広島 FACTORY
（広島市西区草津港）

「運送に付随する」業務もワンストップ、
『ALL IN』でご対応します！
運送～クレーン～機械・重量物据付～電気工事～廃棄物運搬までワンストップでお届け！
２０１５年、ＫＵＢＯＸＴに社名変更し、運送のカテゴリーだけでなく、運送と運送の周辺領域の
事業を「ＡＬＬ ＩＮ」というブランドを旗に、ワンストップ対応する新業態を構築。徹底したニ
ーズ対応と安全品質・感動品質で、みなさまのご用命にお応えします。

【トラック輸送部門】
大型車両から小型車両まで様々な荷物に対応できる機動力が自慢
冷凍・冷蔵食品以外は、全て扱えるノウハウを備え、数多くの荷主様に対応できます。安全への取
り組みや、豊富なラインナップ、クレーンや据付作業とのコーディネイト発注
特に、住宅メーカーの工場より当社倉庫に直送された住宅資材を中継し、現場の段取り・搬入状況
に合わせた車両によるジャストインタイムの納品システムには定評があります。
☆建設関係
建築鉄骨・プラント鉄骨・材木・住宅資材・仮設足場・ユニットハウス・型枠材・鉄筋
☆危険物関係
塗料・火力発電所使用添加剤・ダイナマイト
☆機械・精密機器・機械器具設置工事業（建設業許可）
精密機械・レジ・酒造用精米機・キュービクル
☆家具・生活用品
低床

平ボディ（大型）

トレーラー
ウイング車

平ボディ（中型）

ユニック車

平ボディ（小型）

〔保有車両〕計 106 台
大型低床トラック
大型ユニック(13t･10t･7t)
中型ウイングカーテン
小型平ボディ(2t･1.5t)

10 台
10 台
4台
15 台

大型高床トラック
大型ユニック(セルフ)
中型ユニック
低床トレーラー

2台
2台
7台
1台

大型ウイング
中型トラック（平）
小型ユニック
伸縮舵切りトレーラー

5台
14 台
8台
1台

エアサス付伸縮舵切り車高調整低床トレーラー

【クレーンサービス部門】
住宅工事からプラント建設、イベント会場設営まであらゆるクレーン作業に対応。
クレーンのラインナップも豊富で、まかせて安心のオペレーターが担当します。
お手数となるクレーン作業に伴う、警察署申請の道路使用許可申請、国土交通省申請の道路一時専
用許可申請などの申請業務も KUBOXT が代行しますので安心です。
☆建築工事・土木工事・住宅建方工事・看板取付工事
☆野外イベント会場設営
☆重量物搬入
80t ラフター・35t ラフター･25t ラフター・13t ラフター･5t トラッククレーン・70t クローラークレーン

ラフタークレーン

クローラークレーン

80t

65t
35t
25t

13t
〔保有車両〕計 18 台
80t ラフタークレーン
13t ラフタークレーン
70t クローラクレーン

2 台 35t ラフタークレーン
5 台 10t ラフタークレーン
1台

1 台 25t ラフタークレーン
1 台 5t トラッククレーン

6台
1台

【建設・工事部門】
建設業（とび土木・電気工事業）許可を取得。あらゆる作業に対応。
☆建設業、機械機器設置工事業・電気工事業許可取得（広島県・広島市）
☆ユニットハウスの運搬、施工、撤去を一貫して行います。
☆公共工事・災害復旧工事なども受注。電気工事にも対応します。

ユニットハウス建築

災害復旧作業

【機械機器設置・据付部門】
建設業（機械器具設置工事業）許可を取得。重量物の運搬から据付まで対応。
エネルギー関連のメガソーラーシステムや変電所のトランスなど重量物の運搬～設置～組立～
電気工事にいたるまで一貫した作業内容が可能です。電気工事士も常駐しています。
☆メガソーラーシステムの建築
☆大型機械やキュービクルなどをビル内へ搬入・設置・据付
☆変電所内の変電機器・トランスの運搬・設置・横引き・据付、コロ引き等機械設置
☆【ＮＥＷ】32 トン伸縮舵切り車高調整つき低床トレーラーの配備で、狭い場所での対応も可能

コロ引きの様子

重量物の搬入・撤去

【産業廃棄物部門】
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。最後の廃棄物まで ALL IN。
☆産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得
（広島県・島根県・鳥取県・大阪府・滋賀県）
☆住宅建築の廃材や、大型看板などを運搬します。

【倉庫保管部門】
広島・岡山・滋賀の運送の基地として。レンタルファクトリーとして。
天井クレーン、フォークリフトをすべての倉庫で完備。一時保管・長期保管どちらでも対応可能
で、住宅建材・非鉄金属製品、大型機械、会社の備品等、あらゆる品物の保管管理が可能です。事
務所などの移転時等に運送とともにご利用いただけます。屋内での保管管理が不要になった品物に
ついては、アスファルト敷きの 1500 坪野積み場も完備しております。
（広島 FACTORY）

◎本社倉庫（西区草津港）（１F・３F）
1600 坪（内 倉庫 700 坪）
天井クレーン付き、フォークリフト 4 台完備
スルー型デポ

◎広島 FACTORY（西区草津港）
倉庫 1000 坪、貸事務所あり
天井クレーン付き、フォークリフト 3 台完備

◎芸南倉庫（広島・湯来）
倉庫 600 坪（200 坪×３棟）
、野積みｽﾍﾟｰｽ 1500 坪
天井クレーン付き、フォークリフト２台完備

◎岡山 FACTORY（岡山市南区）

◎滋賀営業所（長浜市）

倉庫 150 坪、国道 2 号線沿い

倉庫 1200 坪、

天井クレーン付き、フォークリフト 2 台完備

クレーン付き、フォークリフト２台完備

株式会社 KUBOXT ME （自動車整備工場）

グループ会社

運輸局長指定民間車検工場。特殊車両への確かな技術が自慢です。
松野自動車工業所を、グループ会社【KUBOXT ME】として
M&A を行い子会社化。
KUBOXT の全車両整備のほか、ポンプ車などの特殊車両から
小型車両の整備から販売まで対応しています。

KUBOXT

HOLDINGS

広島本社

【主要取引先】
フマキラー（株）

旭化成ホームズ（株）

（株）フジヤ

大和ﾊｳｽ工業（株）

ﾐｻﾜﾎｰﾑ中国（株）

（株）荏原製作所

（株）川本製作所

極東興和（株）

東亜熱研（株）

日鉄片倉鋼管（株）

（株）仙台銘板

杉崎リース工業

（株）日建リース

（株）紀

陽

中国木材（株）

山陽工業（株）

河村電器産業（株）
（株）鴻治組
日鉄建材（株）
（株）新光産業

大和リース（株）
中国電機製造（株）
（株）伏光組
(株)佐藤形鋼製作所

（株）フルステージ

など

会 社 名

株式会社 KUBOXT（クボックス）

設

昭和 38 年（1963 年）

立

資 本 金

1,000 万円

役

員

代表取締役社長 久保 満

社 員 数

135 名（2020 年 2 月現在）

保有車両数
取引銀行

常務取締役 土屋忠彦

130 台（トラック・その他 112 台、クレーン 18 台）
広島銀行
本

もみじ銀行
社

滋賀営業所
岡山営業所
事 業 所

代表取締役副社長 久保真也

芸南倉庫
株式会社

中国銀行

みずほ銀行

など

広島市西区草津港二丁目 6-17
TEL 082-277-0440

FAX

082-278-3488

滋賀県長浜市内保町 757
TEL 0748-74-8088

FAX

0748-74-3939

岡山県岡山市南区福富西一丁目 3-5
TEL 086-265-6310

(岡山 FACTORY)
広島 FACTORY

商工中金

FAX

086-265-6311

広島市西区草津港一丁目 11-71／72
広島市佐伯区湯来町大字白砂字石堂 82-6
TEL 0829-86-2059

FAX

0829-86-1087

広島市西区商工センター八丁目 9-60 （自動車整備工場）

KUBOXT ME（エムイー）

TEL 082-277-1373

FAX

082-277-7919

＜沿革＞
昭和 30 年

発足

昭和 38 年

資本金 500 万円で有限会社久保運送を設立

昭和 41 年

広島市中区車庫を増設 保有車両 15 台

昭和 50 年

広島引越センター開設 保有車両 23 台

昭和 53 年

本社を広島市西区（商工センター）に移設

昭和 59 年

資本金 1,000 万円に増資

平成 2 年

佐伯郡（現：佐伯区）湯来町へ芸南倉庫営業所開設。広島市南区出島へ車庫開設

平成 3 年

有限会社から久保運送株式会社へ組織変更

平成 7 年

芸南倉庫を 1700 坪に増設

平成 11 年

産業廃棄物収集運搬許可取得（広島県・広島市）

平成 15 年

建設業許可（広島県）とび・土木工事業取得

平成 19 年

特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得（広島県・広島市）

平成 22 年

滋賀営業所開設

平成 24 年

本社新社屋完成

平成 25 年

創業 50 周年 岡山営業所（岡山 FACTORY）開設

平成 27 年

株式会社 KUBOXT に社名変更

平成 29 年

建設業許可（広島県）機械器具設置工事業取得

令和元年

産業廃棄物収集運搬業許可（島根県・鳥取県・大阪府・滋賀県）取得

令和 2 年

建設業許可（広島県）電気工事業取得

広島 FACTORY 開設

