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弊社は拡大する中国需要を睨み1980年代より中国への本格的な進出を検討して参りました。
常に自社による運営によりお客様へのサービス提供をそのポリシーとしておりました。現在の
中国によるWTO加盟、市場開放、そして世界による中国内外の需要拡大は真に中国市場の
ニーズと弊社のポリシーが合致したと判断し、既に香港、華南、華東での物流センターの
運営を開始いたしました。そのうち、2007年度より広東省東莞市の合計50万平米の物流
センターを始動し、江蘇省太倉市では合計30万平米の物流センターを始動、運営を行います。

本物流センターは日系物流企業である弊社が長年の自社倉庫ビル運営のノウハウを存分に
盛り込み総合的な物流思想を元に設計・設立するもので必ずやご利用される皆様にご満足
頂ける物と確信しております。又、完全な自社運営であることから皆様のご要望に応じた倉庫
のカスタマイズも行うことが可能でございます。

皆様にご紹介させて頂くに当たりましては、陸送・海上輸送は勿論の事、通関業務、売買を含む
貿易代行や作業施設のご提供に関しましてもご利用される皆様のご要望を十分に受け止め
実現させ、皆様の中国展開に於ける良き物流パートナーとなれるよう全力にてご対応させて
頂く所存で御座います。

ご挨拶

Page 1



Page 2

EG新沙港物流センター（500,000M2 ）

福建福州

北京
天津

武漢

HK本社

欧州へ

深圳中山

東莞麻涌

珠海

江蘇太倉

保税・内貨を同じ場所で管理
世界各国を結ぶCFS機能
港と隣接したオンドック型倉庫
税関との円滑なコミュニケーションによる
透明化された通関業務

諸手続きの簡素化・時間の短縮を実現した集中通関機能
香港を利用した輸出・再輸入と同等の効果を持つ
見なし輸出を実現

中国各地及び中国内外を繋ぐシャトル便サービス
華南と華東そして世界各国を結ぶゲートウェイ

保税・内貨を同じ場所で管理
世界各国を結ぶCFS機能
港と隣接したオンドック型倉庫
税関との円滑なコミュニケーションによる
透明化された通関業務

諸手続きの簡素化・時間の短縮を実現した集中通関機能
香港を利用した輸出・再輸入と同等の効果を持つ
見なし輸出を実現

中国各地及び中国内外を繋ぐシャトル便サービス
華南と華東そして世界各国を結ぶゲートウェイ

EG蘇州物流センター

EGロジスティクスネットワーク＆サービス

EG太倉港物流センター

合計300，000M2以上



会社名 -

代表者-

住所-

資本金 -

主要取引先銀行 -

創業日 -

社員数 -

（英語名） Ever Gain Co., Ltd

（中国語名） 永得利有限公司

小寺基之

20/F, Tower 1, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Rd,

Kwai Chung, New Territories, Hong Kong 

HK$30,000,000

香港上海銀行・三菱東京UFJ銀行

1978年12月

香港120名
(日本人7名)

香港 本社概要
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③

葵涌本社
Ever Gain Plaza

(1) Ever Gain 

Building

(2) Ever Gain 

Building No.3

(3) Ever Gain 

Centre

沙田倉庫
3 Warehouses in Sha Tin

②

荃灣倉庫
Ever Gain Tsuen Wan

①

香港 物流拠点
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④

青衣倉庫
Tsing Yi Hub



香港 新倉庫

使用面積 約400,000 SQF
(5/F, 7/F and 8/F)
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■拠点概要

‐ 計 3FL / approx. 400,000 sqf ‐

Ever Gain No.1 Logistics Center 

(144,193 sqf / 14 Berth) 

一般作業・保管エリア 134,193 sqf

温度管理・オフィスエリア 10,000 sqf

Ever Gain No.2 Logistics Center 

(251,353 sqf / 24 Berth)

一般作業・保管エリア 201,931 sqf

温度管理・オフィスエリア 49,422 sqf

備考 ランプウェイ倉庫



会社名（中国語名）
東莞永得利倉儲有限公司
東莞永得利物流管理有限公司

董事長
小寺 元

住所
中国広東省東莞市虎門港麻涌新沙物流園
郵便番号 523147

登録資本金
人民元185,000,000 （2012年4月現在）

株主
Ever Gain Co., Ltd （香港本社100%独資）

創業日
2003年12月

社員数
日本人社員2名
総社員数 約160名

経営項目

物流サービス、海上、航空、陸上国際貨
運代理サービス、保税、輸出監管、国内
倉庫サービス、一般道路運送サービス、
コンテナ輸送サービス（倉庫内での流通
加工「梱包資材購入、使用を含む」自社
通関等々の許可取得済み）。

華南における拠点 / 会社紹介
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EG新沙港ロ物流センターより
①．東莞市 約20KM （約30分）
②．深圳市 約80KM （約90分）
③．香港（港） 約95KM （約150分）
④．珠海市 約80KM （約140分）
⑤．南沙 約30KM （約45分）
⑥．澳門 約85KM （約150分）
⑦．中山市 約70KM （約100分）
⑧．番禺市 約25KM （約60分）
⑨．佛山市 約50KM （約90分）
⑩．広州市内 約30KM （約60分）
⑪．花都市 約55KM （約90分）
（距離は地図上の直線距離より算出）
（時間は一般車使用時の平均）
（上記は高速道路併用）

華南における拠点 / 立地

EG新沙港物流センター
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華南における拠点 / 施設概観 ①
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物流園区機能を有するＡ型保税物流センター申請中！！
総床面積 500,000 ㎡ （他順次建設）

⑨宿舎

②輸出監管倉庫
約10,700 ㎡ （輸出）

①公用型保税倉庫
約9,300 ㎡ （輸入）
＊定温管理機能あり

⑪新沙税関ビル

⑩オフィスビル
（5階建）

④国内倉庫約20,000㎡

⑦国内倉庫(低床倉庫)

5,900㎡

③国内倉庫
約100,000 ㎡ （国内）

⑥自動車専用倉庫
130,000 ㎡ （7階建て）

倉庫建設予定地
(床面積約100,000m2)
※お客様の仕様に合わせた

建築を行います。



オフィス事務所・税関ビル
（5 階建 ツインタワー 約合計9,870 ㎡ ）

保税・輸出監管倉庫
（平屋× 4 棟 約合計20,000 ㎡ ）

国内物流センター
（ 5 階建 約合計83,500 ㎡ ）

国内物流センター
（2 階建× 2 棟 約合計16,500 ㎡ ）

国内物流センター
（2 階建× 2棟 約合計20,000 ㎡ ）
（2 階建× 2棟 約合計30,000 ㎡ ）

華南における拠点 / 施設概観 ②
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セキュリティールーム

・ 24時間体制の監視 （3交代）
・ 100日間の監視データーバックアップ
・ CCTV 110台設置（増設予定）

オペレーションチーム

・ 倉庫・通関・配送チームが常時50名以上常駐
・ 中国語・広東語・英語・日本語対応
・ フォークリフト 11台

華南における拠点 / 施設概観 ③

システム

・ Ｈ2000 （通関申告システム）
・ EDI システム
・ WMS
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年間取扱数量——約96万TEU及び356,000台完成車取扱（2014年実績）
シッピングライン——日本主要港・米国・欧州・東南アジア等々（他港経由含む）

華南における拠点 / 港紹介：新沙港

EG新沙港物流センターと同一税関管轄であり、同一エリアに位置する国際港です。



会社名（中国語名）
太倉永昌物流管理有限公司

住所
中国江蘇省太倉市浮橋鎮北環路9号
郵便番号：215434

資本金
RMB 5,000,000 （2015年6月現在）

創業日
2007年3月

社員数
日本人社員 2名、総社員数 約50名

経営項目

物流サービス、海上、航空、陸上国際
貨運代理サービス、保税、輸出監管、
国内倉庫サービス、一般道路運送
サービス、コンテナ輸送サービス、

倉庫内での流通加工（梱包資材購入、
使用を含む）自社通関等々の許可取得
済み。

華東における拠点 / 会社紹介
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華東における拠点 / 立地

太倉市より: 

①無錫市 約91km (約80分)

②蘇州市 約80km (約65分)

③上海市 約65km (約57分)

④昆山市 約15km (約26分)

⑤常熟市 約55km (約57分)

⑥嘉定区 約27km (約30分)

⑦張家港市 約89km (約83分)  

⑧南通市 約83km (約75分)

(距離は地図上の直線距離より算出)

(時間は一般車使用時の平均)

(上記の高速道路併用)

EG太倉港保税物流センター

EG蘇州物流センター
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EG蘇州事務所



EG太倉市内物流センター

総床面積64,500㎡を有する、
国内物流センターです。

2014年度より総合保税区へ

総合保税区＝輸出加工区＋保税物流園区
＋α機能

保税物流中心B型は、物流サービスに特化した、
最先端機能を有する特区でしたが、貿易及び製造
加工の機能を付加させ、中国内で最も機能が充実
した総合保税区へと生まれ変わります。

華東における拠点 / 太倉総合保税区

EG太倉港保税物流センター

太倉港港湾エリア内にある、物流センター・税関・国際港が合体した複合型物流センターです
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華東における拠点 / 新倉庫予想図

46,000m2 運用中

総床面積 200,000 M2

総土地面積約 190,000M2 予定

高床式

低床式

低床式
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37,000m2
（2016年6月より稼働中）

二階建

二階建

（2017年度着工予定）

高床式



年間取扱数量——約400万TEU

シッピングライン——日本各港・韓国・台湾・東南アジア等々（他港経由含む）

EG太倉港物流センターと同一税関管轄であり、同一エリアに位置する国際港です。

華東における拠点 / 港紹介：太倉港
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物流センター・税関・国際港が合体した三身一体の総合物流サービス！
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税関

物流センター

港

EG物流センター・税関・国際港の関係
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＊A型（東莞）物流センター申請中、

EGサービス / 倉庫

輸出入対応（自社保税エリア）倉庫・国内倉庫

・ 輸出監管倉庫 ・中国からの輸出貨物を保管
・非居住者在庫が可能
・流通加工（開梱・同梱・検品等々）
・集中通関の実現
・中国内への再輸入

・ 国内倉庫 ・中国内貨物を保管
・流通加工（開梱・同梱・検品等々）
・定温管理で多様商品への対応＊

① 税関常駐
担当税関が常駐する事により、
通常業務は勿論、イレギュラー
業務に対しても迅速に対応いたします。

② 24時間体制
一般業務はもとより、輸出入通関に関しても
担当税関との協力のもとで、24時間態勢を
実現します。

③ 物流・通関の一体化
通関・商品検査・入出庫・保管の各業務を
同センター内で全て完了させます。

④ セキュリティ
常駐保安員が監視する事は勿論の事、
最新型CCTVを各倉庫や重要ポイントに
設置し、集中監視室より皆様の商品を
24時間体制でお守りします。

・海外からの輸入貨物を保管
・非居住者在庫が可能
・関税・増値税の留保
・流通加工（開梱・同梱・検品等々）
・集中通関の実現

・ 公用型保税倉庫

B型（太倉）物流センター取得！



陸上輸送

① ミルクラン配送
集配地点より各サプライヤーを回り、効率的に集荷、
配送いたします。

② JIT配送
到着、引取指定時間に合わせた配送を実行します。

③ CFSデリバリー
集荷した商品を混載し、数量に適合したコストを実現
します。

④ 長距離シャトル便
華南・華東・香港・越南・澳門等を結ぶ長距離便の
定期運行を行います。

・ 一般輸送（内貨）

・国内貨物対象
EVER GAIN

・ 監管輸送（外貨）

・保税貨物対象EVER GAIN

・ 越境車両（外貨）

・ 中国⇔香港
・ 中国⇔澳門
・ 中国⇔越南

EVER GAIN

EGサービス / 輸送
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・コンテナ（20、40フィート、BULK)輸送
・CFSサービス
・国際・国内路線

・ 航空輸送

・国際・国内輸送

① 世界各地との連携
隣接する国際港から世界各地へと繋ぐ手段として、
海上・航空を十分に使用すべく当物流センターは国
際港・国際空港より全て約1時間圏内に位置してお
ります。

② 国内港（空港）との連携
中国の各主要港と連携し、大量輸送を適正なコスト
で行う事を実現いたします。

③ CFSサービス
物流センターのアドバンテージを十分に活かし、各
地への混載便サービスを実現します。

海上輸送・航空輸送



通関・通関補助・輸出入代行（売買代行）

・ 輸出入代行（売買代行）

・輸出入通関
・各工場、港における通関代行
・各種必要書類作成代行

・輸出入代行（外貨送金含む）
・中国国内との売買代行
（人民元売買含む）
・各種必要書類作成代行
・輸入関税、増値税代理納付

① 非居住者の代わりに通関
海外や現地に行けない荷主の代わりに
通関業務を代行いたします。

② 輸出入代行（売買代行）
弊社輸出入ライセンスを利用した輸出入
代行及び売買代行を行い、中国との直接
的なビジネスを実現させます。
勿論、外貨送金、人民元売買も問題
御座いません。

③ 集中通関
指定された期間にまとめて一度に通関を
行い、個別の出荷時は通関業務を省略化
出来ます。
＊税関による承認が必要です。

INV,PL

輸出入許可

EGサービス / 通関＆貿易

・ 通関、通関補助
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業務モデル / 倉庫

・海外所有者による非居住者在庫
（販売先、数量が確定後にJIT配送）

・保税状態での保管・仕分け・流通加工

・関税・増値税に対する納税の留保

・公用型保税倉庫
－海外よりの貨物を保税状態にて保管

国内品

保税品

保税品

・輸出監管倉庫（輸出配送型）
－中国から海外への輸出する商品を保税状態で流通加工・保管

・輸出監管倉庫（結転型）
－中国から海外への輸出・中国へ再輸入する商品を保税状態で保管

国内品

保税品

保税品

保税品

国内品

保税品

国内品

保税品

・海外向け製品を作り置きし、販売シーズンに対応

・各販売先向け流通加工
（タグ付け、ラベリング、同梱：加工用部材の調達が可能）

・海外顧客の要望に合わせて迅速な輸出オペレーション

・中国への再輸入が行えます
（加工貿易工場間での外部倉庫機能）
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東莞・太倉を基点とし、香港及び中国各地への定期長距離配送サービスをご提供いたします！

＊上記のみならず、中国全土への長距離配送サービスも執り行っております。

上海

天津

武漢

仕分け＆混載

EG太倉港保税物流センター

広州

仕分け＆混載

香港

EG新沙港物流センター

業務モデル / デリバリー①
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長距離シャトル便



ミルクラン調達方式
各サプライヤーより集荷、まとめて指定配送先へ配送する事
による、積載効率の向上、集配時間の短縮を行います。

セットメーカー

EVER GAIN

集荷＆配送

保税品

保税品

国内品

国内品
EVER GAIN

EVER GAIN保税品・国内品の双方に対応！！

＊保税品の場合は、担当税関による承認が必要となります。

EG

新沙港物流センター

仕分け＆混載

業務モデル / デリバリー②
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業務モデル / 複合① 調達物流

中国内外・外貨、内貨を問わない調達物流を実現します！！
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・仕分け
・タグ付け
・ラベリング
・スキャンニング
・同梱
・検品

EVER GAIN

越境輸送：
香港・澳門・越南

海上輸送：

航空輸送：

EVER GAIN

国内輸送：
中国内（外貨・内貨）

海外サプライヤー

加工貿易サプライヤー

国内サプライヤー

第1便

第2便

第3便

販売店/工場

倉庫



業務モデル / 複合② バイヤーズコンソリデーション

第1便

第2便

第3便

海外サプライヤー

加工貿易サプライヤー

国内サプライヤー

A.販売店/工場

B.販売店/工場

C.販売店/工場

・仕分け
・タグ付け
・ラベリング
・スキャンニング
・同梱
・検品

国内外からの商品への流通加工を行い、各指定配送先へ！！
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倉庫

EVER GAIN

越境輸送：
香港・澳門・越南

海上輸送：

航空輸送：

EVER GAIN

国内輸送：
中国内（外貨・内貨）



世界の工場と呼ばれる東莞基点のCFSサービス！！

（輸入）海外からの輸入貨物をEG物流センターで通関・引取可能！！
（輸出）EG物流センターから海外へ直接出荷、配送が行なえます！！

海上輸送：

航空輸送：

混載：輸出CFS

海上輸送：

航空輸送：

越境輸送：

仕分：輸入CFS
輸入通関

輸出通関

業務モデル / 複合③ CFS機能

EVER GAIN

越境輸送：

EVER GAIN
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【ドア】 【ドア】

上海港
上海空港
新沙港
太倉港
黄埔港
虎門港
太平港
広州空港
塩田港
蛇口港
赤湾港
香港港
香港空港

東京港
成田国際空港
横浜港
名古屋港

名古屋国際空港
大阪港

関西国際空港
神戸港
博多港

福岡国際空港
門司港

お手元からお手元までの完全な一貫輸送を実現します！！

各地ドアから 各地ドアまで
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業務モデル / 複合④ 一貫輸送


