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弊社は、外航海運による利用運送事業および貿易事務の代行、各種商品の
プロモーション等を含む総合ロジスティックコンサルタント的な国際輸送会社、
デリバリー・インターナショナル株式会社として、平成13年8月に設立されました。

また、平成14年12月横浜税関管轄に於いて、通関業の免許を取得 平成16年
1月に東京税関管轄に於いても通関業の免許を取得し完全なドア・ツー・
ドアサービスを提供しております。

平成17年4月1日を持って よりいっそうの発展を望みトラスインテル株式会社
に社名を変更いたしました。

現在、北米はもとより南米、欧州、豪州、アジア等、グローバルなネットワークを
活用し、海上及び航空貨物の発送、着荷等の運送代理店業務及び情報連絡
を行なうインターナショナル・フォワーダーであり、それらに付随する各種情報の
提供等を通じ、既存の輸送会社には無いサービスを提供させて頂き、多数
のお客様より高い評価を頂いております。

平成20年2月より、神戸～上海向け輸出混載貨物の取扱いを開始（週４便）、
現在はアジアを中心に世界各国へのサービスを展開致しております。

代表取締役社長

廣中 英二

Over nearly two decades in business since its foundation as Delivery 
International Co., Ltd. in August 2001, our company has expanded from 
a total logistics consultant and international forwarding agency to a 
comprehensive range of services including consigned freight forwarding 
for ocean shipping, proxy services for trade administration, and product 
promotion.

We also acquired customs clearance licenses under the jurisdiction of 
Yokohama Customs in December 2002, and Tokyo Customs in January 
2004, providing complete door-to-door services.

In April 2005, we renamed the company Tras-Inter Co., Ltd. setting the 
stage for further expansion into consigned freight forwarding shipping 
and arrival of ocean and air cargoes and information services through a 
global network spanning not only North America but also South 
America, Europe, Australia, Asia, and other regions. Our information 
service capabilities give us a competitive edge over other shipping 
companies, and have earned high regard from customers. 

In February 2008, we started export cargo consolidation services (four 
times a week) between Kobe and Shanghai, and have since expanded 
our services, particularly in Asia and other regions.

President

Eiji Hironaka

日本と世界をつなぐ。
Connecting Japan and the World



会社概要 Company Profile

●設立日
●資本金
●代表取締役社長
●事業内容

●国内提携会社

●取引銀行
●社員数

2001年（平成13年）8月8日
一千万円
廣中英二
國際海上・航空貨物輸送取扱業
通関業（横浜税関管轄、東京税関管轄）
利用運送事業（外航海運、貨物自動車）
及びそれに付随する貿易業

信永海運株式会社、
佐野運輸株式会社
三井住友銀行横浜支店
43名（令和元年12月）

当社は、外航海運による利用運送事業および貿易事務の代行、各種商品の
プロモーション等を含む総合ロジスティックコンサルタント的な国際輸送
会社、デリバリー インターナショナル株式会社として、平成13年8月に設立
されました。また、平成14年12月横浜税関管轄、平成16年1月東京税関管
轄、平成26年4月神戸税関管轄、於いて通関業の免許を取得し完全なドア・
ツー・ドアサービスを提供しております。
平成17年4月1日トラスインテル株式会社に社名を変更いたしました。
平成26年2月SINGAPORE POST GROUPである信永海運株式会社
傘下となりました。

現在、関西港を中心にアジア各国へ、海上貨物の輸出混載業務を行うと
ともに中国を中心として、海上貨物の輸入混載業務の取り扱いも行って
おります。

平成20年2月より、神戸～上海向け輸出混載貨物の取り扱いを開始。
平成23年3月より、神戸・大阪～アジア各国向け輸出混載貨物の取り扱いを開始。
当社輸出混載をご利用の顧客様には大阪、神戸地区から無償でトラックに
よる集荷も行っております。

Our company was established in August 2001 as Delivery 
International Co., Ltd., a total logistics consultant, international 
forwarding agency, offering a range of services including consigned 
freight forwarding for ocean shipping, proxy services for trade 
administration, and promotion of various types of products. We also 
acquired customs clearance licenses under the jurisdiction of 
Yokohama Customs in December 2002, Tokyo Customs in January 
2004, and Kobe Customs in April 2014, providing complete 
door-to-door services.
We changed the name to Tras-Inter Co., Ltd. effective April 1, 2005.
And in February 2014, we became affiliated with Shinyei Shipping 
Co., Ltd. of the Singapore Post Group.
Today, we offer not only export consolidation services for ocean 
cargoes, mainly from ports in the Kansai region to Asian countries, 
but also import consolidation services for ocean cargoes, centered 
on China.
We continue to expand our consolidation services for export 
cargoes, launching services from Kobe to Shanghai in February 
2008, and from Kobe and Osaka to Asian countries in March 2011.
We also offer a no-cost cargo collection service for customers who 
use our export consolidation services, with trucks serving the Osaka 
and Kobe areas.

●Founded
● Paid-in-capital 
● Representative
● Business
　

●Domestic business 
　partners
● Bank
●No. of employees

August 8, 2001
￥10 million
President Eiji Hironaka
International ocean and air freight forwarding
Customs clearance (under jurisdiction of 
Yokohama Customs, Tokyo Customs),
Consigned freight forwarding (ocean 
shipping, motor truck transportation), and
Associated trading businesses 
Shinyei Shipping Co., Ltd., 
Sano Unyu Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Yokohama Branch
43 (as of December 2019)

Service Areas
●香港／Hong Kong
●タイ／Thailand
●フィリピン／Philippines
●ベトナム／Vietnam
●インドネシア／Indonesia
●マレーシア／Malaysia
●中近東・インド／Middle East・India
●中南米／Latin America

●シンガポール・ミャンマー／Singapore・Myanmar
●上海／Shanghai
●韓国／Korea
●台湾／Taiwan
●黄埔・蛇口／Huangpu・Shekou
●新港／Xingang
●青島・大連／Qingdao・Dalian
●廈門・寧波・煙台／Xiamen・Ningbo・Yantai



当社は日本の貿易港において、輸出入貨物の税関への通関手続きや行政機関への各種申請手続きを行います。豊富な
経験と知識を兼ね備えた通関士を中心としたプロ集団が、通関業法、関税法等、適正かつ迅速な通関業務及びその
関連業務を行う事により、お客様のニ－ズに対応した、輸出入サ－ビスを提供いたします。取扱貨物は、一般貨物から
雑貨に至るまで、幅広い範囲でお取り扱いしております。通関業務はぜひ当社にお任せください。

Trans-Inter offers agency services for export and import cargo 
customs procedures, and cargo pickup and delivery services.

通関業務／Customs Clearance

トラスインテルは、貨物の輸出入通関手続き代行と、
集荷・配送手配を行っています。

We handle customs procedures in major trading ports in Japan. Our professional teams, led by experienced 
and knowledgeable former customs officers, offer export and import services tailored to customer needs by 
offering appropriate and prompt customs clearance and other related services under the Customs Business 
Act, Customs Act, and so on. Our services cover a broad range from general cargo to merchandise. Please 
count on us for customs clearance.



NVOCC

海外への輸出入ビジネスを円滑に進めるにあたり、自前の輸送手段を持たない商社・メーカーさまのワンストップで
アウトソーシングできるパートナーになります。商社やメーカーにとっては、トラスインテルが提供する様々な選択肢から、
コストや日数の面で最適な輸送手段をチョイスすることができます。また、出発地から到着地まで、貨物の保管や配送、
通関手続きなど輸送に関するすべてを行いますので、業務やコストの効率化や時間短縮といったメリットも生まれます。

トラスインテルは荷主さまと、輸送業者の間をとりもつ
コーディネーター、仲介業を行っています。

輸送会社とのスケジュール管理、依頼業務
輸送手続きの書類作成

【NVOCCとしての業務内容】 依頼者の問い合わせ対応
船での輸入出の申告書類の作成

Trans-Inter’s coordination and brokerage services mediates 
between shippers and forwarding agents.

As a trusted partner, we can offer one-stop outsourcing services for trading companies and manufacturers 
that do not have their own transport means, to help them smoothly expand their export and import 
businesses to overseas markets. They can choose the optimal transport means from the aspects of costs 
and transit times, based on a range of options presented by Trans-Inter. In addition, we can offer a full 
range of freight-related services such as storage and delivery of cargoes from departure to destination, and 
handling of customs procedures, so this also enhances operational efficiency, and saves time and money. 

Management of schedules with forwarding agents and services requested by agents

【Details of NVOCC services】

Prompt response to inquiries from customers
Provision of shipping procedure documents
Provision of application forms for seaborne export and import cargoes






