Ｈ 西城造船 フレーム  1.00 裸

12 海北百丸 品川Ｈ 新潟県新潟市

苫/東

   -03 室蘭１００え　６７３　　 平  6/ 2 配達 品川Ｈ 斎藤物流株式会社 18.00 巻取縦

13 海北丸 品川Ｈ 東京都港区 20.520000

苫/東

   -05 室蘭１００え　６７３　　 平 集荷 品川Ｈ 岩渕商事 雑誌 裸  6/ 6
13 品川Ｈ 神奈川県横浜市 海北丸

東/苫

038-03 室蘭１００え　７０９　　 平  6/ 4 配達 08:00 品川Ｈ 西城造船 フレーム  1.00 裸

12 海北百丸 品川Ｈ 新潟県新潟市

苫/東

   -05 室蘭１００え　７０９　　 平 集荷 品川Ｈ 小池海運工業 コイル 裸  6/ 5
12 品川Ｈ 千葉県船橋市 北海万丸

東/苫

   -07 室蘭１３０あ９６８３　　幌／Ｗ  5/31 配達 品川Ｈ 斎藤物流株式会社 21.00 巻取縦

13 菅民丸 品川Ｈ 東京都港区 19.950000

苫/東

配　  　車　　  表小川運送 関東 殿

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

2006/06/22 20:05:39 作成  1頁

【配車日 : 2006年 6月 5日】

御中

積港 東京 揚港 苫小牧
関東本社

№ 受注№ 車長  用途      貨  物  名 集荷日 集  荷  先 配  達  先 電話番号  配達日時 中継

荷送人 　／　 摘要 個数 荷姿 屯 数 集荷先地名

1 5006024050 13 Ａ／Ｗ ＯＵＳ 洗剤  6/ 5 品川ＣＹ ネット物流㈱ 0133-12-3456    6/ 7

坂本物流㈱　有明 1307 ｹｰｽ 19.990000 品川 08:30

※※※※　坂本物流ブック　※※※※

2 5002037000 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 共同組合 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

共同組合 ベール 草加市

メインデッキ積み／資材積んでいます

3 5002037096 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 共同組合 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

共同組合 ベール 草加市

4 5002037178 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 4 府中商会 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

府中商会 ベール 府中市

5 5002037147 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 大宮商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

大宮商店 ベール さいたま市西区

6 5002037119 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 相模原紙業 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

相模原紙業 ベール 柏市

7 5002037126 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 山川商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

山川商店 ベール 宇都宮市

残紙積んでいます

8 5002036968 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 川崎商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

川崎商店 ベール 川崎市宮前区

9 5002037189 13 幌／Ｗ ＯＰ 古紙  6/ 5 オーアールエー 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

豊田通運 ベール 白岡町

10 5002036985 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 斎藤商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

斎藤商店 ベール 杉並区

11 5002037129 12 平 ＯＰ 古紙  6/ 5 斎藤商店 坂本製紙㈱苫小牧工場 0144-98-7654   

斉藤商店 ベール 流山市

資材積んでいます

残紙積んでいます

積　荷　明　細　書

車種

室蘭１００え　５８１

車 輌 番 号

2006年 6月 5日 乗船

北海海陸運送㈱

室蘭１３０あ３０７２

2006年 6月 7日 下船 本船名 北海万丸

      配  達  先  住  所

坂本物流　有明

関東運輸

室蘭１００え２４７３

室蘭１３０あ９６５６

関東運輸

関東運輸

室蘭１３０あ９６７７

関東運輸

関東運輸

室蘭１３０あ９６５４

室蘭　１１を９３０８

北海海陸運送

室蘭１００え　８６０

室蘭　１１を９７９４

北海海陸運送

関東運輸

札幌１３０あ３０３７

関東運輸

室蘭１００え　８０８

関東運輸

北海道石狩市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市

苫小牧市
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（配達情報を表示）
画面下部
表示切替
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動静管理機能 売上･請求･支払管理機能

トレーラ輸送の業務をトータルサポート

シャーシの所在、稼動状況を把握 輸送毎の精算業務、請求書作成

■シャーシ在車状況表示

■シャーシ運行管理表（月報）

●港毎の在車状況を参照
●様々な表示条件を設定
●台数の内訳を確認

■受注オーダ入力（精算画面）
輸送オーダ毎に収支を入力

■請求書

■支払明細書

■請求明細書

№ 5001058764

( 住 所 )

( 得 意 先 名 )

　　　　　　　　　　　　別紙明細参照

御中

請 　 求　  書

0 0 0 0 0 0 0

平成 18 年  5 月 31 日

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

東京都板橋区

税 抜 金 額 消   費   税 御 請 求 金 額 検        印

毎度有難う御座居ます｡上記の通り御請求申し上げます｡

月  日 摘                                              要

細野船社株式会社
取引銀行

七十七銀行
北日本銀行
北海道銀行
東京三菱銀行

当0000000
当0000000
当0000000
当0000000

金          額

■シャーシ在車表

■港別在車内訳

用途 車種 車長 № 貨物 配達地 時刻 空車日 № 貨物 配達地 時刻 空車日 № 貨物 配達地 時刻 空車日

　　　 平 13 5 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 8 雑貨（空 06/05 10 米 06/03
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 6 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 9 巻取紙 06/05 11 巻取紙 06/03
1 06/11 7 中質紙 川口市 06/06 12 巻取紙 06/03

8 巻取紙 06/07 用途 車種 車長 13 巻取紙 06/03
用途 車種 車長 ＯＰ Ａ／Ｗ 13 14 新聞紙 06/10

ＯＰ 平 12 用途 車種 車長 № 貨物 配達地 時刻 空車日 15 巻取紙 戸田市 14:00 06/09
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 ＯＰ 平 13 1 巻取紙 05/26 16 巻取紙 新宿区 09:00 06/06
1 巻取紙 05/31 № 貨物 配達地 時刻 空車日 2 巻取紙 05/30 17 巻取紙 戸田市 09:00 06/06
2 巻取紙 05/31 1 巻取紙 港区 06/08 3 巻取紙 05/30 18 巻取紙 横浜瀬谷 14:00 06/06
3 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 4 米 05/31 19 巻取紙 厚木市 06/06
4 巻取紙 横浜瀬谷 06/06 用途 車種 車長 5 巻取紙 06/01 20 巻取紙 戸田市 13:00 06/09
5 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 ＯＰ 平 13 6 米 06/01 21 巻取紙 戸田市 14:00 06/06
6 巻取紙 06/03 № 貨物 配達地 時刻 空車日 7 米 06/01 22 巻取紙 06/06
7 型枠 06/05 1 巻取紙 港区 06/06 8 巻取紙 戸田市 10:00 06/07 23 巻取紙 06/07
8 雑誌 06/05 2 巻取紙 港区 06/06 9 巻取紙 戸田市 09:00 06/07 24 巻取紙 06/06
9 巻取紙 06/05 3 巻取紙 05/31 10 巻取紙 戸田市 10:00 06/06 25 巻取紙 06/06

10 ベニア 岩槻市 08:00 06/06 4 巻取紙 05/31 11 巻取紙 06/07 26 新聞紙 横浜瀬谷 14:00 06/07
11 巻取紙 06/05 5 巻取紙 港区 06/06 12 巻取紙 06/05 27 巻取紙 06/08

6 巻取紙 港区 06/06 13 巻取紙 06/06 28 巻取紙 06/05
用途 車種 車長 7 巻取紙 06/01 14 巻取紙 06/06 29 巻取紙 06/05

ＯＰ 平 12 8 巻取紙 06/01 15 巻取紙 06/06 30 新聞紙 横浜瀬谷 07:30 06/08
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 9 巻取紙 港区 06/07 16 巻取紙 06/08 31 巻取紙 06/05
1 巻取紙 港区 06/08 10 巻取紙 港区 06/07 17 巻取紙 06/06 32 巻取紙 06/05
2 巻取紙 港区 06/08 11 巻取紙 港区 06/06 18 06/05 33 巻取紙 06/08
3 巻取紙 06/03 12 巻取紙 港区 06/09 19 巻取紙 06/07 34 巻取紙 06/05
4 巻取紙 港区 06/06 13 巻取紙 横浜瀬谷 07:30 06/06 20 巻取紙 06/12 35 巻取紙 06/05
5 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 14 巻取紙 06/03 36 新聞紙 06/05
6 巻取紙 新宿区 06/06 15 一般紙 06/03 用途 車種 車長 37 新聞紙 横浜瀬谷 14:00 06/07

16 巻取紙 新宿区 07:30 06/07 ＯＰ Ａ／Ｗ 13 38 巻取紙 06/05
用途 車種 車長 17 巻取紙 新宿区 07:30 06/07 № 貨物 配達地 時刻 空車日 39 新聞紙 横浜瀬谷 14:00 06/07

ＯＰ 平 12 18 巻取紙 新宿区 07:30 06/07 1 巻取紙 戸田市 13:00 06/07 40 巻取紙 06/05
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 19 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 41 新聞紙 横浜瀬谷 06/08
1 巻取紙 05/29 20 巻取紙 06/06 用途 車種 車長 42 巻取紙 06/09
2 巻取紙 05/29 21 巻取紙 06/07 ＯＰ Ａ／Ｗ 13
3 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 22 巻取紙 06/07 № 貨物 配達地 時刻 空車日 用途 車種 車長
4 巻取紙 06/03 23 巻取紙 06/15 1 巻取紙 05/31 ＯＰ 幌／Ｗ 13
5 巻取紙 06/03 24 巻取紙 06/05 2 巻取紙 06/03 № 貨物 配達地 時刻 空車日

6 タイヤ 06/06 25 塩 江東区 06/06 3 巻取紙 06/06 1 新聞紙 06/05
26 巻取紙 06/05 4 巻取紙 06/06

用途 車種 車長 用途 車種 車長
ＯＰ 平 12 用途 車種 車長 用途 車種 車長 空缶 Ａ／Ｗ 13

№ 貨物 配達地 時刻 空車日 ＯＰ 平 13 ＯＰ 幌／Ｗ 12 № 貨物 配達地 時刻 空車日

1 巻取紙 05/29 № 貨物 配達地 時刻 空車日 № 貨物 配達地 時刻 空車日 1 巻取紙 06/02
2 巻取紙 05/29 1 巻取紙 05/31 1 巻取紙 06/05 2 巻取紙 06/05
3 巻取紙 06/02 2 巻取紙 港区 06/07 2 巻取紙 06/07
4 巻取紙 港区 06/08 3 巻取紙 06/07 用途 車種 車長
5 巻取紙 06/03 4 巻取紙 06/07 用途 車種 車長 空缶 ＶＡＮ 12
6 巻取紙 06/06 ＯＰ 幌／Ｗ 13 № 貨物 配達地 時刻 空車日

7 巻取紙 06/05 用途 車種 車長 № 貨物 配達地 時刻 空車日 1 ﾃｨｯｼｭ 06/03
8 巻取紙 06/06 ＯＰ 平 13 1 米 06/01

№ 貨物 配達地 時刻 空車日 2 米 06/02 用途 車種 車長
用途 車種 車長 1 巻取紙 港区 06/06 3 巻取紙 06/02 　　　 平 13

ＯＰ 平 13 2 巻取紙 港区 06/06 4 米 06/02 № 貨物 配達地 時刻 空車日

№ 貨物 配達地 時刻 空車日 3 巻取紙 港区 06/06 5 巻取紙 06/02 1 巻取紙 05/31
1 鋼材 05/20 4 巻取紙 港区 06/06 6 巻取紙 新宿区 07:30 06/06 2 巻取紙 06/01
2 巻取紙 05/30 5 巻取紙 横浜瀬谷 14:00 06/06 7 巻取紙 新宿区 07:30 06/06 3 巻取紙 06/02
3 巻取紙 港区 06/06 6 巻取紙 横浜瀬谷 14:00 06/06 8 米 06/03 4 巻取紙 新宿区 09:00 06/07
4 巻取紙 横浜瀬谷 07:30 06/06 7 巻取紙 06/06 9 米 06/03 5 巻取紙 新宿区 07:30 06/08

所属港：東京

シ ャ ー シ 在 車 表
【2006年06月05日在庫（指定日以前下船分）】

所属ヤード：十勝Ｈ

専用航路 所有社
室蘭  ～直江津 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭100え4265  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

車 輌 番 号
室蘭 11を8678  
室蘭 11を9254  
室蘭 11を9251  
室蘭 11を9265  
室蘭 11を9275  
室蘭 11を9278  
室蘭 11を8676  
室蘭 11を9253  
室蘭 11を9264  
室蘭 11を9274  
室蘭 11を9285  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
水戸 11う2389  
水戸 11う2407  
室蘭 12を7217  
室蘭 12を7223  
室蘭 11を9932  
室蘭 12を7216  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭 12を7835  
室蘭100え2896  
室蘭 12を5299  
室蘭 12を5374  
室蘭100え3166  
室蘭 12を7834  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 小川輸送株

車 輌 番 号
室蘭 12を7823  
室蘭 12を7826  
室蘭 12を5589  
室　 11を7112  
室蘭 11を9795  
室　 11を6215  
室　 11を7825  
室蘭 11を8407  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

車 輌 番 号
室蘭130あ9529  
室蘭130あ9524  
室蘭130あ9538  
室蘭130あ9523  

車 輌 番 号
室蘭130あ9535  
室蘭130い9537  
室蘭130あ9533  
室蘭130あ9534  

専用航路

水戸100え 473  

専用航路

室蘭100え 668  

所有社
苫小牧～東京 小川運送　

車 輌 番 号

所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号

室蘭100え 724  
室蘭100え 893  
室蘭100え 897  
室蘭100え 719  
室蘭100え 720  
室蘭100え 902  
室蘭100え2357  
室蘭100え 815  
室蘭100え 895  
室蘭100え 665  
室蘭100え 861  
室蘭100え 862  
室蘭100え 904  
室蘭100え 916  
室蘭100え 644  
室蘭100え 885  
室蘭100え 887  
室蘭100え 903  
室蘭100え 727  
室蘭100え 825  
室蘭100え 886  
室蘭100え 901  
室蘭100え 915  
室蘭100え 919  
室蘭100え2359  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭100え 707  
室蘭100え 706  
室蘭 12を7897  
室蘭100え1053  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 小川輸送株

車 輌 番 号
室蘭100え 600  
室蘭100え 671  
室蘭100え 735  
室蘭100え 598  
室蘭 12を7763  
室蘭 12を7764  
室蘭100え 599  

車 輌 番 号
室蘭100え 672  
室蘭100え 673  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
室蘭130あ9566  
室蘭130あ9563  
室蘭130あ9572  
札幌100え 287  
釧路130あ 539  
釧路130あ 545  
室蘭100え 827  
釧路130あ 557  
札幌100え 292  
室蘭100え 609  
札幌100え 281  
札幌100え 285  
札幌100え 294  
札幌100え 306  
札幌100え 308  
室蘭100え 607  
室蘭100え 611  
室蘭100え 828  
室蘭130あ9564  
室蘭130あ9571  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭100え 926  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 小川輸送株

車 輌 番 号
室蘭100え2513  
室蘭100え1129  
室蘭100え1094  
室蘭100え1097  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
水戸 11う2372  
水戸 11う2388  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

車 輌 番 号
室蘭130あ9581  
札幌130あ3056  
室蘭100え2439  
室蘭100え2501  
室蘭130あ9604  
札幌130あ3050  
札幌130あ3060  
室蘭100え2433  
室蘭100え2469  

車 輌 番 号
室蘭100え2500  
室蘭100え2503  
室蘭130あ9579  
室蘭130あ9580  
札幌130あ3008  
札幌130あ3048  
札幌130あ3066  
札幌130い3002  
札幌130い3015  
室蘭130あ3075  
室蘭130あ9587  
室蘭130あ9588  
札幌130あ3020  
札幌130あ3021  
札幌130あ3023  
札幌130あ3029  
札幌130あ3031  
札幌130あ3036  
札幌130あ3047  
札幌130あ3062  
札幌130あ3063  
札幌130い3001  
札幌130い3010  
室蘭100え2446  
室蘭100え2450  
室蘭100え2473  
室蘭100え2482  
室蘭100え2490  
室蘭130あ3072  
室蘭130あ3076  
室蘭130あ9586  
室蘭130あ9589  
室蘭130あ9605  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
釧路130あ 572  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 寺島運輸株

車 輌 番 号
室蘭130あ3013  
室蘭130あ3028  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 寺島運輸株

車 輌 番 号
札　 11を7830  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

室蘭130あ9403  
室蘭130あ9411  

車 輌 番 号
室蘭130あ9430  
室蘭130あ9405  
室蘭130あ9404  
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運行社:関東運輸㈱ 関東本社
専用 登録 実　車 平均実車 空　車 平均空車 総 平　均 総稼働 平均稼働 空　車 平均空車 乗　船 平均乗船 配　達 平均配達
航路 車種 用途 車長 台数 運行回数 運行回数 運行回数 運行回数 運行回数 運行回数 日　数 日　数 滞留日数 滞留日数 待機日数 待機日数 待機日数 待機日数

平 13 2 4 2.00 4 2.00 19 9.50 43 21.50 2 1.00 2 1.00
12 9 2 0.22 1 0.11 3 0.33 8 0.89 271 30.11

札海 12 1 31 31.00
12 6 0.50 1 0.08 7 0.58 27 2.25 345 28.75 2 0.17 2 0.17

Ａ／Ｗ 13 5 2 0.40 2 0.40 6 1.20 149 29.80
小川 12 1
仙根ｼｬ 13 5

11 2 0.18 2 0.18 6 0.55 149 13.55
ｺﾝﾃﾅ車 9 2 62 31.00

2 62 31.00
ＢＵＬ 6 3 9 3.00 9 3.00 37 12.33 56 18.67 13 4.33

3 9 3.00 9 3.00 37 12.33 56 18.67 13 4.33
28 17 0.61 1 0.04 18 0.64 70 2.50 612 21.86 2 0.07 15 0.54

室/直 平 　　　 13 5 3 0.60 3 0.60 138 27.60 17 3.40 130 26.00
5 3 0.60 3 0.60 138 27.60 17 3.40 130 26.00

幌／Ｗ ＯＰ 12 6 16 2.67 16 2.67 130 21.67 56 9.33 101 16.83
6 16 2.67 16 2.67 130 21.67 56 9.33 101 16.83
11 19 1.73 19 1.73 268 24.36 73 6.64 231 21.00

苫/大 平 12 7 9 1.29 9 1.29 27 3.86 190 27.14
ＯＰ 12 4 16 4.00 16 4.00 49 12.25 74 18.50 1 0.25 3 0.75
準ＯＰ 12 5 155 31.00
在来 12 18 36 2.00 36 2.00 113 6.28 445 24.72 3 0.17 16 0.89
在来 9 7 1 0.14 1 0.14 3 0.43 213 30.43

41 62 1.51 62 1.51 192 4.68 1,077 26.27 4 0.10 19 0.46
Ａ／Ｗ 13 1 12 12.00 12 12.00 30 30.00 1 1.00 7 7.00

在来 13 2 31 15.50
在来 12 0

3 12 4.00 12 4.00 30 10.00 32 10.67 7 2.33
44 74 1.68 74 1.68 222 5.05 1,109 25.20 4 0.09 26 0.59

苫/東 平 12 1 5 5.00 5 5.00 30 30.00 1 1.00 6 6.00 1 1.00
ＯＰ 13 66 277 4.20 16 0.24 293 4.44 1,415 21.44 584 8.85 125 1.89 262 3.97
ＯＰ 12 19 75 3.95 1 0.05 76 4.00 340 17.89 247 13.00 34 1.79 56 2.95
準ＯＰ 12 1 6 6.00 6 6.00 17 17.00 14 14.00 3 3.00
在来 12 11 31 2.82 1 0.09 32 2.91 116 10.55 202 18.36 15 1.36 3 0.27
　　　 13 40 115 2.88 13 0.33 128 3.20 670 16.75 538 13.45 65 1.63 109 2.73

138 509 3.69 31 0.22 540 3.91 2,588 18.75 1,586 11.49 245 1.78 434 3.14
Ａ／Ｗ ＯＰ 13 66 225 3.41 13 0.20 238 3.61 1,333 20.20 657 9.95 102 1.55 354 5.36

66 225 3.41 13 0.20 238 3.61 1,333 20.20 657 9.95 102 1.55 354 5.36
幌／Ｗ ＯＰ 13 2 11 5.50 11 5.50 50 25.00 12 6.00 5 2.50 9 4.50

ＯＰ 12 2 3 1.50 3 1.50 48 24.00 14 7.00 1 0.50 33 16.50

   シ ャ ー シ 運 行 管 理 表

2006年 5月

【車 種 計】

【車 種 計】

【車 種 計】

【車 種 計】
【航 路 計】

【車 種 計】

【航 路 計】

【車 種 計】

【車 種 計】

【車 種 計】
【航 路 計】

【車 種 計】

【車 種 計】
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関東本社

受注№ 集荷日 乗船日 積港 揚港 集　荷　先 集荷地区 配　達　先 配達地区 車長 車輌番号 主要品名 個数 貨物重量 請求金額

5002036459  5/20  5/20 本州 川崎 苫小牧 練馬区 練馬区 岡田倉庫　留萌 留萌市 13 室蘭100え 893  雑誌

5002036702  5/20  5/20 本州 川崎 苫小牧 品川区 八潮 岡田倉庫　留萌 留萌市 13 室蘭100え 737  雑誌

5002036848  5/27  5/27 本州 川崎 苫小牧 品川区 八潮 岡田倉庫　留萌 留萌市 12 室蘭 12を7220  雑誌

5002036625  5/27  5/27 本州 川崎 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 留萌市 12 水戸 11う2257  雑誌

5002036626  5/27  5/27 本州 川崎 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 留萌市 12 水戸 11う2258  雑誌

[小 計]

1008096460  5/23  5/24 九集 日立 釧路 小池商店 府中市 宮川製紙株式会社 白糠町 13 釧路130あ 710  新聞紙 22.200000

[小 計] 22.200000

1008096003  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 316  新聞古紙 20.900000

1008096004  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 346  新聞古紙 20.900000

1008096007  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 347  新聞古紙 20.900000

1008096001  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9518  新聞古紙 20.900000

1008096008  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 岩手 11こ 770  新聞古紙 20.900000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

1008096005  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 宮城 11こ2592  新聞古紙 20.900000

1008096006  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 釧路 11を7482  新聞古紙 20.900000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

1008095999  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 室蘭 11を8675  新聞古紙 20.900000

1008096151  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 加須市 宮川製紙株式会社 白糠町 13 釧路 11を7999  新聞古紙 22.280000

1008096014  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 309  新聞古紙 20.900000

1008096015  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 323  新聞古紙 20.900000

1008096017  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 339  新聞古紙 20.900000

1008096018  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 381  新聞古紙 20.900000

1008096016  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 707  新聞古紙 20.900000

1008096013  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭100え 798  新聞古紙 20.900000

1008096012  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭100え3494  新聞古紙 20.900000

1008096011  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9684  新聞古紙 20.900000

1008096009  4/25  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 宮城 11こ1990  新聞古紙 20.900000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

1008096010  4/25  5/ 6 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 室蘭100え 716  新聞古紙 20.900000

1008096149  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 加須市 宮川製紙株式会社 白糠町 13 釧路 11を8584  ﾋﾞﾆｰﾙ 21.180000

1008096020  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 730  新聞古紙 20.900000

1008096023  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9371  新聞古紙 20.900000

1008096019  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9376  新聞古紙 20.900000

1008095050  4/26  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 赤堀町 宮川製紙株式会社 白糠町 12 釧路 11を6296  新聞紙 21.810000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

記　　　　事

本　船　名

請  求  明  細  書 （  積  荷  ）

 5月31日  締切    № 5001050000-1

2006/06/22 21:06:08 作成  1頁

御中

請  求  合  計 円

栗林商船株式会社 〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

支 払 先：道西輸送株式会社
関東本社

受注№ 集荷日 乗船日 本船名 積港 揚港 集  荷  先 集  荷  地 配　達　先 車長 車輌番号 貨物名 個数 貨物重量 引取料 引入料 その他 合  計

5002035898  5/ 1  5/ 1 海北丸 東京 苫小牧 野付／増田紙業 桶川市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭 12を7766  雑誌

5002035876  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6136  雑誌

5002035877  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6216  雑誌

5002035940  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 朝日／カネショウ 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5887  雑誌

5002035978  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山梨日日新聞社 甲府市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6209  雑誌

5002035980  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5589  雑誌

5002035981  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5590  雑誌

5002035984  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7823  雑誌

5002036036  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8367  雑誌

5002036037  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8369  雑誌

5002036038  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8408  雑誌

5002035921  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を9306  雑誌

5002035922  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6215  雑誌

5002035925  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7114  雑誌

5002035926  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7113  雑誌

5002035941  5/ 4  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 南 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6217  雑誌

5002035967  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 飯島/末広(営) 川崎市宮前区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6218  雑誌

5002035933  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 野付/千葉紙業 千葉市中央区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6208  雑誌

5002035973  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を7826  雑誌

5002036012  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 豊頃物産株式会社 藤沢市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8384  雑誌

5002036072  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1095  雑誌

5002036104  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 下都賀郡大平町 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8414  雑誌

5002036105  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 小山市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7824  雑誌

5002036070  5/ 8  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 599  雑誌

5002036126  5/ 9  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 733  雑誌

5002035929  5/ 8  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8402  雑誌

5002035930  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8411  雑誌

5002035931  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6205  雑誌

5002036011  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 野付　橋本紙業 柏市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7110  雑誌

5002036076  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7225  雑誌

5002036077  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7226  雑誌

5002036079  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8409  雑誌

5002036130  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 リサイクルセンター 鴻巣市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1056  雑誌

5002036138  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7451  雑誌

記　　　　事 ※ 記載の金額は税抜です。

支  払  明  細  書 （  積  地  経  費  ）

2006年 5月 1日～2006年 5月10日分 № 21
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各港の台数バーを
クリックすると車種
別の内訳を表示

■シャーシ動静履歴問合せ

■車輌明細
さらにクリックで

指定車番の
動静履歴表示

さらにクリックで
車番一覧表示

実績統計管理機能 輸送収支を多様な角度より分析

■売上実績表（月報）：請求先別

■売上実績表（月報）：請求先/航路別店　所：全店合算 （出力順：請求先名）

収入分類 請  求  先 台数 請求金額 海上運賃 牽引料 引入出料 使用料 その他 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額

発送 ㈱細小工業

亥商事㈱ﾌｪﾘｰ事業部

井上鉄鋼

（株）清水商店

㈱ライン

山田物流　有明

山田物流㈱

秋野運輸

大城工業

札幌倉庫㈱

札幌倉庫㈱福岡営業所

フェリー㈱

福岡

細野船社

菅野運輸㈱第二営(南)

菅野運輸㈱第三営

菅野運輸㈱

菅野運輸㈱茨城

菅野運輸㈱福岡営業所

発送計

取次 細野船社

菅野運輸㈱第二営

菅野運輸㈱茨城

逢坂商会株式会社

伊藤運輸㈱輸送部

近畿輸送㈱複合輸送課

中村運輸株式会社

菅野運輸㈱福岡

逢坂商会㈱複合部

菅野運輸㈱新潟

菅野運輸㈱島根営業所

菅野運輸㈱鳥取営業所

道西輸送㈱青森

道西輸送㈱

丸日日諸産業　石狩

取次計

空車回送 細野船社

空車回送計

賃貸料 道西輸送㈱山田事

賃貸料計

シャーシ輸送計

大分類：シャーシ使用料

総　　　 合　　　 計

シャーシ使用料計

【 2005年 6月 】

大分類：シャーシ輸送

当　　　　　　　　　　月 前年同月 当年累計 前年累計
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請 求 先 別 売 上 実 績 表（ 月 報 ）

※金額を千円単位に変換している為、請求額と内訳の合計が一致しない場合があります。

（累計：2005年 4月～） （単位：千円）

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

店　所：全店合算

収入分類 請  求  先 航路 船社 台数 請求金額 海上運賃 牽引料 引入出料 使用料 その他 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額

発送 (有)運輸 東／油 札幌

逢坂海運

運輸㈱ 博／直 三越

（株）イトウ 東／釧 別海

（株）光海運 東／苫 細野

船社

（株）清水商店 東／苫 細野

十勝海運

横田環境株式会社 東／油 逢坂海運

川／宮

タカハシ㈱ 博／釧 細野

タカハシ㈱開発 博／苫 阿寒

寺西㈱ 門／苫 細野

博／室 九越

博／苫 阿寒

きく運輸 博／室 九越

東／阪 細野

取次 商三井

道西輸送㈱ 苫／東 函館汽船

新／苫 九州フェリ

博／東 阿寒

道西輸送㈱青森 新／秋 南海フェリ

空車回送 細野船社 仙／東 細野

仙／阪 細野

賃貸料 道西輸送㈱山田事 苫／新 南海フェリ

【 2005年 6月 】

当　　　　　　　　　　月 前年同月 当年累計 前年累計

大分類：シャーシ輸送

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

取次計

シャーシ使用料計

総　　　 合　　　 計

空車回送計

シャーシ輸送計

大分類：シャーシ使用料

賃貸料計
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請 求 先 ／ 航 路 別 売 上 実 績 表（ 月 報 ）

※金額を千円単位に変換している為、請求額と内訳の合計が一致しない場合があります。

（単位：千円）

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

（累計：2005年 4月～）

■売上実績表（年報）：航路/請求先/品目別

■データ抽出機能（分析用）

支 払 先：道西輸送株式会社
関東本社

受注№ 集荷日 乗船日 本船名 積港 揚港 集  荷  先 集  荷  地 配　達　先 車長 車輌番号 貨物名 個数 貨物重量 引取料 引入料 その他 合  計

5002035898  5/ 1  5/ 1 海北丸 東京 苫小牧 野付／増田紙業 桶川市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭 12を7766  雑誌

5002035876  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6136  雑誌

5002035877  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6216  雑誌

5002035940  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 朝日／カネショウ 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5887  雑誌

5002035978  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山梨日日新聞社 甲府市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6209  雑誌

5002035980  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5589  雑誌

5002035981  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5590  雑誌

5002035984  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7823  雑誌

5002036036  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8367  雑誌

5002036037  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8369  雑誌

5002036038  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8408  雑誌

5002035921  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を9306  雑誌

5002035922  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6215  雑誌

5002035925  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7114  雑誌

5002035926  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7113  雑誌

5002035941  5/ 4  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 南 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6217  雑誌

5002035967  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 飯島/末広(営) 川崎市宮前区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6218  雑誌

5002035933  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 野付/千葉紙業 千葉市中央区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6208  雑誌

5002035973  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を7826  雑誌

5002036012  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 豊頃物産株式会社 藤沢市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8384  雑誌

5002036072  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1095  雑誌

5002036104  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 下都賀郡大平町 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8414  雑誌

5002036105  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 小山市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7824  雑誌

5002036070  5/ 8  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 599  雑誌

5002036126  5/ 9  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 733  雑誌

5002035929  5/ 8  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8402  雑誌

5002035930  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8411  雑誌

5002035931  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6205  雑誌

5002036011  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 野付　橋本紙業 柏市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7110  雑誌

5002036076  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7225  雑誌

5002036077  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7226  雑誌

5002036079  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8409  雑誌

5002036130  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 リサイクルセンター 鴻巣市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1056  雑誌

5002036138  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7451  雑誌

記　　　　事 ※ 記載の金額は税抜です。
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動静管理機能 売上･請求･支払管理機能

トレーラ輸送の業務をトータルサポート

シャーシの所在、稼動状況を把握 輸送毎の精算業務、請求書作成

■シャーシ在車状況表示

■シャーシ運行管理表（月報）

●港毎の在車状況を参照
●様々な表示条件を設定
●台数の内訳を確認

■受注オーダ入力（精算画面）
輸送オーダ毎に収支を入力

■請求書

■支払明細書

■請求明細書

№ 5001058764

( 住 所 )

( 得 意 先 名 )

　　　　　　　　　　　　別紙明細参照

御中

請 　 求　  書

0 0 0 0 0 0 0

平成 18 年  5 月 31 日

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

東京都板橋区

税 抜 金 額 消   費   税 御 請 求 金 額 検        印

毎度有難う御座居ます｡上記の通り御請求申し上げます｡

月  日 摘                                              要

細野船社株式会社
取引銀行

七十七銀行
北日本銀行
北海道銀行
東京三菱銀行

当0000000
当0000000
当0000000
当0000000

金          額

■シャーシ在車表

■港別在車内訳

用途 車種 車長 № 貨物 配達地 時刻 空車日 № 貨物 配達地 時刻 空車日 № 貨物 配達地 時刻 空車日

　　　 平 13 5 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 8 雑貨（空 06/05 10 米 06/03
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 6 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 9 巻取紙 06/05 11 巻取紙 06/03
1 06/11 7 中質紙 川口市 06/06 12 巻取紙 06/03

8 巻取紙 06/07 用途 車種 車長 13 巻取紙 06/03
用途 車種 車長 ＯＰ Ａ／Ｗ 13 14 新聞紙 06/10

ＯＰ 平 12 用途 車種 車長 № 貨物 配達地 時刻 空車日 15 巻取紙 戸田市 14:00 06/09
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 ＯＰ 平 13 1 巻取紙 05/26 16 巻取紙 新宿区 09:00 06/06
1 巻取紙 05/31 № 貨物 配達地 時刻 空車日 2 巻取紙 05/30 17 巻取紙 戸田市 09:00 06/06
2 巻取紙 05/31 1 巻取紙 港区 06/08 3 巻取紙 05/30 18 巻取紙 横浜瀬谷 14:00 06/06
3 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 4 米 05/31 19 巻取紙 厚木市 06/06
4 巻取紙 横浜瀬谷 06/06 用途 車種 車長 5 巻取紙 06/01 20 巻取紙 戸田市 13:00 06/09
5 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 ＯＰ 平 13 6 米 06/01 21 巻取紙 戸田市 14:00 06/06
6 巻取紙 06/03 № 貨物 配達地 時刻 空車日 7 米 06/01 22 巻取紙 06/06
7 型枠 06/05 1 巻取紙 港区 06/06 8 巻取紙 戸田市 10:00 06/07 23 巻取紙 06/07
8 雑誌 06/05 2 巻取紙 港区 06/06 9 巻取紙 戸田市 09:00 06/07 24 巻取紙 06/06
9 巻取紙 06/05 3 巻取紙 05/31 10 巻取紙 戸田市 10:00 06/06 25 巻取紙 06/06

10 ベニア 岩槻市 08:00 06/06 4 巻取紙 05/31 11 巻取紙 06/07 26 新聞紙 横浜瀬谷 14:00 06/07
11 巻取紙 06/05 5 巻取紙 港区 06/06 12 巻取紙 06/05 27 巻取紙 06/08

6 巻取紙 港区 06/06 13 巻取紙 06/06 28 巻取紙 06/05
用途 車種 車長 7 巻取紙 06/01 14 巻取紙 06/06 29 巻取紙 06/05

ＯＰ 平 12 8 巻取紙 06/01 15 巻取紙 06/06 30 新聞紙 横浜瀬谷 07:30 06/08
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 9 巻取紙 港区 06/07 16 巻取紙 06/08 31 巻取紙 06/05
1 巻取紙 港区 06/08 10 巻取紙 港区 06/07 17 巻取紙 06/06 32 巻取紙 06/05
2 巻取紙 港区 06/08 11 巻取紙 港区 06/06 18 06/05 33 巻取紙 06/08
3 巻取紙 06/03 12 巻取紙 港区 06/09 19 巻取紙 06/07 34 巻取紙 06/05
4 巻取紙 港区 06/06 13 巻取紙 横浜瀬谷 07:30 06/06 20 巻取紙 06/12 35 巻取紙 06/05
5 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 14 巻取紙 06/03 36 新聞紙 06/05
6 巻取紙 新宿区 06/06 15 一般紙 06/03 用途 車種 車長 37 新聞紙 横浜瀬谷 14:00 06/07

16 巻取紙 新宿区 07:30 06/07 ＯＰ Ａ／Ｗ 13 38 巻取紙 06/05
用途 車種 車長 17 巻取紙 新宿区 07:30 06/07 № 貨物 配達地 時刻 空車日 39 新聞紙 横浜瀬谷 14:00 06/07

ＯＰ 平 12 18 巻取紙 新宿区 07:30 06/07 1 巻取紙 戸田市 13:00 06/07 40 巻取紙 06/05
№ 貨物 配達地 時刻 空車日 19 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 41 新聞紙 横浜瀬谷 06/08
1 巻取紙 05/29 20 巻取紙 06/06 用途 車種 車長 42 巻取紙 06/09
2 巻取紙 05/29 21 巻取紙 06/07 ＯＰ Ａ／Ｗ 13
3 巻取紙 横浜瀬谷 13:00 06/06 22 巻取紙 06/07 № 貨物 配達地 時刻 空車日 用途 車種 車長
4 巻取紙 06/03 23 巻取紙 06/15 1 巻取紙 05/31 ＯＰ 幌／Ｗ 13
5 巻取紙 06/03 24 巻取紙 06/05 2 巻取紙 06/03 № 貨物 配達地 時刻 空車日

6 タイヤ 06/06 25 塩 江東区 06/06 3 巻取紙 06/06 1 新聞紙 06/05
26 巻取紙 06/05 4 巻取紙 06/06

用途 車種 車長 用途 車種 車長
ＯＰ 平 12 用途 車種 車長 用途 車種 車長 空缶 Ａ／Ｗ 13

№ 貨物 配達地 時刻 空車日 ＯＰ 平 13 ＯＰ 幌／Ｗ 12 № 貨物 配達地 時刻 空車日

1 巻取紙 05/29 № 貨物 配達地 時刻 空車日 № 貨物 配達地 時刻 空車日 1 巻取紙 06/02
2 巻取紙 05/29 1 巻取紙 05/31 1 巻取紙 06/05 2 巻取紙 06/05
3 巻取紙 06/02 2 巻取紙 港区 06/07 2 巻取紙 06/07
4 巻取紙 港区 06/08 3 巻取紙 06/07 用途 車種 車長
5 巻取紙 06/03 4 巻取紙 06/07 用途 車種 車長 空缶 ＶＡＮ 12
6 巻取紙 06/06 ＯＰ 幌／Ｗ 13 № 貨物 配達地 時刻 空車日

7 巻取紙 06/05 用途 車種 車長 № 貨物 配達地 時刻 空車日 1 ﾃｨｯｼｭ 06/03
8 巻取紙 06/06 ＯＰ 平 13 1 米 06/01

№ 貨物 配達地 時刻 空車日 2 米 06/02 用途 車種 車長
用途 車種 車長 1 巻取紙 港区 06/06 3 巻取紙 06/02 　　　 平 13

ＯＰ 平 13 2 巻取紙 港区 06/06 4 米 06/02 № 貨物 配達地 時刻 空車日

№ 貨物 配達地 時刻 空車日 3 巻取紙 港区 06/06 5 巻取紙 06/02 1 巻取紙 05/31
1 鋼材 05/20 4 巻取紙 港区 06/06 6 巻取紙 新宿区 07:30 06/06 2 巻取紙 06/01
2 巻取紙 05/30 5 巻取紙 横浜瀬谷 14:00 06/06 7 巻取紙 新宿区 07:30 06/06 3 巻取紙 06/02
3 巻取紙 港区 06/06 6 巻取紙 横浜瀬谷 14:00 06/06 8 米 06/03 4 巻取紙 新宿区 09:00 06/07
4 巻取紙 横浜瀬谷 07:30 06/06 7 巻取紙 06/06 9 米 06/03 5 巻取紙 新宿区 07:30 06/08

所属港：東京

シ ャ ー シ 在 車 表
【2006年06月05日在庫（指定日以前下船分）】

所属ヤード：十勝Ｈ

専用航路 所有社
室蘭  ～直江津 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭100え4265  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

車 輌 番 号
室蘭 11を8678  
室蘭 11を9254  
室蘭 11を9251  
室蘭 11を9265  
室蘭 11を9275  
室蘭 11を9278  
室蘭 11を8676  
室蘭 11を9253  
室蘭 11を9264  
室蘭 11を9274  
室蘭 11を9285  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
水戸 11う2389  
水戸 11う2407  
室蘭 12を7217  
室蘭 12を7223  
室蘭 11を9932  
室蘭 12を7216  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭 12を7835  
室蘭100え2896  
室蘭 12を5299  
室蘭 12を5374  
室蘭100え3166  
室蘭 12を7834  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 小川輸送株

車 輌 番 号
室蘭 12を7823  
室蘭 12を7826  
室蘭 12を5589  
室　 11を7112  
室蘭 11を9795  
室　 11を6215  
室　 11を7825  
室蘭 11を8407  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

車 輌 番 号
室蘭130あ9529  
室蘭130あ9524  
室蘭130あ9538  
室蘭130あ9523  

車 輌 番 号
室蘭130あ9535  
室蘭130い9537  
室蘭130あ9533  
室蘭130あ9534  

専用航路

水戸100え 473  

専用航路

室蘭100え 668  

所有社
苫小牧～東京 小川運送　

車 輌 番 号

所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号

室蘭100え 724  
室蘭100え 893  
室蘭100え 897  
室蘭100え 719  
室蘭100え 720  
室蘭100え 902  
室蘭100え2357  
室蘭100え 815  
室蘭100え 895  
室蘭100え 665  
室蘭100え 861  
室蘭100え 862  
室蘭100え 904  
室蘭100え 916  
室蘭100え 644  
室蘭100え 885  
室蘭100え 887  
室蘭100え 903  
室蘭100え 727  
室蘭100え 825  
室蘭100え 886  
室蘭100え 901  
室蘭100え 915  
室蘭100え 919  
室蘭100え2359  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭100え 707  
室蘭100え 706  
室蘭 12を7897  
室蘭100え1053  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 小川輸送株

車 輌 番 号
室蘭100え 600  
室蘭100え 671  
室蘭100え 735  
室蘭100え 598  
室蘭 12を7763  
室蘭 12を7764  
室蘭100え 599  

車 輌 番 号
室蘭100え 672  
室蘭100え 673  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
室蘭130あ9566  
室蘭130あ9563  
室蘭130あ9572  
札幌100え 287  
釧路130あ 539  
釧路130あ 545  
室蘭100え 827  
釧路130あ 557  
札幌100え 292  
室蘭100え 609  
札幌100え 281  
札幌100え 285  
札幌100え 294  
札幌100え 306  
札幌100え 308  
室蘭100え 607  
室蘭100え 611  
室蘭100え 828  
室蘭130あ9564  
室蘭130あ9571  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 道西輸送営

車 輌 番 号
室蘭100え 926  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 小川輸送株

車 輌 番 号
室蘭100え2513  
室蘭100え1129  
室蘭100え1094  
室蘭100え1097  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
水戸 11う2372  
水戸 11う2388  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

車 輌 番 号
室蘭130あ9581  
札幌130あ3056  
室蘭100え2439  
室蘭100え2501  
室蘭130あ9604  
札幌130あ3050  
札幌130あ3060  
室蘭100え2433  
室蘭100え2469  

車 輌 番 号
室蘭100え2500  
室蘭100え2503  
室蘭130あ9579  
室蘭130あ9580  
札幌130あ3008  
札幌130あ3048  
札幌130あ3066  
札幌130い3002  
札幌130い3015  
室蘭130あ3075  
室蘭130あ9587  
室蘭130あ9588  
札幌130あ3020  
札幌130あ3021  
札幌130あ3023  
札幌130あ3029  
札幌130あ3031  
札幌130あ3036  
札幌130あ3047  
札幌130あ3062  
札幌130あ3063  
札幌130い3001  
札幌130い3010  
室蘭100え2446  
室蘭100え2450  
室蘭100え2473  
室蘭100え2482  
室蘭100え2490  
室蘭130あ3072  
室蘭130あ3076  
室蘭130あ9586  
室蘭130あ9589  
室蘭130あ9605  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 中村運輸株

車 輌 番 号
釧路130あ 572  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 寺島運輸株

車 輌 番 号
室蘭130あ3013  
室蘭130あ3028  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 寺島運輸株

車 輌 番 号
札　 11を7830  

専用航路 所有社
苫小牧～東京 細野船社

室蘭130あ9403  
室蘭130あ9411  

車 輌 番 号
室蘭130あ9430  
室蘭130あ9405  
室蘭130あ9404  
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運行社:関東運輸㈱ 関東本社
専用 登録 実　車 平均実車 空　車 平均空車 総 平　均 総稼働 平均稼働 空　車 平均空車 乗　船 平均乗船 配　達 平均配達
航路 車種 用途 車長 台数 運行回数 運行回数 運行回数 運行回数 運行回数 運行回数 日　数 日　数 滞留日数 滞留日数 待機日数 待機日数 待機日数 待機日数

平 13 2 4 2.00 4 2.00 19 9.50 43 21.50 2 1.00 2 1.00
12 9 2 0.22 1 0.11 3 0.33 8 0.89 271 30.11

札海 12 1 31 31.00
12 6 0.50 1 0.08 7 0.58 27 2.25 345 28.75 2 0.17 2 0.17

Ａ／Ｗ 13 5 2 0.40 2 0.40 6 1.20 149 29.80
小川 12 1
仙根ｼｬ 13 5

11 2 0.18 2 0.18 6 0.55 149 13.55
ｺﾝﾃﾅ車 9 2 62 31.00

2 62 31.00
ＢＵＬ 6 3 9 3.00 9 3.00 37 12.33 56 18.67 13 4.33

3 9 3.00 9 3.00 37 12.33 56 18.67 13 4.33
28 17 0.61 1 0.04 18 0.64 70 2.50 612 21.86 2 0.07 15 0.54

室/直 平 　　　 13 5 3 0.60 3 0.60 138 27.60 17 3.40 130 26.00
5 3 0.60 3 0.60 138 27.60 17 3.40 130 26.00

幌／Ｗ ＯＰ 12 6 16 2.67 16 2.67 130 21.67 56 9.33 101 16.83
6 16 2.67 16 2.67 130 21.67 56 9.33 101 16.83
11 19 1.73 19 1.73 268 24.36 73 6.64 231 21.00

苫/大 平 12 7 9 1.29 9 1.29 27 3.86 190 27.14
ＯＰ 12 4 16 4.00 16 4.00 49 12.25 74 18.50 1 0.25 3 0.75
準ＯＰ 12 5 155 31.00
在来 12 18 36 2.00 36 2.00 113 6.28 445 24.72 3 0.17 16 0.89
在来 9 7 1 0.14 1 0.14 3 0.43 213 30.43

41 62 1.51 62 1.51 192 4.68 1,077 26.27 4 0.10 19 0.46
Ａ／Ｗ 13 1 12 12.00 12 12.00 30 30.00 1 1.00 7 7.00

在来 13 2 31 15.50
在来 12 0

3 12 4.00 12 4.00 30 10.00 32 10.67 7 2.33
44 74 1.68 74 1.68 222 5.05 1,109 25.20 4 0.09 26 0.59

苫/東 平 12 1 5 5.00 5 5.00 30 30.00 1 1.00 6 6.00 1 1.00
ＯＰ 13 66 277 4.20 16 0.24 293 4.44 1,415 21.44 584 8.85 125 1.89 262 3.97
ＯＰ 12 19 75 3.95 1 0.05 76 4.00 340 17.89 247 13.00 34 1.79 56 2.95
準ＯＰ 12 1 6 6.00 6 6.00 17 17.00 14 14.00 3 3.00
在来 12 11 31 2.82 1 0.09 32 2.91 116 10.55 202 18.36 15 1.36 3 0.27
　　　 13 40 115 2.88 13 0.33 128 3.20 670 16.75 538 13.45 65 1.63 109 2.73

138 509 3.69 31 0.22 540 3.91 2,588 18.75 1,586 11.49 245 1.78 434 3.14
Ａ／Ｗ ＯＰ 13 66 225 3.41 13 0.20 238 3.61 1,333 20.20 657 9.95 102 1.55 354 5.36

66 225 3.41 13 0.20 238 3.61 1,333 20.20 657 9.95 102 1.55 354 5.36
幌／Ｗ ＯＰ 13 2 11 5.50 11 5.50 50 25.00 12 6.00 5 2.50 9 4.50

ＯＰ 12 2 3 1.50 3 1.50 48 24.00 14 7.00 1 0.50 33 16.50

   シ ャ ー シ 運 行 管 理 表

2006年 5月
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【車 種 計】

【車 種 計】
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【航 路 計】
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【航 路 計】

【車 種 計】

【車 種 計】

【車 種 計】
【航 路 計】

【車 種 計】

【車 種 計】
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関東本社

受注№ 集荷日 乗船日 積港 揚港 集　荷　先 集荷地区 配　達　先 配達地区 車長 車輌番号 主要品名 個数 貨物重量 請求金額

5002036459  5/20  5/20 本州 川崎 苫小牧 練馬区 練馬区 岡田倉庫　留萌 留萌市 13 室蘭100え 893  雑誌

5002036702  5/20  5/20 本州 川崎 苫小牧 品川区 八潮 岡田倉庫　留萌 留萌市 13 室蘭100え 737  雑誌

5002036848  5/27  5/27 本州 川崎 苫小牧 品川区 八潮 岡田倉庫　留萌 留萌市 12 室蘭 12を7220  雑誌

5002036625  5/27  5/27 本州 川崎 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 留萌市 12 水戸 11う2257  雑誌

5002036626  5/27  5/27 本州 川崎 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 留萌市 12 水戸 11う2258  雑誌

[小 計]

1008096460  5/23  5/24 九集 日立 釧路 小池商店 府中市 宮川製紙株式会社 白糠町 13 釧路130あ 710  新聞紙 22.200000

[小 計] 22.200000

1008096003  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 316  新聞古紙 20.900000

1008096004  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 346  新聞古紙 20.900000

1008096007  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 347  新聞古紙 20.900000

1008096001  4/24  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9518  新聞古紙 20.900000

1008096008  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 岩手 11こ 770  新聞古紙 20.900000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

1008096005  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 宮城 11こ2592  新聞古紙 20.900000

1008096006  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 釧路 11を7482  新聞古紙 20.900000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

1008095999  4/24  5/ 6 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 室蘭 11を8675  新聞古紙 20.900000

1008096151  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 加須市 宮川製紙株式会社 白糠町 13 釧路 11を7999  新聞古紙 22.280000

1008096014  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 309  新聞古紙 20.900000

1008096015  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 323  新聞古紙 20.900000

1008096017  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 339  新聞古紙 20.900000

1008096018  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 381  新聞古紙 20.900000

1008096016  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 707  新聞古紙 20.900000

1008096013  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭100え 798  新聞古紙 20.900000

1008096012  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭100え3494  新聞古紙 20.900000

1008096011  4/25  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9684  新聞古紙 20.900000

1008096009  4/25  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 宮城 11こ1990  新聞古紙 20.900000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

1008096010  4/25  5/ 6 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 12 室蘭100え 716  新聞古紙 20.900000

1008096149  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 加須市 宮川製紙株式会社 白糠町 13 釧路 11を8584  ﾋﾞﾆｰﾙ 21.180000

1008096020  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 釧路130あ 730  新聞古紙 20.900000

1008096023  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9371  新聞古紙 20.900000

1008096019  4/26  4/29 海北千丸 東京 釧路 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 菅沼製紙株式会社 釧路市 13 室蘭130あ9376  新聞古紙 20.900000

1008095050  4/26  5/ 6 海北千丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 赤堀町 宮川製紙株式会社 白糠町 12 釧路 11を6296  新聞紙 21.810000

 5/11 海北百丸 苫小牧 釧路

記　　　　事

本　船　名

請  求  明  細  書 （  積  荷  ）

 5月31日  締切    № 5001050000-1
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御中

請  求  合  計 円

栗林商船株式会社 〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

支 払 先：道西輸送株式会社
関東本社

受注№ 集荷日 乗船日 本船名 積港 揚港 集  荷  先 集  荷  地 配　達　先 車長 車輌番号 貨物名 個数 貨物重量 引取料 引入料 その他 合  計

5002035898  5/ 1  5/ 1 海北丸 東京 苫小牧 野付／増田紙業 桶川市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭 12を7766  雑誌

5002035876  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6136  雑誌

5002035877  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6216  雑誌

5002035940  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 朝日／カネショウ 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5887  雑誌

5002035978  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山梨日日新聞社 甲府市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6209  雑誌

5002035980  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5589  雑誌

5002035981  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5590  雑誌

5002035984  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7823  雑誌

5002036036  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8367  雑誌

5002036037  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8369  雑誌

5002036038  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8408  雑誌

5002035921  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を9306  雑誌

5002035922  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6215  雑誌

5002035925  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7114  雑誌

5002035926  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7113  雑誌

5002035941  5/ 4  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 南 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6217  雑誌

5002035967  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 飯島/末広(営) 川崎市宮前区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6218  雑誌

5002035933  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 野付/千葉紙業 千葉市中央区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6208  雑誌

5002035973  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を7826  雑誌

5002036012  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 豊頃物産株式会社 藤沢市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8384  雑誌

5002036072  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1095  雑誌

5002036104  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 下都賀郡大平町 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8414  雑誌

5002036105  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 小山市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7824  雑誌

5002036070  5/ 8  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 599  雑誌

5002036126  5/ 9  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 733  雑誌

5002035929  5/ 8  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8402  雑誌

5002035930  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8411  雑誌

5002035931  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6205  雑誌

5002036011  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 野付　橋本紙業 柏市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7110  雑誌

5002036076  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7225  雑誌

5002036077  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7226  雑誌

5002036079  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8409  雑誌

5002036130  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 リサイクルセンター 鴻巣市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1056  雑誌

5002036138  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7451  雑誌

記　　　　事 ※ 記載の金額は税抜です。

支  払  明  細  書 （  積  地  経  費  ）

2006年 5月 1日～2006年 5月10日分 № 21

2006/06/22 21:10:58 作成  21頁

各港の台数バーを
クリックすると車種
別の内訳を表示

■シャーシ動静履歴問合せ

■車輌明細
さらにクリックで

指定車番の
動静履歴表示

さらにクリックで
車番一覧表示

実績統計管理機能 輸送収支を多様な角度より分析

■売上実績表（月報）：請求先別

■売上実績表（月報）：請求先/航路別店　所：全店合算 （出力順：請求先名）

収入分類 請  求  先 台数 請求金額 海上運賃 牽引料 引入出料 使用料 その他 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額

発送 ㈱細小工業

亥商事㈱ﾌｪﾘｰ事業部

井上鉄鋼

（株）清水商店

㈱ライン

山田物流　有明

山田物流㈱

秋野運輸

大城工業

札幌倉庫㈱

札幌倉庫㈱福岡営業所

フェリー㈱

福岡

細野船社

菅野運輸㈱第二営(南)

菅野運輸㈱第三営

菅野運輸㈱

菅野運輸㈱茨城

菅野運輸㈱福岡営業所

発送計

取次 細野船社

菅野運輸㈱第二営

菅野運輸㈱茨城

逢坂商会株式会社

伊藤運輸㈱輸送部

近畿輸送㈱複合輸送課

中村運輸株式会社

菅野運輸㈱福岡

逢坂商会㈱複合部

菅野運輸㈱新潟

菅野運輸㈱島根営業所

菅野運輸㈱鳥取営業所

道西輸送㈱青森

道西輸送㈱

丸日日諸産業　石狩

取次計

空車回送 細野船社

空車回送計

賃貸料 道西輸送㈱山田事

賃貸料計

シャーシ輸送計

大分類：シャーシ使用料

総　　　 合　　　 計

シャーシ使用料計

【 2005年 6月 】

大分類：シャーシ輸送

当　　　　　　　　　　月 前年同月 当年累計 前年累計
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請 求 先 別 売 上 実 績 表（ 月 報 ）

※金額を千円単位に変換している為、請求額と内訳の合計が一致しない場合があります。

（累計：2005年 4月～） （単位：千円）

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

店　所：全店合算

収入分類 請  求  先 航路 船社 台数 請求金額 海上運賃 牽引料 引入出料 使用料 その他 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額 台数 請求金額 粗利額

発送 (有)運輸 東／油 札幌

逢坂海運

運輸㈱ 博／直 三越

（株）イトウ 東／釧 別海

（株）光海運 東／苫 細野

船社

（株）清水商店 東／苫 細野

十勝海運

横田環境株式会社 東／油 逢坂海運

川／宮

タカハシ㈱ 博／釧 細野

タカハシ㈱開発 博／苫 阿寒

寺西㈱ 門／苫 細野

博／室 九越

博／苫 阿寒

きく運輸 博／室 九越

東／阪 細野

取次 商三井

道西輸送㈱ 苫／東 函館汽船

新／苫 九州フェリ

博／東 阿寒

道西輸送㈱青森 新／秋 南海フェリ

空車回送 細野船社 仙／東 細野

仙／阪 細野

賃貸料 道西輸送㈱山田事 苫／新 南海フェリ

【 2005年 6月 】

当　　　　　　　　　　月 前年同月 当年累計 前年累計

大分類：シャーシ輸送

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

【請求先計】

取次計

シャーシ使用料計

総　　　 合　　　 計

空車回送計

シャーシ輸送計

大分類：シャーシ使用料

賃貸料計
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請 求 先 ／ 航 路 別 売 上 実 績 表（ 月 報 ）

※金額を千円単位に変換している為、請求額と内訳の合計が一致しない場合があります。

（単位：千円）

〒000-0000 北海道北見市

TEL  FAX

（累計：2005年 4月～）

■売上実績表（年報）：航路/請求先/品目別

■データ抽出機能（分析用）

支 払 先：道西輸送株式会社
関東本社

受注№ 集荷日 乗船日 本船名 積港 揚港 集  荷  先 集  荷  地 配　達　先 車長 車輌番号 貨物名 個数 貨物重量 引取料 引入料 その他 合  計

5002035898  5/ 1  5/ 1 海北丸 東京 苫小牧 野付／増田紙業 桶川市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭 12を7766  雑誌

5002035876  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6136  雑誌

5002035877  5/ 2  5/ 2 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6216  雑誌

5002035940  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 朝日／カネショウ 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5887  雑誌

5002035978  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山梨日日新聞社 甲府市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6209  雑誌

5002035980  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5589  雑誌

5002035981  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を5590  雑誌

5002035984  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7823  雑誌

5002036036  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8367  雑誌

5002036037  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8369  雑誌

5002036038  5/ 2  5/ 3 北海万丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8408  雑誌

5002035921  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を9306  雑誌

5002035922  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6215  雑誌

5002035925  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7114  雑誌

5002035926  5/ 5  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7113  雑誌

5002035941  5/ 4  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 南 町田市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6217  雑誌

5002035967  5/ 3  5/ 5 海北丸 東京 苫小牧 飯島/末広(営) 川崎市宮前区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6218  雑誌

5002035933  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 野付/千葉紙業 千葉市中央区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6208  雑誌

5002035973  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 12を7826  雑誌

5002036012  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 豊頃物産株式会社 藤沢市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8384  雑誌

5002036072  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1095  雑誌

5002036104  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 下都賀郡大平町 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8414  雑誌

5002036105  5/ 6  5/ 6 菅民丸 東京 苫小牧 北海資源 小山市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7824  雑誌

5002036070  5/ 8  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 599  雑誌

5002036126  5/ 9  5/ 9 海北丸 東京 苫小牧 岩渕商事 横浜市旭区 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え 733  雑誌

5002035929  5/ 8  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8402  雑誌

5002035930  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8411  雑誌

5002035931  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 菅野紙業 杉並区 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を6205  雑誌

5002036011  5/ 9  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 野付　橋本紙業 柏市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7110  雑誌

5002036076  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7225  雑誌

5002036077  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7226  雑誌

5002036079  5/ 8  5/10 菅民丸 東京 苫小牧 山田製紙㈱/京葉ﾔｰﾄﾞ 船橋市 岡田倉庫　留萌 12 室蘭 11を8409  雑誌

5002036130  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 リサイクルセンター 鴻巣市 岡田倉庫　留萌 13 室蘭100え1056  雑誌

5002036138  5/ 9  5/10 海北屯丸 東京 苫小牧 ㈱飯島/新木場(営) 江東区 品３ 有２ 岡田倉庫　留萌 12 室　 11を7451  雑誌

記　　　　事 ※ 記載の金額は税抜です。

支  払  明  細  書 （  積  地  経  費  ）

2006年 5月 1日～2006年 5月10日分 № 21

2006/06/22 21:10:58 作成  21頁
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シ ス テ ム 機 能 構 成

配 車 管 理 機 能

乗 船 管 理 機 能

受注検索
受注オーダ入力
受注オーダ入力(空車回送)
受注オーダ問い合わせ
受注オーダ一覧表
集荷予定一覧表
配達予定一覧表

受注オーダ管理機能

業者指定入力
シャーシ配車入力
切離ヤード入力
配車予定表
配車表
配車依頼表
中継車輌明細書
引入・引出車番連絡書
送り状
受領書

乗船確定処理
乗船予定表
乗船申込書
積荷明細表
積荷明細表（巻取）
揚荷明細表
揚荷明細表（巻取）
乗船明細表

売上･請求･支払管理機能

実績統計管理機能

シャーシ状態問い合わせ
シャーシ動静履歴問い合わせ
シャーシ在車状況表示
シャーシ在車表
在車表示シャーシ設定
シャーシ№別運行管理表
シャーシ運行管理表
シャーシ動静管理表
シャーシ動静履歴表
航路別運行回数集計表

動 静 管 理 機 能

精算データ問い合わせ
請求データ問い合わせ
請求計算処理
請求書メンテナンス
請求台帳（積荷）
請求台帳（揚荷）
請求台帳（陸送）
請求予定明細表（積荷）
請求予定明細表（揚荷）
請求予定明細表（陸送）
請求明細表（積荷）
請求明細表（揚荷）
請求明細表（陸送）
請求書
請求一覧表
支払明細書（積地経費）
支払明細書（揚地経費）
支払明細書（運賃）
支払明細書（陸送）
支払金額集計表

料金実績更新（日次更新）
売上実績総括表（月報）
請求先別売上実績表(月報)

請求先/航路別
         　　　　売上実績表(月報)

請求先/品名/航路別
         　　　　売上実績表(月報)

航路/請求先/品名別
         　　　　売上実績表(月報)

請求先/品名/航路別
         　　　　売上実績表(年報)

航路/請求先/品名別
         　　　　売上実績表(年報)
データ抽出機能

7

＜車輌台帳管理システム＞
　-車輌台帳入力
　-車検・点検、保険情報入力等
　-車検一覧表
　-車検点検予定表
　-自賠責、任意保険一覧表等

＜車輌経費管理システム＞
　-車輌経費入力
　-在庫払出入力
　-月間走行距離入力
　-燃費調査表
　-車号別支払、経費、収支表等

＜固定資産管理システム＞
　-固定資産、リース資産入力
　-購入計画入力
　-減価償却表
　-減価償却計画表
　-リース資産支払表

拡張システム

オプション機能例 業務に合ったオプションを選択し活用

■蓄積データを利用した統計資料イメージ
　
●収支推移グラフ

●前年同月対比グラフ

＜受注管理オプション＞
　-見積管理機能
　-料金自動計算機能

＜配車管理オプション＞
　-ヘッド配車機能

＜乗船管理オプション＞
　-配船予定管理

＜シャーシ動静管理オプション＞
　-シャーシ修理点検管理
　-シャーシ使用料管理
　-シャーシ収支管理

オプション機能

■見積管理機能
　
●見積入力画面

■シャーシ修理点検機能　

平成 24年  4月  1日

(No.0101-000001)

下記の通り、御見積申し上げます。

何卒ご下命賜りますよう、お願い申し上げます。

№ 数　量 単　価 金　額

1 1台 ¥200,000 ¥200,000

2 1台 ¥10,000 ¥10,000

¥210,000

※上記金額には消費税は含まれておりません。別途頂戴致します。

株式会社パッケージライナー
  長州 　                   様

 御　 見　 積　 書 

〒084-0905 北海道釧路市鳥取南５丁目12番5号

TEL 0154-77-7777 FAX 0154-77-7776

輸 送 貨 物 建設部材

輸 送 車 種 13ｍ  平

集  荷  地 北海道 札幌市東区

配　達  地 神奈川県 横浜市鶴見区

受 渡 条 件 車上受け、車上渡し

利 用 航 路 苫小牧  ～  東京

見積有効期限 平成 24年  6月 30日

内　　　訳 備　　　考

一貫輸送料

燃料調整金

御　見　積　額

特
記
事
項

平成 24年  4月  1日
(No.0101-000001)

№ 数　量 単　価 金　額
1 1台 ¥200,000 ¥200,000
2 1台 ¥10,000 ¥10,000

¥210,000 （消費税別）

見積内訳

№ 料金内訳 業者 数　量 単　価 金　額
1 集荷料 複合物流㈱札幌 1台 ¥35,000
2 海上運賃 複合ﾌｪﾘｰ 1台 ¥75,000
3 配達料 複合物流㈱東京 1台 ¥35,000
4 シャーシ使用料 1台 ¥15,000
5 作業料 複合物流㈱札幌 1台 ¥15,000
6 燃料調整金 複合ﾌｪﾘｰ 1台 ¥10,000

¥175,000

¥10,000
¥185,000 ¥25,000

株式会社パッケージライナー
  長州                      　様

 御　見　積　書（控） 

輸 送 貨 物 建設部材

輸 送 車 種 13ｍ  平

集  荷  地 北海道 札幌市東区

配　達  地 神奈川県 横浜市鶴見区

受 渡 条 件 車上受け、車上渡し

利 用 航 路 苫小牧  ～  東京

見積有効期限 平成 24年  6月 30日

内　　　訳 備　　　考
一貫輸送料
燃料調整金

御　見　積　額

特
記
事
項

備　　　考

小　　　計
Ｂ　Ａ　Ｆ

合　　　計 粗　利

●見積書、見積書（控）

■ヘッド配車機能　
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シ ス テ ム 機 能 構 成

配 車 管 理 機 能

乗 船 管 理 機 能

受注検索
受注オーダ入力
受注オーダ入力(空車回送)
受注オーダ問い合わせ
受注オーダ一覧表
集荷予定一覧表
配達予定一覧表

受注オーダ管理機能

業者指定入力
シャーシ配車入力
切離ヤード入力
配車予定表
配車表
配車依頼表
中継車輌明細書
引入・引出車番連絡書
送り状
受領書

乗船確定処理
乗船予定表
乗船申込書
積荷明細表
積荷明細表（巻取）
揚荷明細表
揚荷明細表（巻取）
乗船明細表

売上･請求･支払管理機能

実績統計管理機能

シャーシ状態問い合わせ
シャーシ動静履歴問い合わせ
シャーシ在車状況表示
シャーシ在車表
在車表示シャーシ設定
シャーシ№別運行管理表
シャーシ運行管理表
シャーシ動静管理表
シャーシ動静履歴表
航路別運行回数集計表

動 静 管 理 機 能

精算データ問い合わせ
請求データ問い合わせ
請求計算処理
請求書メンテナンス
請求台帳（積荷）
請求台帳（揚荷）
請求台帳（陸送）
請求予定明細表（積荷）
請求予定明細表（揚荷）
請求予定明細表（陸送）
請求明細表（積荷）
請求明細表（揚荷）
請求明細表（陸送）
請求書
請求一覧表
支払明細書（積地経費）
支払明細書（揚地経費）
支払明細書（運賃）
支払明細書（陸送）
支払金額集計表

料金実績更新（日次更新）
売上実績総括表（月報）
請求先別売上実績表(月報)

請求先/航路別
         　　　　売上実績表(月報)

請求先/品名/航路別
         　　　　売上実績表(月報)

航路/請求先/品名別
         　　　　売上実績表(月報)

請求先/品名/航路別
         　　　　売上実績表(年報)

航路/請求先/品名別
         　　　　売上実績表(年報)
データ抽出機能
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＜車輌台帳管理システム＞
　-車輌台帳入力
　-車検・点検、保険情報入力等
　-車検一覧表
　-車検点検予定表
　-自賠責、任意保険一覧表等

＜車輌経費管理システム＞
　-車輌経費入力
　-在庫払出入力
　-月間走行距離入力
　-燃費調査表
　-車号別支払、経費、収支表等

＜固定資産管理システム＞
　-固定資産、リース資産入力
　-購入計画入力
　-減価償却表
　-減価償却計画表
　-リース資産支払表

拡張システム

オプション機能例 業務に合ったオプションを選択し活用

■蓄積データを利用した統計資料イメージ
　
●収支推移グラフ

●前年同月対比グラフ

＜受注管理オプション＞
　-見積管理機能
　-料金自動計算機能

＜配車管理オプション＞
　-ヘッド配車機能

＜乗船管理オプション＞
　-配船予定管理

＜シャーシ動静管理オプション＞
　-シャーシ修理点検管理
　-シャーシ使用料管理
　-シャーシ収支管理

オプション機能

■見積管理機能
　
●見積入力画面

■シャーシ修理点検機能　

平成 24年  4月  1日

(No.0101-000001)

下記の通り、御見積申し上げます。

何卒ご下命賜りますよう、お願い申し上げます。

№ 数　量 単　価 金　額

1 1台 ¥200,000 ¥200,000

2 1台 ¥10,000 ¥10,000

¥210,000

※上記金額には消費税は含まれておりません。別途頂戴致します。

株式会社パッケージライナー
  長州 　                   様

 御　 見　 積　 書 
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事
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関連７社、全国３３拠点の規模でシステム導入！

●シャーシの有効活用
　　　シャーシ動静情報を複数社で共有し車輌を相互利用

●事務処理の効率化
　　　各企業間でオーダ情報を交換し、積地から揚地まで
　　　の一貫した情報管理
　　　各企業間のシャーシ使用料精算の効率化

●企業の事情にあわせたカスタマイズ
　　　企業ごとに業務処理が異なる部分を
　　　個別にカスタマイズし、全社スムーズ
　　　な運用を実現

ハードウェア・ネットワーク構成例

複 数 拠 点 で の 利 用

アウトソーシングサービスを利用

　　　　　ネットワーク網
　　　　　 ・IP-VPN
　　　　　 ・インターネットＶＰＮ

本
　
　
　
　
社

支　店

支　店

営業所営業所

Ｂフレッツ

Ｂフレッツ

ADSLADSL

Ｂフレッツ

MetaFrame
サーバー

データベース
サーバー

　　　　　ネットワーク網
　　　　　 ・IP-VPN
　　　　　 ・インターネットＶＰＮ

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー

支　店

支　店

営業所営業所

Ｂフレッツ

Ｂフレッツ

ADSLADSL

Ｂフレッツ

MetaFrame
サーバー

データベース
サーバー

本 

社

Ｂフレッツ

セ
ン
タ
ー

保守端末

Ｂフレッツ

保守端末

導入事例　～　関連会社で共同利用

複合輸送情報システム　　

9 10

関連７社、全国３３拠点の規模でシステム導入！

●シャーシの有効活用
　　　シャーシ動静情報を複数社で共有し車輌を相互利用

●事務処理の効率化
　　　各企業間でオーダ情報を交換し、積地から揚地まで
　　　の一貫した情報管理
　　　各企業間のシャーシ使用料精算の効率化

●企業の事情にあわせたカスタマイズ
　　　企業ごとに業務処理が異なる部分を
　　　個別にカスタマイズし、全社スムーズ
　　　な運用を実現

ハードウェア・ネットワーク構成例

複 数 拠 点 で の 利 用

アウトソーシングサービスを利用

　　　　　ネットワーク網
　　　　　 ・IP-VPN
　　　　　 ・インターネットＶＰＮ

本
　
　
　
　
社

支　店

支　店

営業所営業所

Ｂフレッツ

Ｂフレッツ

ADSLADSL

Ｂフレッツ

MetaFrame
サーバー

データベース
サーバー

　　　　　ネットワーク網
　　　　　 ・IP-VPN
　　　　　 ・インターネットＶＰＮ

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー

支　店

支　店

営業所営業所

Ｂフレッツ

Ｂフレッツ

ADSLADSL

Ｂフレッツ

MetaFrame
サーバー

データベース
サーバー

本 

社

Ｂフレッツ

セ
ン
タ
ー

保守端末

Ｂフレッツ

保守端末

導入事例　～　関連会社で共同利用



URL http://www.portusinc.co.jp

本 　 　 　 社

札 幌 支 店

帯広営業所

東京オフィス

〒084-0905　釧路市鳥取南５丁目１２番５号

〒003-0805　札幌白石区菊水５条１丁目８番２１号

〒080-0017　帯広市西７条南１６丁目１２番

〒100-0005　東京都千代田区丸の内２丁目５番２号

TEL：0154-61-5111

TEL：011-817-3580

TEL：0155-20-3920

TEL：03-5220-0011

◇

◇

◇

◇

アウトソーシング

運  用  支  援

カスタマイズ

ご 提 案 豊富なノウハウをもとにお客さまのビジネスにもっとも適したソリュ
ーションをご提案いたします。

お客さまのビジネスニーズを満足した、スムーズで最適なシステム
に変えていきます。

導入していただいたシステムを有効に活用していくために、満足い
ただける充実した運用支援メニューをご用意しております。

システムをいつも・いつまでも快適にご利用していただくために、堅
牢かつ安全なデータセンターがお客さまの大切な機器を守ります。

導入から運用までお客さまをサポート


