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TO BE YOUR BEST PARTNER

お客さまにあわせて自在にカタチを変えるソリューション
「山九のユニーク」にご期待ください。

世界はますます小さく、フラットになり

物流だけでなく、建設や製造においてもグローバルな視野が求められています。

山九グループは、物流・機工・構内操業支援を融合させた独自の事業展開によって、

いち早く様々な変化に対応しながら世界へ活動の場を求め、

日本の技術と現地の力を融合させることを目指してきました。

それは、今日のグローバルビジネスにおいて貴重なノウハウと”人財”を生み

山九グループの総合力を世界のどの地域でも提供することのできる

「山九のユニーク」として、独自のビジネスモデルを築いています。

山九の社名の由来は「ありがとう」という感謝の心からきており、

「人を大切にする心」を基本理念としてかかげています。

1918年の創業から、まもなく100年を迎える企業活動のなかで

「人」と「感謝」という一貫したポリシーを持ち

お客様のベストパートナーとして、世界で選ばれるNo.1アウトソーサー企業を目指して

私たち山九グループは、さまざまなチャレンジを続けてまいります。

No.1 アウトソーサー

代表取締役会長（CEO） 代表取締役社長（COO）
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調達・製作 建設企画・設計 

工場の建設・工場の移転（日本→海外／海外→海外）・操業

輸送 

保全

操業支援

生産物流 

調達物流 

販売物流 山九

お客さま

据付

山九グループは、プラント・エンジニアリング、ロジスティクス、オペレーション・サポートを

有機的に結びつけた、世界でも類を見ないビジネスモデルを構築しています。プラントの

企画段階から、設計・建設・重量物輸送・据付・試運転までのトータルなサポートが可能。

さらに、お客さまの操業支援と設備のメンテナンス、調達・生産・販売までの各種物流に

いたるまで、すべてをお任せいただける体制を整えています。

プラント・エンジニアリング、ロジスティクス、
オペレーション・サポートを有機的に結びつけ
お客さまをトータルにサポートいたします。

PLANT
ENGINEERING

UNIQUE
山 九 のユ ニー ク

OPERATION
SUPPORT

LOGISTICS

試運転

安全

品質

コンプライアンス
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プラントの建設・移転について、豊富な経験をもつ山九グループが

圧倒的な動員力をもってお応えいたします。立地条件の調査や

現地雇用はもちろん、現地作業においても国内と変わらない高品質

を実現。さらに、操業後の製造工程や物流工程まで、すべての工程

をトータルにサポートさせていただくことにより、最適化した業務

内容をご提案いたします。

お客さまの海外進出を
“山九のユニーク”で
トータルにサポート。 建設の計画段階から、建設工事、

操業支援、製品物流まで
一貫体制を確立しています。

現地調査・企画・設計 

操業支援

建設・試運転
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保全・物流

製作・輸送 

UNI QUE



計画 製造管理 在庫管理

巨大なプラント等の重量物輸送には、豊富な経験とともに現地における輸送ルートの綿密な調査や高い団結力を

もつ技術集団の力が不可欠です。海外での実績と数多くの拠点を持つ山九グループが、国内、海外を問わず質の高い

作業でお客さまの信頼にお応えします。

日本から海外へ、海外から他国へ
重量物の輸送から据付までを行います。

海上輸送 据付

お客さまのプラントを、つねに最適な状態で稼働させるために原材料の輸送から操業の支援、在庫管理や完成品

の輸送まで、製造工程のさまざまなオペレーションをトータルにサポートいたします。

材料の受入から操業支援、出荷まで
お客さまの製造工程をサポートします。

プラント移設のための
重量物輸送。

製造工程を的確に支える
トータルサポートの実現。

現地輸送
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調達 輸送操業支援

UNI QUEUNI QUE



メンテナンス基本計画 詳細計画 施工計画 施工 メンテナンスセンター

多品種・少量生産商品や、世界マーケットに向けての製品・販売において、物流の最適化は収益力向上の鍵を握っていると

言っても過言ではありません。国内外に150カ所以上、延べ面積120万㎡以上の物流拠点を保有し、欧米グローバル

企業からも高く評価された物流システムを持つ山九グループの3PLが、お客さまの物流工程をトータルサポートいたします。

世界に広がるネットワークを駆使し、
お客さまのサプライチェーンを最適化する、トータル物流システムです。

3ＰＭは、90年以上にわたって日本の基幹産業を支え、あらゆるメンテナンスに精通した山九グループならではの一括

管理システムです。日常メンテナンスからSDM、改造工事までを一元コントロールし、設備の信頼性を確保。クオリティ

の高い提案型メンテナンスにより、お客さまの管理を簡素化するとともに、作業の安全性と効率化を高めます。

お客さまプラントを安定稼働させる
山九グループならではの一括メンテナンスシステムです。

競争力と顧客満足度の向上 企画開発・営業などのコア業務に注力サプライチェーンコストの削減 施工品質の向上・メンテナンス業務の効率化 継続的な改善活動によるメリットの享受管理コスト・施工コストの削減
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改善企画提案 業務設計 立上運用調査・分析

収益力向上のための
山九の先進物流“3PL”。

安全操業と効率化を
両立させる“3PM”。

UNI QUEUNI QUE



創業50周年を記念して、創業者の生誕地長崎県
平戸市に設立され、創業100周年に建て替えを行
いました。山九グループの社員を対象とする階層別
研修を実施しています。

山九平戸錬成館

熟練した技能集団の育成および高度な技術にも
対応できる技術者の育成を目指しています。

東日本・西日本能力開発センター

1. グローバル溶接競技大会

2. 海外現地法人ナショナル社員幹部候補研修

3. 全社仕上げ技能競技大会  
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人財育成

1. 輸出入関連部門のAEO認定を取得

2. P&Gジャパンベストパートナーシップアワード

3. 2003年大河内記念生産賞を受賞

4. 2013年世界包装機構「ワールドスター賞」を受賞

プラント部門では、2003年に大型高炉の革新的改修工法において

大河内記念生産賞を受賞（1974年には大河内記念生産特賞受賞）。

ロジスティクス部門では、2012年にP&G社殿より外部ビジネス

パートナー優秀賞を受賞。世界75,000社を超える同社の取引先の中

から特に貢献度の高い企業として認定されました。

山九グループのサービスは高く評価され、
お客さまや協会から
さまざまな賞を受賞しています。

国内3カ所に研修施設を設けて技術・技能の向上に努めるほか、

1977年からはより高いレベルを目指すための全社競技大会を開催。

さらに、2008年には全社競技大会の参加枠を海外グループに拡大。

山九の技術・技能が国境を越えて世界に広がっていきます。

私たちの財産は、
確かな技術・技能を備えたプロ集団。
世界が必要とする“人財”を育てています。
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高品質を保証する
徹底した“人財”育成。

世界で評価される
山九の品質。

UNI QUE 品質UNI QUE

大河内記念生産賞
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海上輸送

モーダルシフトの実現でCO2を大幅に削減するグリーン物流事業

交通事故で保護者を亡くされた高校生を援助している、
北九州市の「山九交通遺児奨学金基金」に寄付を行って
います。

山九交通遺児奨学金基金

日本の先進的な物流の理解を深めるため、毎年、中国
交通運輸部より研修生を受け入れています。

中国交通運輸部研修生受け入れ

「ニビキ育英会（奨学金給付）」を支援

山九レムチャバンでは、政府の援助を受けられない私立
幼稚園に対して、遊具の提供や寄付などを実施。地域社
会とのつながりを深める活動を行っています。

タイ地域社会への貢献活動  

山九平戸錬成館／平成19年から研修の一環として行わ
れている地域清掃が、国民的運動としての緑化推進活動
の模範とされ表彰を受けました。

第25回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰
「企業ブランド価値向上」と「将来に向けての人財確保」を
目的として、ヤフオク！ドームへの「SANKYUホームラン
テラス」設置や、阪神甲子園球場のバックスクリーンへ広
告を掲出しています。

日本プロ野球本拠地球場への広告掲出

ニビキ育英会は、故中村雅一副社長の遺志を継ぐ、返済
義務の無い奨学金制度。将来ある学生をサポートするニ
ビキ育英会に支援を行っています。

グリーン物流サービスを積極的に展開。

ボランティアや環境活動も世界的視野で推進。

創業から成長へ

海外への飛躍

山九品質の向上

創業者中村精七郎、磯部組の株
式を受け社長に就任。社名を山九
運輸株式会社に改称して発足。

創業

日本石油下松製油所建設に協
力、構内荷役業者指名を獲得。

構内作業の礎

戦後初のユーゴスラビア向けプ
ラント輸出で、梱包・通関・本船
積出しまでの一貫作業を受注。
プラント輸出業務の基盤を確立。

戦後初のプラント輸出

山九ブラジル機工有限会社設
立（1979年山九ブラジル株式
会社に改称）。ブラジルのウジミ
ナス製鉄所の構内事業を担う。

海外プラント工事に進出

山九として初めての海外現地法
人がシンガポールに誕生。当社
の海外進出が加速。

グローバル化の原点

中国宝山製鉄所向け出荷を開始。
（出荷船積総旗振1,600,000㎥）

中国事業に進出

プラントのモジュール化に対
応した重量物輸送用特殊車両
ユニットドーリを導入。

重量物輸送技術の向上

第49回大河内記念生産賞を川
崎製鉄株式会社、川鉄マシナ
リー株式会社とともに受賞。

革新的高炉改修技術を実現

2018年10月1日。山九株式会
社は100周年を迎える。

創業100周年を迎える

1918 1930 1954

1972

八幡製鐵所東田第一高炉建設
を受注。その後も、多くの実績と
新しい取り組みで業務を拡大。

高炉建設・改修工事に注力
1961

1971 1979 1979

2003 2018

従来10tだった積載量を16.9tまで積載できる無蓋コンテナを開発。
鉄鋼製品・プラント製品のモーダルシフトを実現しました。

2トラック輸送から海上輸送・コンテナバルク化・物流情報システムの
活用でCO2を大幅に削減します。

1

社会と約束する
山九グループの責任。

時代の先を見据えた
山九グループの挑戦。

公龍丸 鉄道輸送

CSRUNI QUE HISTORYUNI QUE

山九メンテナンスセンター完成。
プラントメンテナンス技術の総力
を結集。

総合メンテナンス拠点の完成

サウジアラビアにおいて、海外
のお客さまから初めて長期に
わたる大型メンテナンス契約を
受注。

海外メンテナンス事業を加速
2011 2013




