
会社案内

《 沿革 》

広島市西区草津港2丁目6-17　
TEL 082-277-0440　FAX 082-278-3488

滋賀県長浜市内保町757　
TEL 0749-74-8088　FAX 0749-74-3939

岡山県岡山市南区福富西1丁目3-5　
TEL 086-265-6310　FAX 086-265-6311

広島市西区草津港１丁目

広島市佐伯区湯来町白砂字石堂82-6　
TEL 0829-86-2059　FAX 0829-86-1087

広島市西区商工センター8丁目9-60　
TEL 082-277-1373　FAX082-277-7919
運輸局長指定民間車検工場

本 　 社

滋 賀 営 業 所
　

岡山FACTORY

広島FACTORY

　
芸 南 倉 庫

グループ会社
株 式 会 社
KUBOXT ME

昭和38年（1963年）

1,000万円

代表取締役社長　　久保　満
代表取締役副社長　久保　真也
常務取締役　　　　土屋　忠彦

135名 （2021年1月現在）

17億400万円 （2020年6月期）

設 　 立

資 本 金

役 　 員

社 員 数

年 商

事 業 所

《 会社概要 》

　弊社では、実際に会社に来て私たちの仕事ぶりを見ていただき、楽しく皆様
とお話をしたいと思っています。そのため、日程は設けておりません。いつでも
皆様のお越しを歓迎いたします。

会社見学・会社説明会  随時受付中！

お電話またはHPにて受付けております。要事前申込 ｢そこまでやる！｣が合言葉
だから、ブレない。とどまらない。

資本金500万円で有限会社久保運送を設立

本社を広島市西区（商工センター） に移設

資本金1,000万円に増資

佐伯郡湯来町へ芸南倉庫営業所開設

産業廃棄物収集運搬許可取得（広島県・広島市）

建設業許可（広島県）とび・土木工事業取得

「グリーン経営認証」を取得
「安全性優良事業所認定」を取得

滋賀営業所開設

岡山デポ開設

本社新社屋完成

岡山営業所開設

株式会社 KUBOXTに社名変更

広島FACTORY完成

建設業許可（広島県）機械器具設置業取得

松野自動車工業所を子会社化し、
株式会社KUBOXT MEへ社名変更

全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部
「ひろしま企業健康宣言」認定

建設業許可（広島県）電気工事業許可取得

岡山営業所に倉庫増設

国土交通省・経済産業省・農林水産省が推進する
「ホワイト物流」推進運動　賛同企業へ加入
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開催日

月 ～ 土
（日曜日・祝日以外）

時間

10：00～16：00

実施場所
・KUBOXT各営業所
・KUBOXT ME

対象

① 高校生 新卒予定者　② 大学生 新卒予定者　③ 既卒・第二新卒者

※インターンシップのお申し込みも受け付けております。

https://kuboxt.net

082-277-0440
受付時間／9：00～17：00　休日／日曜日・祝日

資料請求・お問い合わせ
くわしい採用情報は、HPをご覧ください。
《 採用条件 》

《採用担当より》 KUBOXTの採用は人柄重視。新しいことへ意欲的に挑戦する社員をしっかり
サポートする会社です。社員一人一人がそれぞれの役割の中で、創意工夫しながら積極的に
チャレンジしています。その結果は、会社の業績に結びつき、成長し続けるやりがいのある
「元気な会社」を実現しています。共に、夢を描きチャレンジしていきましょう。

総合職

●総合職

さまざまな部署で経験を積み、業務の
オールラウンダーとしてスキル・知識
を身につけ、将来は中核業務を担って
いただきます。

現場職
●トラックドライバー（2t～大型）
●クレーンオペレーター
●電気工事士　　
●機械組立　
●現場管理　●倉庫管理　
●自動車整備士（KUBOXT ME）

事務職
●物流事務
●総務
●経理
●広報 等

募 集

職 種

大卒  ・  短大卒  ・  専門卒  ・  高卒  （既卒者も可）

KUBOXT
「そこまでやる！」が合言葉

HPにWEB説明会を掲載中！

検索

代表取締役社長　久保 満

TOP MESSAGE［社長のことば］

私たちの使命は安全・安心を
社会に提供しつづけることである

《 社 是 》 《 社 訓 》

そこまでやる！
～ あんぜん、 あいさつ、 ありがとう ～

前例が
ないことに
チャンスが
ある

価格ではなく
人柄で勝負！

技術力で
圧倒する

みんなの
幸せを考える

そこま
でやる
！

荷物を運ぶだけじゃない！ その先の発想へ

運送“に”付随した仕事から
運送“が”付随した仕事へ

そこまでやる！

感動品質への挑戦

KUBOXTは、どんな会社？

「それだけでいいの
か？」「まだまだできる
のではないか？」と常に
問いかけ、知恵を出し
合い、実践しサービス
領域を拡大中！！

「そこまでやる！」の実践が
人の「品」と作業の「質」を高め、仲間との仕事全体を感動品質にします！

・・・・・・

｢そこまでやる！｣が合言葉
だから、ブレない。とどまらない。

おひとりでも
OK!

「そこまでやる！」が合言葉。
～ 「感動」と「夢」を咲かすことができる会社へ ～
運送業からスタートしたKUBOXT。

「久保運送」から「KUBOXT」への社名変更には、あふれる想いが込められています。それは「従来の枠組みや価値観に
とらわれない」こと。ただ、言われたとおりにやることに満足せず、「それだけでいいのか」「まだできるのではないか」と
常に問いかけ、知恵を出し合い、実践してきました。

「そこまでやる！」 ～ あんぜん  あいさつ  ありがとう ～
社員一人一人が自ら考え、行動に移せる会社をめざし、とことんこだわり追い求めてきたことが、KUBOXT＝『ALL IN』
という新たなカテゴリーを創り上げ、今はさらに「感動品質」という新たな価値の提供に情熱を注いでいます。

～ 「いいモノ」から「いいコト」へ ～　
時代はシフトしています。「モノづくり」の強みを活かしつつ、新たな価値を提供できる「コトづくり」を強化し、「感動や
共感」という付加価値を社会に提供することが求められている時代です。

同時に重要になるのが「ヒトづくり」です。従来とは異なる視点で、価値の認識や新たな価値を創造する仕事や組織、人材
の育成は、「コトづくり」＝「感動品質」を作り上げるためのカギといえるでしょう。

私たちのチャレンジはまだ通過点。これからも、ブレずに、とどまらずに、社員が夢を託すにふさわしいフィールドを作り
上げていきたいと思っています。

わたしたちとともに、「感動」と「夢」を咲かせ、新しい地平を切り拓いてくれる「挑戦者」を心待ちにしています。

　さまざまなことにチャレンジし取り組む企業風土が自慢です。運送業でありながら、建設業・機械器具設置業・電気工事業・産業廃棄物
収集運搬業などの許可を取得している企業は、全国を見てもわずかでしょう。この活力ある事業展開と、理念ある企業経営は全国でも評判で、
社長自ら講演活動も行うほど。東京商工リサーチの調査において、ＫＵＢＯＸＴは上位８％にランクインする優良企業として紹介されています。 《 会社案内 》



2009年から2020年まで、
右肩上がりで売り上げが
上がっています。

「 売上推移 」

連続増収

広い事
業展開

だから、

自分が
輝ける

場所が
ある！

在籍している社員・スタッフの
約半数が、10年以上KUBOXT
で勤続中です。

10年以上勤務の
社員数

58名

135名

クレーンサービス

広大な多機能倉庫を広島・岡山・
滋賀県に保有。幹線輸送や一時
保管の基地、またはレンタル
ファクトリーとして対応できます。

倉庫

KUBOXTの原点部門。100台
を超える豊かなラインナップ。
生活用品から精密機械、住
宅建材まであらゆるものを
「JUST IN TIME」でお届け
します。

トラック運送

工程全般に関わる、あらゆる状況に対応。電気工事士も常駐し
ており、機械器具設置業許可を取得。メガソーラーシステムや
変電所内の機器など、エネルギー関連事業の運送から設置工事
まで対応できる受注体制を整えています。

工事

KUBOXTは「作る」「運ぶ」「設
置」「保管」までALL IN。ユニッ
トハウス建設や野外コンサー
ト・イベント会場設営なども
行っています。

建設

小型から特殊車両まで全車種
に対応。特殊車両の総合整備
には、定評があります。

自動車整備

「産業廃棄物収集運搬業許可」を取
得。建設・解体時に発生した廃棄物
の撤去、収集、運搬まで行います。

産業廃棄物の取り扱い
運行管理や物流事務、経理や人事・
広報、ブランディング担当まで企業
の屋台骨を支える部門。ホールディ
ングス化でさらに拡充。

管理部門

「運ぶ」「建てる」の中心的存在。
「安全・正確さ」と「対応力」が求め
られる現場の指揮者。あらゆる
ニーズに対応する豊富なライン
ナップと確かな技術が自慢です。

メーカー

直接取
引の

仕事が
ほとんど

。

信頼度
が高い

！

 そこま
でやる

！

を貫い
て

仕事や
安全に

とことん
こだわる

 会社！

10年でここまで伸びた！ 「右肩上がり」の成長企業

そこまでやる！ から、こうなった！

数字で見る

全国の運送会社のうち「車両数
100台以上」は全国の１．９％、「従業
員数100名以上」は全国の３％のみ
しかありません。

「 車両所有台数 」

130台

「 従業員数 」

135名

の

人材育成・サポート体制

全力で応援します！！

KUBOXTは、あなたの個性を生かし
潜在能力を引き出すための努力を惜しみません。

柔軟な感性とユニークなアイデアで新しい未来を切り開いてくれる「挑戦者」を、KUBOXTは心待ちにしています。

先輩社員の声

　入社の決め手は？
高校卒業時に大きなトラックに憧れて運送業を選びました。
 
　やりがいを感じることは？
現在はKUBOXTでも自分しか運転できないトレーラーに乗っていること。幅広
くたくさんの仕事に携わることができ、社内の雰囲気も良く毎日楽しいです。
 
　仕事のこだわりは？
事故を起こさないよう声をかけ合い、毎日注意して安全運転を心がけています。
 
　今後の夢・目標は？
新しい仕事で自分を選んで頂ける「御堂が行けば大丈夫！ 御堂なら安心だ！」と
信頼してもらえる人を目指して頑張っています！

トレーラードライバー
御堂 祐嗣［2001年入社］

　入社の決め手は？
面接時に聞いた、取引先様に直荷主さんが多いと
いうことに将来性を感じたからです。
 
　やりがいを感じることは？
多種多様な荷物がある中で、どこをどのように積
込めばいいか考えることが楽しく、うまくいったと
きにやりがいを感じます。
 
　KUBOXTは、どんな会社？
とにかく人がいい！ なれ合いという意味ではなく、いろいろな意見が出せるような
雰囲気があります。

フォークリフトオペレーター
花本 高吉［2013年入社］

　入社の決め手は？
クレーン車に乗りたかったからです。入社
してからクレーンの免許を取得しました。
 
　やりがいを感じることは？
自分を含めいろんな人の力や技術が加わって、何もないところに大きなビルや
家が完成した時は、すごいものが出来上がったなぁという感動や達成感があり
ます。
 
　仕事のこだわりは？
事故を起こさないように、常に注意深く神経を集中させています。

クレーンオペレーター
栗林 弘和［2011年入社］

　入社の決め手は？
面接時に会長、社長の仕事に対する目標、
熱い気持ちに感銘を受けたのが入社の決
め手です。
 
　やりがいを感じることは？
配達先でのお客様の笑顔や感謝の言葉に、働きがいを感じます。
 
　KUBOXTは、どんな会社？
社員同士のコミュニケーションも良く、現場、社内でお互い助け合い協力して、
目標に向かえる会社です。

トラックドライバー
渡部 真治［2006年入社］

　仕事のこだわりは？
クライアント数が200社以上に及ぶので、画一的なマニュ
アル対応では不十分でそれぞれに適した対応方法を心がけ
ることが円滑な仕事には欠かせません。関係づくりに苦労
することもありますが、仲良くなれば、何倍にも仕事の幅が
広がります。

　やりがいを感じることは？
休みの日は草野球でリフレッシュ！ 夢中になれる楽しみがあると気分も違いま
す。前職に比べて年収がアップしたおかげで、生活レベルも向上。当社に入社し
て本当に良かったなと実感しています。社員同士の仲が良く、社内の雰囲気が
良いので、仕事も毎日楽しいですね。

管理業務担当・運行管理者
酒井 努［2007年入社］次長

　入社の決め手は？
会社説明会や会社見学に参加して、　
社長の人柄や社内の雰囲気に魅力を感じたからです。
 
　やりがいを感じることは？
お客様の元へ直接伺ったり、現場の撮影に出たりと、さまざまな仕事を通して
学ぶことも多く、忙しいながらもやりがいを感じています。
 
　KUBOXTは、どんな会社？
KUBOXTで働くドライバー、作業員、クレーンオペレーター、皆さんが互いに
協力して仕事をしている姿をいつも見ていますし、時には相手を思い、厳しく
接していることもあります。職種に関わらず話し合える環境は、KUBOXTの強
みだと思います。

広報担当
加藤 由希乃［2018年入社］

2007年、他社に先駆け人事制度
の大改革に踏み切りました。それ
が「ポイント評価」。勤務年数では
なく頑張りや成果をポイント制で
評価し、給与、賞与、待遇面に反映
します。

頑張りが目に見える
独自の評価制度

住宅の新築工事には、メーカー毎に従来工法
(プレカット)・2×4(パネル工法)・鉄骨等の
多くの工法があり、その商品ごとにそれぞれ
特性があります。その商品の特性ごとの取り
扱い方法を先輩社員が丁寧に指導します。

新人フォロー体制
現場教育

有能な人材を育成する
「プロデキューブ」
物流業に特化した有効なコンサルティングに
定評のある「プロデキューブ」に研修を外部委
託しています。KUBOXTの「今」と「未来」に必
要なことを、客観的な立場から見いだし、指導
してもらうのが狙いです。プロデキューブの
研修カリキュラムは、新任のみならず、全社員
に定期的に実施しています。

社員・スタッフの
スキルアップを全力サポート！

社員のスキルアップは会社のレベルアップに直結すると考えているため、
免許取得や技能講習の費用を全額もしくは半額負担します。

●小型移動式クレーン運転技能
●玉掛技能
●車両系建設機械運転技能
●高所作業運転技能
●フォークリフト運転技能

●ガス溶接技能
●運行管理者（貨物）
●あと施工アンカー施工士（第1種・第2種）
●建設機械施工技士（第1種・第2種）
●土木施工管理技士（第1種・第2種）

●中型自動車免許
●大型自動車免許
●電気工事士
●大型特殊免許
●クレーン免許
●技能講習　など

取得できる資格（取得サポート） 一例

詳しくはこちら

お客さまのために仕事はAからZまで責任を持ちたい。そこで
KUBOXTはトラック運送から建設資材搬入・組み立て、産業廃
棄物処理、倉庫での一時管理、お引越しまで、自社で完結させる
ために「ALL IN」を選びました。もちろん、どの分野においても
トップクラスのクオリティを目指しています。

トラック運送から建設資材搬入・組み立て、
産業廃棄物処理、倉庫での一時管理まで

すべて自社で完結

ALL- N
事業のすべてが
密接にリンク。

全国平均は大卒者で31.9％、高卒者
で37.9％となっており、KUBOXTは
平均を大きく下回っています。

入社3年以内の
離職率

（ 新卒・中途採用 ）

7％

SDGｓや
ＣＳＲ活

動、

Ｇマーク
などの

認証に積
極的！

安　全

売上高　 150％UP
営業利益 300％UP
従業員数 250％UP

※2009年から2019年の10年間調べ

倉  庫

クレーン
サービス

建  設

産業廃棄物
の取扱

工  事

トラック
運送

KUBOXT ME
自動車整備


