
安心安全で迅速にお客様の元へ

運 

ぶ

＃４ｔトラック運転手
＃大型トラック運転手
＃一般廃棄物収集運搬

＃倉庫作業員
＃事務職 ＃夜間点呼員

どのような職種がありますか？

求人情報
◆代表者名／遠藤 圭介 ◆従業員数／55名 ◆資本金／1,000万円
◆創業／昭和36年7月 ◆所在地／本社：徳島県美馬市脇町大字脇町字大堀761番地の4
　高松営業所：香川県高松市十川西町1306-74 吉野川営業所：徳島県吉野川市川島町桑村2409番地1

◆TEL／0883-53-7238 FAX／0883-53-7268
◆業務内容／貨物自動車運送事業、貨物自動車取扱事業、美馬市一般廃棄物収集運搬業
◆就業時間／平日8：30～17：30、土曜8：30～15：30
◆休日／日祝、夏季休暇、年末年始など
◆給与／260,000円～384,000円（４ｔドライバー） その他手当など
　　　　300,000円～429,000円（大型ドライバー） その他手当など
◆昇給・賞与など／昇給：あり、賞与：年2回
◆福利厚生／社会保険完備、退職金共済加入、リフト免許取得支援制度
　　　　　　中型免許取得支援制度、早期有給休暇制度

有限会社 西阿運送

　お客様から託された大事な荷物を安全かつ

迅速に目的地へ運び、顧客の信頼に応えるこ

とを使命としている西阿運送。その成果とし

て、4トン車をベースにした車両構成で、大手を

除き四国ナンバー1の実績を誇っている。

　多様化している昨今の物流業界に対し、幅

広いニーズに対応できるよう8t平車や6tユ

ニックなどの珍しい車両も保有。

　そのなかでも、スチールサッシを運ぶこと

が多いため、車両の購入段階から専用の設備

を取り付け可能にしており、効率よくサッシを

運ぶことができるようにしている。

　自分の豊かさ・幸せだけでなくまわりの豊か

さ・幸せを考えると自分をもっと豊かにできる

という「共生の思想」を遠藤社長は目指す。それ

に基づき、SDGs（持続可能な開発目標）に対

し、企業として出来ることに取り組んでいる。

　運輸安全マネジメントの実施、従業員の健康

促進、環境保全への意識向上、一般廃棄物収集

運搬業を通して管理し、分別・リサイクルの率

先などに取り組み、会社の発展だけを考える

のではなく、関わる全ての人たちと共により発

展できるよう努めている。

私たちにかかわるすべての人たちと幸せを共有しよう

ホームページ
https://seia-exp.jp/

ドライバー（14年目）

青山 和彦 さん

教えて先輩！

　車の運転が好きで自動車に携わる仕事がしたいと思

い西阿運送に入社しました。当初は未経験で不安でした

が、先輩方にやさしく丁寧に指導していただいたおかげ

で14年目になりました。お客様からお預かりした荷物

を関西・関東方面に配送しています。とてもやりがいの

ある働きやすい職場です。まだまだ半人前ですが初心を

忘れず、「清く・正しく・美しく」をモットーに安全輸送を

目指します。

信頼と実績で頼られる人材になりたい

2019年12月、商品の入出庫から積み込み・積み下ろし、配送別の仕

分け、輸送までをすべて行える配送センターが完成し、より柔軟な対

応が可能になった。製品ごとの特性を理解した上で管理し、丁寧に積

込・荷締め作業を行っている。また、配送センターに入庫している商

品を輸送するようになるので、移動時間が大幅に削減。従業員の作業

軽減と労働時間の短縮にもつながっている。

効率UPの配送センター
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　「お客様の荷物を安全に、正確

に、迅速にお届けする」を第一に、

お客様のあらゆるニーズにお応

えし、物流の新たな流れにチャレ

ンジし続けるセイワ運輸。

　創業以来、地域に密着した事業

活動を展開し着実に歩みを進め

ている。

　昨今の物流業界の取り巻く環境

は、時が経つごとに複雑かつ多様

化し大変厳しいが、お客様のニー

ズにきめ細かく対応している。

安心安全をお客様へ

株式会社 セイワ運輸

あらゆるニーズに応え
絶えず物流の革新を

求人情報

県外から受けた救援物資を防災拠点にて小型・
中型車に積み替えて、各拠点に配達する。

＃中型トラック運転手 ＃大型トラック運転手 ＃大型トレーラー運転手
＃整備士 ＃総合管理職 ＃事務職 ＃リフトオペレーター

どのような
職種がありますか？

県外へ救援物資を運送する時の出発式の様子。
多くの方々から温かい声援と拍手が送られた。

岩倉小学校での交通教室の様子。登下校など行
動する機会が増える子どもたちに、交通ルール
について伝えていく。

◆代表者名／平野　賢一 ◆従業員数／51人 ◆資本金／1400万 ◆創業／平成3年

◆所在地／本社：美馬市脇町岩倉2955-1 本社営業所：美馬市穴吹町三島字舞中島2080-1

◆TEL／0883-52-1745（本社営業所） ◆FAX／0883-52-0746（本社営業所）

◆業務内容／トラックでの配送業務 倉庫管理/入出庫業務

◆就業時間／運行スケジュールによる

◆休日／日祝祭・夏季休暇・年末年始・その他（会社カレンダーによる）

◆給与／当社規定による　◆昇給・賞与など／当社規定による

◆福利厚生／◎社会保険完備 ◎免許・資格取得制度 ◎社員旅行

　近年、地球環境の変化に伴い各地

で大規模な自然災害が発生している

が、徳島県でも例外ではなく、南海ト

ラフ巨大地震や豪雨災害などの常に

災害と隣り合わせとなっている。

　多くの方が避難所で様々な支援を

受ける非常時には支援物資を運搬す

る手段としてトラック輸送が重要な

手段となる。大規模災害時の支援物

資輸送訓練への協力や、実際に台風

19号の被災地の栃木県へ支援物資の

輸送など、いざという時に迅速に行動

できるよう積極的に活動している。

　また、地元徳島の風物詩であり、世

界に誇る阿波踊りをPRするため阿波

踊り号の運行など地元PR活動も積

極的に行っている。地域の皆様に支え

られ、地域に愛されるOnly One企業

を目指し今後も活動していく。

◇ 愛媛営業所：愛媛県四国中央市豊岡町長田字中豊洲1680-1
◇ ドライバー研修センター：吉野川市山川町湯立2-1
◇ 吉野川倉庫：吉野川市川島町桑村502-1

◇ 山川国道倉庫：吉野川市山川町川田391-1
◇ 阿波倉庫：阿波市阿波町中坪327-5
◇ 美馬境目倉庫：美馬市美馬町境目202-2

ホームページ http://seiwa-transport.co.jp/

備えあれば憂いなし、地域へ想いを届けたい。

物流サービスを通じ、顧客と地域に貢献し、オンリー
ワン企業を目指す。

　分からない事が多く、最初は道を良く知

る地元周辺の配達からスタートしました。

先輩から色々と教わりながら、最近では、

長距離の運転も任されるようになり、地元

以外の道を通る機会も増えたので、プラ

イベートでも色々なところに行くことが

大好きになりました。学ぶ事は、まだまだ

ありますが、大型免許取得して次の目標へ

進みたいと思います。

最終目標は
トレーラーを運転!

　元々大好きな「トラック」に乗る仕事を

したかったのが、きっかけです。トラックド

ライバーとしてはセイワ運輸が初めてで、

以前は、中型免許が取得できる年齢まで別

の仕事をしていました。1年弱中型トラッ

クで経験を積み、会社の免許取得制度を

使い、大型免許を取得しました。そこから

は、大型トラックドライバーとして日々業

務を全うしています。

好きな仕事は
やっぱり楽しい!

ドライバー（1年目）

佐藤 悠平 さん

教えて先輩！

ドライバー（2年目）

黒川 稜太 さん

教えて先輩！
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