会社案内

平成29年 7月15日

作成

九州を拠点とする包装資材・包装機の総合商社

会社概要
社名

株式会社アペックス

所在地

福岡県福岡市中央区薬院3丁目15番3号

創立年月日

昭和49年2月9日

資本金

1,000万円

従業員数

165人

代表取締役

村井

章平

取締役

桑田
加藤
村井
村井

茂信
信治
国夫
さつき

主な事業内容

軽量包装容器の製造と販売及び包装資材・店舗用品の卸販売
包装機械及び各種プラスチックの販売
DTP印刷（チラシ・ポスター・POP等の企画・製作）
厨房設備機械の販売
包装機・食品機械メンテナンス

事業所

福岡営業所・久留米営業所・熊本営業所・長崎営業所・鹿児島営業所
宮崎営業所・大分営業所・北九州営業所・群馬営業所

取引銀行

西日本シティ銀行・福岡銀行

主要取引先

伊藤忠商事株式会社
三菱商事パッケージング株式会社
株式会社エフピコ
中央化学株式会社
ヒノマル株式会社
オザックス株式会社
その他200社

取扱商品

（1974年2月9日）

（代表取締役社長）
（取締役副社長）
（常務取締役）
（取締役）
（監査役）

大倉工業株式会社
シーピー化成株式会社
福助工業株式会社
リスパック株式会社
大阪シーリング印刷株式会社
（順不同・敬称略）

PSPトレー・OPSトレー・PPトレー・各種フィルム・各種ポリ袋・
果実用ネット類・給食・弁当容器・各種コンテナ・発砲スチロール・
ラベラーラベル自動包装機・その他包装資材・一般農園園芸資材

九州を拠点とする包装資材・包装機の総合商社

沿革
1974年（昭和49年）

02月

福岡県福岡市中央区薬院で健康食品及び石鹸類の営業販売開始

1975年（昭和50年）

06月

包装資材関係及びその他の販売業務開始

1981年（昭和56年）

05月

福岡県久留米市山川沓形町に久留米営業所開設

1985年（昭和60年）

08月

福岡県福岡市博多区吉塚に配送センター開設

1987年（昭和62年）

02月

熊本県熊本市西区春日に熊本営業所開設

1989年（平成01年）

04月

長崎県大村市に長崎営業所開設

1992年（平成04年）

09月

福岡県福岡市中央区白金に本社社屋を移転

1992年（平成04年）

09月

群馬県群馬郡群馬町に群馬営業所開設

1993年（平成05年）

11月

鹿児島県七ツ島に鹿児島営業所開設

1996年（平成08年）

03月

宮崎県宮崎市阿波岐町に宮崎営業所開設

1997年（平成09年）

07月

熊本県熊本市西区春日に中九州配送センターを開設

1999年（平成11年）

01月

営業開発・特販部開設

1999年（平成11年）

07月

福岡県福岡市中央区春吉に総合企画室を開設

2000年（平成12年）

02月

大分県大分市牧に大分営業所を開設

2001年（平成13年）

11月

福岡県糟屋郡志免町へ福岡営業所・企画室を移転

2003年（平成15年）

09月

福岡県福岡市中央区薬院に本社社屋を移転

2003年（平成15年）

12月

久留米営業所を佐賀県鳥栖市に移転

2004年（平成16年）

03月

愛知県西春日井郡豊山町に名古屋支店開設

2004年（平成16年）

11月

福岡県北九州市小倉北区に北九州営業所開設

2006年（平成18年）

05月

熊本県熊本市東区御領に熊本営業所を移転

2006年（平成18年）

07月

大分県大分市萩原に大分営業所を移転

2011年（平成23年）

11月

愛知県瀬戸市山の田に名古屋営業所を移転

2012年（平成24年）

12月

大分県大分市大字下郡字若宮田に大分営業所を移転

2014年（平成26年）

01月

佐賀県鳥栖市藤木町に久留米営業所を移転

2014年（平成26年）

03月

福岡県糟屋郡粕屋町に福岡営業所を移転

2016年（平成28年）

06月

名古屋営業所を閉鎖

2017年（平成29年）

07月

熊本県熊本市東区平山町に熊本営業所を移転

九州を拠点とする包装資材・包装機の総合商社

アペックスについて
アペックスは九州を拠点に［顧客第一主義］［地域密着型］を実現する

創業

包装資材・機械の総合商社です。”食”に携わる様々な業態のお客様を中
心に、食品容器・包装資材、販促ツール、店内の衛生用品、厨房器具、
バックヤードで使う備品・消耗品、各種機械など、多岐にわたる商品を
ご提供致します。
お客様のご要望に応じて、新商品の開発や各種機器のメンテナンス・カスタマイズ、
新規事業の立ち上げ・新店舗オープンのトータルサポートまで幅広く柔軟に対応致します。
また、販売促進活動として、季節（イベント）に応じた商品の販売戦略を企画立案、新商品のご案内、
店内レイアウトのご提案を行い、お客様の売り上げアップに貢献致します。アペックスは時代と共に変
化するニーズを的確にとらえ、お客様に最適な商品・サービスを現場目線でご提供し、お客様と長く深
い信頼で結びつくビジネスパートナーであり続けます。

“物流を制するものは、市場を制する”
アペックスは「物流システムの改革」こそが今後の物流業界の生命線になるものと確信しています。
当社では、以下の5項目を基本とした物流の効果的なコストダウンの方法「包装資材のピッキングシス
テム」をご提案致します。
その 1

その 2

の短縮

小口多頻度発注と
納品多頻度

リードタイム

その 3

納品時間
の短縮

その 4
納品率

100％

その 5

在庫管理
の軽減

ピッキングシステムの概要
お客様と取引のある商品全てを自社倉庫にて一元管理します。定期発注方式でお客様の商品を常備確保
し、安定供給を実現します。注文を受けた商品は店別、部門別（青果・鮮魚・精肉・惣菜など）に小分
けし、即時一括納品（注1）を行います。
（注1）契約内容により受発注・納入の仕方が異なります。
お客様との急な取引に備え、即時一括納品を行う体制を整えております。
（［顧客第一主義］［地域密着型］）

コーポレートステートメント
コーポレートステートメント［PACKAGING WITH INFORMATION］は［あらゆる情報をアペックスの総力で
最適な”モノ（商品・サービス）”にパッケージ化し役立てていく］という私たちの基本姿勢を意味します。

拠点一覧
◆ 本社

◆ 福岡営業所

〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3-15-3
TEL 092-525-1761 / FAX 092-525-1826

◆ 北九州営業所
〒803-0801
福岡県北九州市小倉北区西港町91-9
TEL 093-383-8081 / FAX 093-383-7581

◆ 長崎営業所
〒856-0843
長崎県大村市今村町37-1
TEL 0957-50-1761 / FAX 0957-50-1762

◆ 大分営業所
〒870-0951
大分県大分市大字下郡字若宮田1846-1
TEL 097-554-3121 / FAX 097-554-3151

◆ 鹿児島営業所
〒891-0131
鹿児島県鹿児島市谷山港2-19
TEL 099-262-1960 / FAX 099-262-2425

〒811-2304
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2778-1
TEL 092-622-1811 / FAX 092-622-1806

◆ 久留米営業所
〒841-0048
佐賀県鳥栖市藤木町3-2
TEL 0942-87-3908 / FAX 0942-87-4044

◆ 熊本営業所
〒861-8012
熊本県熊本市東区平山町3006-2
TEL 096-292-8861 / FAX 096-292-8865

◆ 宮崎営業所
〒880-0835
宮崎県宮崎市阿波岐原町中園2791-1
TEL 0985-38-5716 / FAX 0985-38-5720

◆ 群馬営業所
〒370-3523
群馬県高崎市福島町706-1
TEL 0273-72-4416 / FAX 0273-72-4416

関連会社
株式会社フードボックス（食品）
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3丁目15番3号2階
TEL 092-522-3771

エーテック（機械）
〒811-2106
福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘1丁目18番5号
TEL 092-933-2685

株式会社コムックス（輸出入代行）
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3丁目15番3号1階
TEL 092-526-1666

このめ（居酒屋）
〒810-0012
福岡県福岡市中央区白金1丁目16番3号
TEL 092-525-7301

