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物流センターサービス■ サンクネットの物流サービス

急遽発生した大量の商品保管、発送作業もお任せください。最大3500坪のスペースで商品・印刷物などの小さなものから店
舗用什器一式などの大きなものまで即日お預かり可能です。

11 依頼を受けて即対応依頼を受けて即対応できますできます

ただ預かる・発送するだけではありません。どのような預かり方をするか、どのように管理するか、どの発送方法が安全
確実かつ効果的かなど業務の手順、コストダウンの方法、在庫・流通の効率化を常に考え、提案します。

22 ご要望に対して幅広く、かつ個別に業務ご要望に対して幅広く、かつ個別に業務を組み立てます。を組み立てます。

ただ保管するだけではなく、商品への付属品同梱・印刷・DM発送などの物流加工業務や、検品、商品加工、シュリンクな
どの業務もお受けいたします。

サンクネットサンクネットの物流センターの物流センターサービスサービスは小規模から大規模まで、は小規模から大規模まで、11日から長期まで、柔軟に対応します日から長期まで、柔軟に対応します。。

44 倉庫倉庫 ・・ 配送配送 はもちろん、付帯すはもちろん、付帯する柔軟な物流加工作業る柔軟な物流加工作業もご提供します。もご提供します。

最大３５００坪の物流センターで各種物流サービスを提供します。

中間業者を省いた業務提供により低価格かつ高品質な物流サービスの提供が可能です。

33 物流拠点基地との提携、大量業務の請負による業務効率が、低価格を実現します。物流拠点基地との提携、大量業務の請負による業務効率が、低価格を実現します。

物流関連業務も中間業者を省き低価格でご提供いたします。ダンボールや緩衝材なども多数取り揃えております。
（印刷サービスでは、2点封入、宛名印刷、メール便発送料込みで100円/部でのDM発送サービスも実現いたしました。）

55 工場直作業による「ダンボール・緩衝材」製作、低価格「印刷」などもご提供します。工場直作業による「ダンボール・緩衝材」製作、低価格「印刷」などもご提供します。
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物流センターサービス■ 物流サービス機能一覧

物流物流加工加工倉庫倉庫事業と事業とサンクネットの「サンクネットの「企画企画力・管理力」が融合し物流力・管理力」が融合し物流加工加工サービスの提供が可能となりましたサービスの提供が可能となりました

保 管 物流加工 配 送

一箱から・即日預かり一箱から・即日預かり 同梱・検品同梱・検品 特殊発送・大量発送特殊発送・大量発送

メインサービスメインサービス

箱単位

長期保管一時保管

スペース貸し

パレット単位

坪単位

製品化作業

セッティング付属品同梱

検針
簡易縫製ラッピング

シュリンク 宅配便

一括納入DM発送

仕立て便チャーター便

回収

付帯サービス付帯サービス

印 刷 コールセンター業務 データ入力・集計

チラシ印刷

宛名印刷

名刺印刷

マニュアル印刷

IT技術サポート
受付・問合せ

事務局運営

受注センター

アンケート入力

宛先入力

データ集計・レポート作成

商品コード入力

オフセット印刷オフセット印刷・・DTPDTP印刷印刷 長期長期//短期・短期・0.50.5人体制～人体制～ 加工・分析加工・分析
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物流センターサービス■ 物流サービスの５つの力

SANKUNETSANKUNETSANKUNET

物流サービス物流サービス物流サービス

環境力環境力体制力体制力

設備力設備力

管理・管理・調整力調整力

提携力提携力

一日単位の短期オーダー～長期保管、定期的な作業など

様々な依頼形態でお請けします。

荷受発送作業員30名・物流加工作業員50名体制

少量～大量アイテムに応じます

ご要望に応じた作業単位で

一個の作業～複数アイテムの一斉作業、継続的な固定台数での

作業などご要望の単位でお請けします。

東京湾から50km、関越自動車道所沢ICから約5分
3500坪に40ft.コンテナ受入スペース確保

監視カメラ・人感センサー等のセキュリティ設備

盗難保険・盗難保険などの各種保険完備

東京湾から50km圏内の3500坪スペース

好条件立地と広大なスペース

セキュリティ設備・保険の完備

大手運送会社との提携契約

大量業務請負による、全国一律の低価格料金の実現

訪問サポート業務、コールセンター業務との連携

他部門・提携業者との連携対応

大手運送会社ごとの全国一律低価格配送

他部門との連携

ダンボールであれば常備120種類以上を保管

商品、配送に合わせた緩衝材、のし紙等装飾

梱包材も豊富に用意

最新鋭の紙折り機、封緘機等による大量の折り、

帳合、カッティングなどに対応

豊富な資材、最新の物流設備完備

フォークリフト、結束機、全自動梱包機等を完備

し大量の作業にも迅速に対応。

最新鋭の設備により効率的な対応

物流機器による大量の作業にも対応

スケジュール・進捗管理、集計・報告・分析

部品管理、発注代行、印刷代行なども対応可能

ていねいな進行管理・進捗管理能力

管理・事務

後方作業の対応

廃業者と提携し産廃手続きの代行マニュフェスト
発行までサポート

廃棄手配

豊富な梱包資材を用意
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物流センターサービスサンクネット物流センター概要サンクネット物流センター概要

サンクネット物流センターサンクネット物流センターは、は、埼玉県に埼玉県に44拠点拠点、さまざまなご要望にお答えできるセンターをご用意しています。、さまざまなご要望にお答えできるセンターをご用意しています。

荷受発送作業員30名（常時）

スタッフスタッフ

物流センター所在地物流センター所在地

本部・第本部・第11物流センター物流センター

【所在地】 埼玉県入間郡三芳町

第第22物流センター物流センター

【所在地】 埼玉県入間郡三芳町

キッティングセンターキッティングセンター

【所在地】 埼玉県入間郡三芳町

みずほ台物流センターみずほ台物流センター

【所在地】 埼玉県富士見市水子

インターネット接続環境

環境・主要設備環境・主要設備

折り機・梱包機器・シュリンク包装機

設備・人員体制設備・人員体制

全体管理

物流加工

封入封緘
業務

一時保管 一時保管 物流加工

検針作業 簡易縫製

キッティング 機器修理

検証作業 ネット環境

長期保管
大型商品
保管

預かり倉庫 イベント什器

物流加工作業員50名（常時） 空調設備 フォークリフト・パレットトラック・リフター
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物流センターサービス■ ご依頼の流れ

サンクネットサンクネット サンクネットの考え方サンクネットの考え方貴社貴社

作業内容決定

見積依頼

見積作成／提示

基本契約締結
（必要に応じて）

貴社指定場所への発送

報告受付・確認

■見積依頼 [要望・予算を教えてください]

・数量や期間、想定している作業をお聞かせください
・決められた予算や何を行いたいかイメージをお聞かせく
ださい。具体化をサンクネットにて行います。

■センター見学 [具体的なイメージの構築]

・随時可能です。予め希望日をお知らせください

■ＮＤＡ締結 [貴社要望に応じて早期に]

・必要とされる場合はサンプルをご提出します

■コスト検討 [貴社コスト感に応じた提案]

・予算の範囲内でどこまで対応可能かの提案可能です

■基本契約締結 [貴社要望に応じて内容検討]

・必要とされる場合はサンプルをご提出します

■物流加工作業 [貴社要望に応じて幅広く]

・コントロールセンターにて進捗管理、作業報告を実施

■貴社指定場所への発送 [的確な配送方法の提案]

・ご要望、ご予算に応じて配送業者、配送方法を検討し、的
確にご提案します。

発送報告書作成・送付

コスト検討

NDA締結（必要に応じて）

開始決定

商品出荷

物流加工作業

商品ピッキング／発送準備

商品入庫受付／預かり
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物流センターサービス■ 価格構成

基本費用基本費用

従量費用従量費用

配送費／資材費配送費／資材費

特殊作業費特殊作業費

（製品化作業・縫製作業等）（製品化作業・縫製作業等）

作業に応じて個別に下記のような作業費が発生します。

無料～15.0万円 (月間)

物流管理費 物流費の10%
物流費 利用サービス量×単価

•スポットの業務については基本費用は不要です。 （在庫管理／在庫報告など管理業務が不要なため）

•基本費用は、月間の物流・作業量・管理報告業務の種類によって決定します。

•また、ヘルプデクス業務や事務局業務とのセットでの受託の場合、管理をセンター・事務局が
実施するため管理費が減額されます。

・実際に想定される作業内容や、作業時間に基づきまして、個数あたりの金額でも、時間あたりの金額でも

どちらでも対応が可能です。

＋＋

＋＋

＋＋

・保管料 ： 5500円/坪～ （在庫倉庫＋作業スペース、最小2坪から）
・入庫手数料 ： 15円/個～ （1点ごとの数量検品、箱単位の場合30円/個～）
・出庫準備 ： 150円/個～ （ピッキング・緩衝材パッキング・伝票作成含む）

※スポットの業務で加工作業・物流作業が伴う場合、入庫に関する手数料は不要です。

≪個別発生≪個別発生 従量作業費従量作業費（一部）（一部）≫≫

・配送費用 ： 450円/個～ （弊社指定便による配送、全国共通、但し離島は除く）

・緩衝材 ： 5円/枚～ （紙タイプからプチプチまで各種取り揃えております）

・ダンボール ： 50円/枚～ （約120種類のダンボールを常備しております）

≪配送費≪配送費//資材費資材費（一部）（一部）≫≫

配送費や、ご提供が可能な資材は、主に以下の通りとなります。
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物流センターサービス■ 物流サービス活用事例

メインサービスと付帯サービスの活用事例メインサービスと付帯サービスの活用事例

メインサービスの事例メインサービスの事例

■通販会社

・・・・・・商品商品発送業務発送業務

■PR会社

・・・案内状・申込書発送業務・・・案内状・申込書発送業務

■リース会社

・・・リースアップ・・・リースアップPCPC廃棄保管業務廃棄保管業務

■インターネットプロバイダ

・・・・・・お客様加入窓口業務お客様加入窓口業務

■家電メーカー

・・・・・・業務業務PCPC保管・管理業務保管・管理業務

商品保管 個別配送包装 書類保管 梱包ピッキング 製品保管 一括配送個別配送

■事務機販社

・・・・・・消耗品受注センター消耗品受注センター

■化粧品メーカー

・・・・・・キャンペーン支援キャンペーン支援

お客さま
窓口

個別配送書類保管
加入促進

DM

製品保管
管理シール
貼り

シリアル
チェック

個別配送

受付窓口 個別配送
消耗品
保管

顧客管理 履歴管理

事務局 パッキング商品保管 個別配送
アンケート
入力

受注センターから指定された商品の発送受注センターから指定された商品の発送 指定された書類をピッキング同封し発送指定された書類をピッキング同封し発送
廃棄予定廃棄予定PCPCの一時保管後、の一時保管後、

指定場所へ一括発送指定場所へ一括発送

受付窓口運営から未加入者への加入促進支援受付窓口運営から未加入者への加入促進支援

保管保管PCPCのシリアルチェックと管理シール貼付けのシリアルチェックと管理シール貼付け 事務局運営からアンケート集計・分析まで対応事務局運営からアンケート集計・分析まで対応

顧客別消耗品管理により問合せ時の対応を簡素化顧客別消耗品管理により問合せ時の対応を簡素化



Page 9SANKU NET,Inc.

物流センターサービス■ 他事業との連携

ＩＴ訪問サポートサービスとコールセンター機能を組合わせることにより

カスタムメイドでワンストップなサービス提供が可能です。

物流サービス物流サービス
倉庫-配送管理はもちろんIT作業-物流作業-加工・修理まで

最大３６５最大３６５日日２４２４時間時間

コールセンターコールセンター事業事業

カスタムメイドなセンターを構築・運営します。

コールセンター・ヘルプデスク

お客様事務局・受付窓口

最適な体制・環境を提案・運営します。
最適な機能とノウハウが時間的・質的体制を
柔軟に設計・構築します。

【IT訪問サポートサービスとの組合せ業務例】

PC設定サービスの受付

通信設備障害ヘルプデスク

ネット家電修理受付センター

機器導入相談サービスセンター

テクニカルサポート 問合せ窓口 コール後処理

短期でも・長期でも 平日のみ・土日のみでも 短時間～24時間営業まで

最小0.5名規模から 兼業でも・専業でも 対応分析・レポート

全国訪問全国訪問

ＩＴサポート＆サービス事業ＩＴサポート＆サービス事業

全国各地の現地へ訪問し、IT作業・調査・保守を実施します

OA環境設置設定～ネットワーク設定
インターネット設備保守・会場設営

訪問・作業・調査・巡回・イベントなどへのご要望に
人・技術・ノウハウを提供します。

【ITサポート&サービス事業との組合せ業務例】

修理引取りサービス

保守サービス

パソコン・家電設置サービス

PCトラブル訪問サポート

法人でも個人でも 1件の作業～全国展開 定期巡回

作業進捗管理 家電の設置も ATM・POSの設置も

訪問日調整 保守サービス 対応分析・レポート
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物流センターサービス物流センター物流センターQQ＆＆AA

Q.5Q.5

ダンボール100～200個程度であれば当日午前の依頼で午後発送が可能です。

Q.3Q.3

Q.1Q.1

最小2坪、最短1日単位から利用可能です。小規模（小ロット・小スペース）でも低価格でご利用いただけます。

Q.7Q.7

ヤマト運輸・佐川急便・日本通運・西濃運輸などから選びいただけます。 その他ご希望の配送業者がありましたらご相談ください。

Q.6Q.6

問題ありません。発送業者、数量など事前にお知らせ頂ければ大丈夫です。

Q.2Q.2

倉庫の稼動状況や荷物の量にもよりますが、作業を除く保管のみの場合即日お受けすることも可能です。

ＡＡ..１１

ＡＡ.2.2

ＡＡ..３３

ＡＡ..４４

ＡＡ..５５

ＡＡ..６６

Q.8Q.8

火災保険・盗難保険完備です。また、ご要望により発送物への損害保険なども提供可能ですのでご相談ください。ＡＡ.7.7

シール貼りや印刷、印刷物の同梱、シリアルNOの書出し等のサービス提供も可能です。ＡＡ.8.8

Q.4Q.4

一日単位での預かりも可能です。また最大30名の作業者が短期間作業へ対応することも可能です。

当日当日依頼、当日出荷依頼、当日出荷は可能ですか？は可能ですか？

スペースは何坪から依頼が可能ですか？スペースは何坪から依頼が可能ですか？

配送業者は選べますか配送業者は選べますか??

メーカーから直接倉庫に機器を送付しても大丈夫ですか？メーカーから直接倉庫に機器を送付しても大丈夫ですか？

依頼から荷物の受け入れまでにはどれくらいの期間が必要ですか依頼から荷物の受け入れまでにはどれくらいの期間が必要ですか？？

保険はどのようになっていますでしょうか？保険はどのようになっていますでしょうか？

物流メイン作業以外の物流メイン作業以外の付帯作業だけをお願いすることはできますか？付帯作業だけをお願いすることはできますか？

大量大量商品商品の短期預かりは可能ですか？の短期預かりは可能ですか？

Q.9Q.9

業務向けチルド製品の保管はできませんが基本空調設備での保管は可能です。また冷蔵庫ごとお預かりするとい
った方法での保管は可能です。

ＡＡ.9.9

空調を管理した保管はで空調を管理した保管はできますかきますか？？
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物流センターサービス■ サンクネット 会社概要

本社所在地 大 阪 ： 大阪市淀川区西中島6-9-20-2F

サービス拠点 東 京 ： 東京都江東区東陽1-25-4-2F

名古屋 ： 愛知県名古屋市中区栄2-7-13-10F-13

埼 玉 ： 関東物流センター [ 第一センター ・ 第二センター ]

センター ： ①新大阪コールセンター ②大阪西コールセンター ③東京シェアードサービスセンター

会社名 株式会社サンクネット SANKUNET.Inc.,

関係会社 株式会社サンクコーポレーション （資本金1500万円） ・・・人材派遣業

株式会社サンクリレーションズ （資本金 500万円） ・・・新規事業開発、ＩＴ情報・製品の提供・販売

東和サンクサービス株式会社 （資本金1000万円） ・・・POS関連製品の保守・サポート

有限会社デジタルネット （資本金1000万円） ・・・事業およびITコンサルティング

サンクネット共済会 （全労済との団体契約） ・・・提携先向け福利厚生団体

事業概要 ① ITカスタマーサポート ② ITを活用した業務アウトソーシング ③「①」及び「②」に付帯する一切の業務

サンクネットグループでは、企業内や企業の顧客に発生するサンクネットグループでは、企業内や企業の顧客に発生する『『泥臭い仕事泥臭い仕事』』を肩代わりするを肩代わりする『『便利・安心・ローコスト便利・安心・ローコスト』』なサポート＆サービスを提案・提供をいたします。なサポート＆サービスを提案・提供をいたします。

ひとつのサービスでも、複数サービスの組合せでも、また、スポット・短期間から、長期間でも、期待される幅広いサポート＆サービスを必要ひとつのサービスでも、複数サービスの組合せでも、また、スポット・短期間から、長期間でも、期待される幅広いサポート＆サービスを必要な形と量で提案・提供します。な形と量で提案・提供します。

www.sanku.net

■ 「全国訪問」 ITサポート＆サービス 「全国どこでも出張ITサポートいたします。」

■ 「365日24時間」 コールセンターサービス 「カスタムメイド型コールセンターが最適な体制・運営を提供します。」

■ 「最大2000坪」 物流センターサービス 「便利・安心・低価格なワンストップロジスティクスサービス」

当社では、財団法人日本情報処理協会（JIPDEC）よりプライバシーマークの付与を認定されました。
プライバシーマークは、個人情報保護に積極的に取り組み、社内管理運営体制が一定の基準を満たす
事業者に付与を認定されるものです。

当社では、個人情報の管理を徹底し、お客様へ高品質で安全なサービスを提供していきたいと考えています。



株式会社サンクネット株式会社サンクネット


