
全社のフルパワーを発揮して、
未来社会の発展に貢献します。

Sakura Corporation,Inc.

〒５９０-０９０１　堺市堺区築港八幡町１番地
                            日本製鉄株式会社　形鋼センター２Ｆ
ＴＥＬ： 072-233-6326　ＦＡＸ： 072-227-6258

CORPORATE
PROFILE



社員の安心・社会的責任を自覚し“永続”する。
We promote the safety and well-being of our employees and encourage a sense of social responsibility.

法令遵守
Compliance

安 全
Safety

品 質
Quality

「安全はすべてに優先する」の
考えのもと、安全で安心な職場
づくりに努めます。

「品質」すなわち「人材」です。
人材育成の取り組みを通じて、
企業の発展と成長を図ります。

法令・社内規程を遵守し、健
全・公正な企業活動を行って企
業価値の向上に努めます。

企業理念

経営理念

物 流 事 業

港 湾 事 業

環 境 緑 化 事 業

システム開発事業

　昭和１０年創業以来、私ども株式会社さくらコーポレーションは輸送・

物流のエキスパートとして各種形鋼製品のサプライチェーンの一角を担って

まいりました。

　私どもに課せられた使命。 それは、 時代とともに刻 と々変化するニーズ、

取引企業様からの様々なご依頼に対して持ちうる企業力を遺憾無く発揮し

て業務を推進、 全うすること。 さらにご提供できる技術レベルのあくなき探

求・向上と、 その永続に他なりません。

　弊社の経営理念でもある「安全・品質・コンプライアンス」の徹底を通

じ、 企業としての永続的な発展、 提供技術の向上・研鑽、そして社員ひとり

ひとりが安心して業務を遂行できる、 安心で快適な職場環境の構築を推し

進めながら、これからも時代とともに社会へ貢献してまいります。

代表取締役
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堺支店

■一般貨物自動車運送事業
　（一般貨物・利用運送）
■事業系一般・産業廃棄物収集運搬業
■建設・緑化・造園事業

〒590-0901
堺市堺区築港八幡町１番地
TEL 072-229-3666

泉大津支店

〒595-0073
泉大津市新港町 3番地
TEL 0725-21-6210

■倉庫業
■港湾荷役事業
■一般港湾運送事業
■通関業
■一般貨物自動車運送事業
　（利用運送）

大阪支店

〒592-0001
高石市高砂 2丁目 11番地
TEL 072-268-1421

■一般貨物自動車運送事業
　（利用運送）

姫路支店

〒671-1242
姫路市網干区浜田 1555番地 16
TEL 079-280-3711

■一般貨物自動車運送事業
　（一般貨物・利用運送）

設立当時から一貫して鋼材輸送を担い、今までに蓄積したノウハウを最大限に活用
し、全国の物流業者と輸送業務を提携。万全の品質管理と鋼材輸送に特化したネッ
トワークを構築するとともに、海外物流を目指し専用岸壁に隣接する保税蔵置場認
可の倉庫を有して、「港湾運送」「通関業」の業務を展開。陸送一貫管理体制での生産・
出荷計画への的確かつ迅速な対応と効率化、高度化を図り、“安全”と“品質”を
追求して、ジャストインタイムの輸送を実現し、お客様に最善な物流サービスを提供
しています。また、エコドライブの実践で環境負担低減の取り組みによって環境保全
にも貢献し、環境にやさしい物流を目指します。

豊富な経験と技術で安全・確実な総合物流サービスを目指す。
Our extensive experience and technology allows us to provide a safe and reliable total logistic service.

Contributing to global environmental protection efforts through green living.

Sakura Corporation,Inc. guarantees the safe and secure transport and storage of large volume heavy steel materials to and 
from major port terminals throughout Japan.

物流事業

港湾事業は昭和４６年、輸出鋼材の取り扱いを開始して以降、巨大重量貨物に対応した専用設備を備え、
倉庫業、港湾荷役事業、一般港湾運送事業、通関業、そして一般貨物自動車運送事業（利用運送）と、
多岐にわたる事業を展開してまいりました。
顧客からの製品輸送に伴う貨物一時保管、積み替え補助や各種梱包・仕分け、また一般運送業の範疇
を超えた巨大・重量貨物の安全かつ丁寧な保管運搬など、多種多様な作業形態に幅広く対応。また、
屋外での苛酷な作業環境に従事するスタッフへのきめ細やかなケア体制で、安全かつ着実に事業規模
を拡大。公共事業の推進などにも欠かせない物流のターミナルとして、社会貢献の一翼を担っています。

巨大・重量鋼材を取り扱う、国内屈指のターミナル港。 
安全・丁寧な保管、運搬業務を通じて、社会に貢献します。

港湾事業

世界中の自然環境への関心が高
まっている現在、緑化・建設事
業を通じて、地球環境と生活環
境の融合・創造に取り組んでい
ます。美しい緑あふれる社会環
境の創造は、快適な生活環境を
実現できるだけでなく、周囲へ
の環境汚染の防止にも一役かっ
ています。今後も、長年培って
きた実績とノウハウをこの環境緑
化事業に有効に取り入れながら、
アメニティーゾーンの開発に貢献
していきます。

暮らしと緑の調和による地球レベルの快適環境を創造する。

環境緑化事業
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関西システム部

■労働者派遣事業

〒532-0024
大阪市淀川区十三本町 1丁目 21番 22号（さくらビル）
TEL 06-6886-3300

中国営業所

■労働者派遣事業

〒743-0023
山口県光市光ケ丘３番１号（山口県ソフトウェアセンター内 101）
TEL 0833-71-0989

1967 年からコンピュータ運用業務を開始。

1980 年からは日本を代表する情報・通信システム企業「富士通 (株)」のパートナーとしてソフトウェ
ア開発業務を開始、その後コアパートナーとして飛躍。富士通 (株) が誇る世界トップレベルの技術と
ノウハウをバックボーンに、金融 ( 銀行・保険・証券 )、公共 ( 介護保険・障がい者福祉 ) など公共
性の高いシステム開発を得意としてきました。

このほか、当社ではものづくりにかかわるシステムから医薬、通信、文教、高速道路の ETC システ
ムまで幅広いシステムの構築を手がけており、これまでにもいくつもの大手企業と連携したビッグプロ
ジェクトを成し遂げてきました。
私たちは、これまでのシステム開発を通じて、高度情報化社会の実現に貢献し続けます。

関西を基盤としたシステムソリューションサービスを提供します。

システム開発事業

We provide system solution services in the Kansai area.
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