
出 店 物 流 支 援 サ ポ ー ト



＜撤収～搬出＞

イベント出店物流に対するお悩みは、ムービングが全て解決致します

＜売場運営＞

＜搬入～設営＞

商品搬入

売場運営

ストックづくり
館内配送→売場

売場設営・陳列・演出

搬入～搬出まで物流をトータルでサポート

「まるごとおまかせ」や「少しだけおねがい」など、ニーズに合わせて対応致します！
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売場撤収
ストック撤収

館内配送→接車バース

商品搬出



店舗まで商品や什器を運びたい…

イベント会場まで商品や什器を一緒に
持込みたいけど「トラックの手配」は
どうしたら良いか分からない

集荷 店舗
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1 |お店までの搬入/搬出手段「集荷場所 ～ 店舗」お届けはこちら

時間/距離 6h/60km 8h/80km

２ｔL車 ①33,000円 ②41,800円

店舗

中野
新宿
渋谷
吉祥寺
大宮
上野
草加
志木
北千住
有楽町

錦糸町
国分寺
柏

溝の口

町田
横浜
戸塚
海老名

集荷エリア 外環道内側

（税込）

トラックチャーター

商品・備品・什器の搬入・搬出をサポート

時間指定可 閉店後の夜間配送対応も可能

集荷 店舗

梱包サイズ １台当/目安

80サイズ ６０

100サイズ ２４

120サイズ １２

140サイズ ８

160サイズ ６

積載目安 カゴ車 ８台分

ご指定場所まで直行運送致します。開店前納品など時間指定も可能！
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集荷エリア＿外環道内側の目安はこちら

■集荷エリア 外環道内側

外環道 大泉ＪＣＴ～高谷ＪＣＴ内

外環道延長線内

■地域

東京都 ２３区

埼玉県 和光市 戸田市 草加市

蕨市 八潮市 三郷市

千葉県 市川市 浦安市

外環道

高谷ＪＣＴ

大泉ＪＣＴ

外環道 延長線
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補足事項：お店までの搬入・搬出手段「集荷場所 ～ 店舗」

・1か月前のご予約は10％割引

・繁忙期（12月20日～1月3日 3月15日～4月8日）の期間は30％増

・前日積み込みの場合＋3,300円/助手が必要なお荷物の場合＋8,800円

・その他の地域に関しては、別途ご相談承ります

※冷凍、冷蔵、温度管理が必要なお荷物は不可
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複数の店舗でイベント展開するので、一時保管や店舗間を運びたい…
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複数の店舗で順番にイベントをする予定
わざわざ倉庫に戻さずに「一時保管」
してもらえる所があると助かる

商品や什器等、梱包ごとの搬送だと
割高感がある。まとめて「カゴ車単位」
の搬送でお得に運べると助かるのに

店舗 店舗
戸田センター
「一時保管」

１０日間 ７日間 １４日間



2 |戸田センター「一時保管」イベント間の一時的なご利用はこちら

一時保管サービス

次回出店までの一時保管場所の提供

基本料金：倉庫保管(カゴ車1台分) 

③132円 (税込) / 1日

※積載イメージ

従量課金で明瞭会計。カゴ車保管は商品＋什器の混載可。１日~ご利用可
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梱包サイズ １台当/目安

80サイズ ６０

100サイズ ２４

120サイズ １２

140サイズ ８

160サイズ ６



補足事項：戸田センター「一時保管」

・常温管理出来る商品（什器含む）の保管が可能

※冷凍、冷蔵、温度管理が必要なお荷物は不可

・従量課金で使った分だけお支払い（日単位でのご利用可）

・搬出の際はご指定場所までお届け ※別途、費用がかかります

・商品＋備品＋什器等、混載可

※カゴ車サイズ 縦770㎜×横1000㎜×高1450㎜
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3 | 「関東～関東」の店舗間搬送なら、カゴ車単位で「まとめて」がお得

関東の店舗間

カゴ車単位で搬送をサポート

基本料金：１台当

④3,300円 (税込)

※店舗をまわっているトラックでお届け

店舗 店舗

商品や什器等、混載が可能。倉庫にお戻しすることなく搬送出来ます！
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※積載イメージ

梱包サイズ １台当/目安

80サイズ ６０

100サイズ ２４

120サイズ １２

140サイズ ８

160サイズ ６



4 | 「関東～関西」の店舗間でも、カゴ車単位で「まとめて」がお得

関東～関西の店舗間

カゴ車単位で関西圏への搬送をサポート

戸田センター店舗

店舗

基本料金：１台当

⑤15,840円 (税込)

※店舗をまわっているトラックでお届け

商品や什器等、混載が可能。倉庫にお戻しすることなく搬送出来ます！
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※積載イメージ

梱包サイズ １台当/目安

80サイズ ６０

100サイズ ２４

120サイズ １２

140サイズ ８

160サイズ ６



補足事項：店舗間搬送、カゴ車単位

■「関東～関東」

・出荷依頼日より～基本３日以内にお届けします

・商品＋備品＋什器等、混載可

※日指定の場合は、⑥5,500円/１台当（税込）で賜ります

※静岡モディ除く

※冷凍、冷蔵、温度管理が必要なお荷物は不可

■「関東～関西」

・出荷依頼日より～基本３日以内にお届けします

・商品＋備品＋什器等、混載可

※日指定の場合は、⑦20,240円/１台当（税込）で賜ります

※博多マルイ除く

※冷凍、冷蔵、温度管理が必要なお荷物は不可

※カゴ車サイズ 縦770㎜×横1000㎜×高1450㎜ 12



何処かの拠店に「まとめて」送って、店舗ごとに振り分けて搬送したい…

戸田センターお荷物拠点
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店舗ごとにトラックの大きさに制限がある
また、細かく何往復もすると手間とコストがかかる
何処かで一括して引き受けてくれると助かる



5 |お店までの搬入・搬出手段「戸田センター ～ 店舗」までの搬送はこちら

時間/距離 4h/40km 6h/60km 8h/80km

２ｔL車 ⑧24,200円 ⑨33,000円 ⑩39,600円

店舗

中野
新宿
渋谷
吉祥寺
大宮
上野
草加
志木
北千住
有楽町

錦糸町
国分寺
柏

溝の口

町田
横浜
戸塚
海老名

ご指定場所まで貸切で直行致します。開店前納品等の時間指定も可能！
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トラックチャーター

商品・備品・什器の搬入・搬出をサポート

時間指定可 閉店後の夜間配送対応も可能

戸田センター 店舗

梱包サイズ １台当/目安

80サイズ ６０

100サイズ ２４

120サイズ １２

140サイズ ８

160サイズ ６

積載目安 カゴ車 ８台分

（税込）



補足事項：お店までの搬入・搬出手段「戸田センター ～ 店舗」

・弊社センターへの持ち込み商品や什器、保管分のお荷物のチャーター料金

・弊社センター住所 「埼玉県戸田市美女木東２－５－１」

※大型トラック「１０ｔ車」まで対応可

※冷凍、冷蔵、温度管理が必要なお荷物は不可

・1か月前のご予約は10％割引

・繁忙期（12月20日～1月3日 3月15日～4月8日）の期間は30％増

・前日積み込みの場合＋3,300円/助手が必要なお荷物の場合＋8,800円

※戸田センターへ貨物を直送頂き、「デバンニング」作業も賜ります

（別途、費用あり）
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イベントの設営/撤去を御願いしたい…
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遠隔地からのイベント出店だから
交通費や宿泊費を考えると「売場の設営や撤去」
を何処かにお願い出来たら助かる

売場設営・撤去

交通費・宿泊費



6 |売場の「設営、撤去」サポートメニューはこちら

設営・撤去

売場の設営・撤去

閉店次第、陳列商品や什器の撤去・搬出や原状回復を行います。

イベント終了後はそのままご帰宅いただけます。

什器搬出 商品搬出（梱包）

什器搬入 商品搬入

撤 去 ・ 搬 出

決められた

時間内に現状回復

売場づくり ポスター設置

施設貸与品返却 区画引渡し

開催日まで売場区画内に什器や商品・展示物などをお届けします。

レイアウト・陳列指示書に基づいた設置も可能。

リソース不足でお悩みの方は、お気軽にお申し付けください！
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搬 入 ・ 設 営

商品の搬入～陳列

メニュー 単価（税込）

⑪ 売場設営 ～５坪 17,600円

６～１０坪 26,400円

１１～２０坪 35,200円

⑫ 売場撤去 ～５坪 8,800円

６～１０坪 17,600円

１１～２０坪 26,400円



補足事項：売場の「設営・撤去」

・スペースにより金額が異なります

・ガラス製品など取扱いに注意を要する商品・什器の、設営・撤去に

ついては、別途ご相談ください
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持ち帰れないお荷物を値頃な価格でご自宅まで配送したい・・・
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イベントで購入いただいたお客様から、
宅配のご希望をいただいたが、受付ができない
施設内の何処かで配送を引き受けてくれると助かる

配送は専用のカウンターで対応します
他店での購入品も同封可能です
梱包資材もご用意してます（有料）

お客様

店舗スタッフ



7 |丸井の配送サービスメニューはこちら

荷物の発送

発送は施設内の トルダスカウンター/ネット通販受取・返品カウンター
をご案内いただくだけ！
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トルダスカウンター
ＯＲ

ネット通販受取・返品カウンター

自宅

60サイズのお荷物なら 関東～関東

⑬配送料金 700円 (税込)

※サイズと地域によって変わります

※対応店舗、内容詳細についてはお近くのスタッフまで

お得な料金

ラクチン受付

便利に梱包

ヤマトの丸井料金は

どこよりもお得！

スマホ入力

「らくエコ便」で

伝票手書きが不要！

セルフで

自由に梱包！

まとめ配送もＯＫ



メニュー料金表

メニュー 単価（税込） 単位

① ﾄﾗｯｸﾁｬｰﾀｰ「集荷～店舗」６ｈ/６０ｋｍ 33,000円 １台/１回

② ﾄﾗｯｸﾁｬｰﾀｰ「集荷～店舗」８ｈ/８０ｋｍ 41,800円 １台/１回

③ 戸田センター「一時保管」カゴ車単位 132円 １台/１日

④ 関東～関東の店舗 カゴ車単位 搬送 3,300円 １台/１回

⑤ 関東～関西の店舗 カゴ車単位 搬送 15,840円 １台/１回

⑥ 関東～関東の店舗 カゴ車単位 搬送 ※日指定 5,500円 １台/１回

⑦ 関東～関西の店舗 カゴ車単位 搬送 ※日指定 20,240円 １台/１回

⑧ ﾄﾗｯｸﾁｬｰﾀｰ「戸田～店舗」４ｈ/４０ｋｍ 24,200円 １台/１回

⑨ ﾄﾗｯｸﾁｬｰﾀｰ「戸田～店舗」６ｈ/６０ｋｍ 33,000円 １台/１回

⑩ ﾄﾗｯｸﾁｬｰﾀｰ「戸田～店舗」８ｈ/８０ｋｍ 39,600円 １台/１回

⑪ 売場設営 ※スペースにより変動 17,600円～ １回

⑫ 売場撤去 ※スペースにより変動 8,800円～ １回

⑬ 店舗からの自宅配送 ※サイズ、地域によって変わります 700円～ １回
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お客さまの声

• 自社での設営を行なっていたが、什器の搬送～

設営まで一貫して行なってもらえるので便利

• 担当者との連携がスムーズで、小規模な発送も

迅速に対応していただける

• イレギュラー案件は相談に乗ってくれて、 適切な

搬送方法を提案していただける

ストアディレクター 深澤様
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お客さまの声

ＤＯＮＧＲＡＭＹＰＲＯＪＥＣＴさま

• 複数店舗で同時にイベントを開催しましたが、

配送費がネックでした。カゴ車単位で 要望通りに

対応頂き大変助かっている

• 急な要望にも真摯に且つ、迅速に対応

して頂き助かっている

• 店舗との情報共有がしっかりできており、

スムーズに搬入/搬出が出来ました
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COMPANY ‒ 会社概要
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商号 ：株式会社 ムービング

設立 ：１９６０年１０月２５日

資本金 ：１億円

業務内容：貨物自動車運送事業、荷役梱包業、貨物運送取扱

所在地 ：埼玉県戸田市美女木東２－５－１

出店物流支援サポートについて、ご相談などございましたら、下記のサイトからお問い合わせください。

https://www.moving.co.jp/

第３版 ：改定 ２０２２年９月２０日

https://www.moving.co.jp/

