
M3ロジ
トータルロジスティクスのプロデュース
世界の距離を縮めていくM3ロジ

お客様のニーズに合わせた最適なサービスを
実現いたします。



会社案内

世界中へのロジスティクスサービスを構築し、包括的な貨物輸送サービスを世界中のお客様に
ご提案いたします。

お客様のニーズに合わせた多様な出荷スケジュールの検索も可能な、オンラインでの輸出予約
サービスもご提供しております。

M3ロジは国土交通省より運送業許可証を取得している
NVOCC（非船舶運航運送業者）であり、貨物の追跡サー
ビス、船荷証券（B/L）発行サービスを含めたトータルロ
ジスティクスサービスを実現します。

お客様の貨物の輸出に必要な手続きが、オンラインで
一括してご準備いただける予約サービスをご提供してお
ります。

お客様の貨物の保管から輸送、引き渡しまでにおける
あらゆる面でお客様をサポートし、お客様の利益に繋が
るよう努めます。
輸出入をご検討している方はぜひご相談ください。

M3ロジは現在パキスタン、アラブ首長国連邦、南ア

フリカ、モザンビーク、タンザニア、ケニア、コンゴ、
ウガンダ、チリ、バハマ等世界中に私どもの輸送
サービスを展開しております。

お客様には私どもの貨物追跡サービスにて、貨物
の最新の輸送状況をご自身でいつでも自由にご確
認いただけます。

将来的には、輸送サービスのネットワークを更に広
げていくことを目指しております。



私たちの使命

私たちの使命は、世界中のお客様
に便利なオンライン物流サービスを
ご提供することにより、お客様の貨
物の輸送を簡単にすることです。

グローバルリーダーとして、お客様
とサプライチェーンを結び、シンプル
で統合的な物流システムを提供す
るよう努めます。

お客様にお約束すること

私たちはお客様に高品質の物流
サービスをご提供することを保証い
たします。

常に最新の技術の開発を行い、費用
対効果の高い良質なサービスをご提
供いたします。

スタッフ一人ひとりが気を配り、安全
を第一に作業を行うことを保証いたし
ます。

私たちの真の価値

M3ロジは我々のビジネス基盤を形成する「真の価値」をすべてのスタッフに
徹底しております。

★粘り強さ ★革新
★信頼 ★効率



創立

2012年9月12日
代表取締役

マジード・ムダッセル

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀２丁目27-6  AKS八丁堀ビル５階

資本金 5百万円

売上 708百万円 （2019年3月現在）

450百万円 （2018年3月現在）
277百万円（2017年3月現在）
111百万円（2016年3月現在）

業務内容 海上輸送の取り扱い（RORO船＆コンテナ船）
倉庫業（保管、バンニング＆その他）
通関業、在庫管理ソフト、
SCMチェーンマネージメントコンサルティング

倉庫所在地 三重県桑名郡、茨城県坂東市、ひたちなか市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市

主要な取引先 船会社、車両の輸出入業者、輸送業者、その他

グローバルビジネス シンガポール、タイ、フィリピン、バングラデシュ、スリランカ、パキスタン、
アラブ首長国連邦、南アフリカ , モザンビーク、タンザニア、ケニア、コンゴ、ウガンダ、
チリ、バハマ

横浜営業所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル3階 301C



事業内容

大切なお客様に価値のあるサービスを

通関業
通関に関わるあらゆる規則に精通した
通関士が税関に対して申告を行い、納
税、検査の立会い、税関からの問い合
わせに回答する等の輸出・輸入申告
に関わる手続きをお客様に代わって行
います。

陸上輸送サービス
オークション会場や倉庫からご希望
の場所までお客様の車両を輸送する
サービスをご提供しております。

信頼できる運送会社との提携により
安全かつ迅速な車両の輸送を保証
いたします。

海上輸送サービス
世界中の主要な船会社と提携し、世
界中の港へ効率的にお客様の貨物
を輸送できるサービスをご提案しま
す。

倉庫サービス
お客様の貨物の安心安全な保管のた
めに、また港への輸送のために適した
場所に自社倉庫を配置しています。

厳しく訓練されたスタッフが貨物の管理、
出荷の手続きを、最初から最後まで責
任を持ってお引き受けし、お預かりする
貨物の安全を保証いたします。

貨物輸送サービス
お客様の貨物の最適な輸送方法を
ご提案いたします。

お客様の貨物をお預かりし、ご希望
の場所まで安全、迅速かつ確実な
輸送を保証いたします。

車両メンテナンス、修理
タイヤ交換、タイヤローテーション、
オイル交換など日々のメンテナンス
から、故障の修理、お車に合わせた
定期的な点検に対応いたします。

お客様のカーライフをトータルにサ
ポートいたします。



Car Carrier

Car Carrierは、お客様のお車を日本全国どこへでも配送いたします。
オークション会場から倉庫へ、倉庫から港へなどお客様のニーズに
合わせてご希望の場所へ、ご希望の時間にお車を配送いたします。

今すぐダウンロード

日本全国対応可能なワンステップの陸送アプリ
カーキャリアは、iPhoneユーザーの方にはApple Storeで、
Androidユーザーの方にはGoogle Playストアでご利用いただけます。

Car Carrierについて、詳しくはホームページをご参照ください。

→ http://carcarrier.co.jp



MARINELOGI
MarineLogiは、お客様のお車を世界中へ輸送できる専用アプリです。
国内のオークション会場、ディーラー、販売店等から購入したお車の
海外までの輸送を、MarineLogiにてワンストップでお手続きいただけます。
※お客様は、お客様ご自身の責任において本サービスを利用するものとします。

今すぐダウンロード

早くて安全な世界中へのお車の輸送サービスをご提供いたします。
これ以上便利で簡単な陸送アプリは存在しないでしょう。
マリンロジは、iPhoneユーザーの方にはApple Storeで、
Androidユーザーの方にはGoogle Playストアでご利用いただけます。

MarineLogiについて、詳しくはホームページをご参照ください。

→ http://www.marinelogi.com



通関業

通関業とはお客様からの依頼を受け、輸出入の申告や関税の確定・納付等

の通関手続、関税法などによる処分に対する不服申立等を代理・代行し、

これらの通関書類を作成することを業として行うことをいいます。

M3ロジでは、通関業務に必要な法的、実務的知識を持った経験豊富な

通関士が申告書類の審査をし税関に対して申告を行い、関税の確定・納付、

検査の立会い、税関からの問い合わせに回答する等の輸出・輸入申告に

関わる手続きをお客様に代わって行います。

M3 ロジが目指すこと :

• 通関業務に関わるあらゆる法令の遵守

• 通関業務に必要な知識の向上

• お客様や税関との信頼関係の構築



運送業

お客様の貨物に最適な輸送方法をご提案いたします。

お客様の貨物をお預かりし、ご希望の場所まで安全、迅速かつ確実な輸送を保証いたします。

例えばお車の輸送の場合、オークション会場から倉庫へ、倉庫から港へなど、

それぞれの輸送プロセス全体を把握し、ご希望の場所へご希望の時間に輸送する

サービスをご提供いたします。

M3ロジが開発したシステムは特許を取得しております。

発明の名称：荷物運搬管理システム、およびその荷物運搬管理システムを機能させるプログラム

整理番号：P180908

M3 ロジの運送 : 

• ご希望に合わせた集荷と配送

• 様々な貨物の輸送に対応できる多種車両の保有

• 安全意識が高く、高度な技術力を持つドライバー



車両メンテナンス、修理

タイヤ交換、タイヤローテーション、オイル交換など日々の
メンテナンスから、故障の修理、お車に合わせた定期的な点検、
カスタマイズ等に対応いたします。
お客様のカーライフをトータルにサポートいたします。

経験豊富なメカニックによる : 

• 迅速な故障修理 ・ 安心で確実な点検 ・ 各部品の交換

倉庫業

お客様の貨物の安心安全な保管のために、また港への輸送のために適した

場所に自社倉庫を配置しています。

お客様の貨物の大きさや重量に合わせたバンニングプランを組み立て、輸送途上で受ける衝撃等も考慮し、

お預かりする貨物を無傷でお引き渡しできるようにバンニング作業を行います。

厳しく訓練されたスタッフが貨物の管理、出荷の手続きを、最初から最後まで責任を

持ってお引受けし、お預かりする貨物の安全を保証いたします。



M3ロジネットワーク
東京
104-0032 東京都中央区八丁堀２丁目２７番６号
AKS八丁堀ビル５階
TEL: 03-6262-8600 FAX：03-6262-8605
Email: sales@m3logi.com

横浜
231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通 14番地
KN 日本大通ビル３階 301C号室
TEL: 045-264-4382 FAX：045-264-4383
Email: sales@m3logi.com

ダーバン
M3LOGI 1 (PTY) LTD
Office No 403, 4Th floor corporate place, 9 Dorothly Nyembe
Street, Durban, 4001 South Africa.
Call: +27-31-3012440   Fax: +27-31-3010504 
Email: southafrica@m3logi.com

チリ
M3LOGI SHIPPING CHILE LTDA
Av Bolívar no 202 oficina no 1101 Edificio Finanzas, 
Iquique, Chile.
Email: chile@m3logi.com

モザンビーク
M3LOGI SHIPPING MOZAMBIQUE
Africa park Avenida Accordos De Lusaka No 95 Maputo 
Mozambique. 
Email: mozambique@m3logi.com

パキスタン
M3LOGI SHIPPING PAKISTAN
Room no 204-205 Second floor Sky Center Agha Kamal Haider
Road Sialkot Cantt 51310 Pakistan. Call: +92-524262964 
Fax: +92-524262964  Email: pakistan@m3logi.com

倉庫所在地

横浜港
〒306-0656
茨城県坂東市寺久12-1297
Email: sales@m3logi.com

神戸港
〒673-0453

兵庫県三木市別所町
下石野1313
Email:sales@m3logi.com

名古屋港
〒498-0816

三重県桑名郡木曽岬町
源緑輪中1-1020
Email: sales@m3logi.com

博多港
〒812-0051

福岡県福岡市東区
箱崎ふ頭4-2-17
Email: 
sales@m3logi.com

ひたちなか港
〒319-1113

茨城県那珂郡東海村照沼
768-38
Email: sales@m3logi.com




