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To The World, 
To The Future.

野を拓き、道を通し、街を築き――人が暮らす。

私たち、やながわ商事は、求められる確かな品質の建設機

械の買取・販売を通じて、より強固で安心して生活ができ

る、社会基盤づくりに貢献。

日本と世界のニーズをつなぎ、人と人の熱いハートの思い

をつなぎ、より豊かな世界と、より幸福な未来のために、

チャレンジを続けます。

Clear the field, lay the roads, build the cities – and people will 

live there.

Yanagawa Shoji contributes to the creation of social 

infrastructure which is stronger, safer, and more livable through 

the purchase and sale of high quality construction machinery.

Yanagawa Shoji will continue to take on new challenges in order 

to link together the needs of Japan and the rest of the world, 

connect the hearts of people, and create a richer world and a 

happier future for all.

CChallenge!hallen
そ の 先 の 、

世 界 と 未 来 へ 、

チ ャ レ ン ジ 。
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To The World, To The World, 
To The Future.To The Future.

Challenge!ge!
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3つのマインドが、
私たちを支える基
We have the mind 

TRUST
信 頼 お客さまの期待に全力で応え

やながわ商事が取り扱うすべての建設機械には、1台1台の現況を

明示する「検品書」が付いています。これは情報公開と公正な企業

責任を果たすことで、お客さまからの信頼にしっかりと応える一つ

の答です。私たちは、つねにお客さま目線で確かな仕事をする誠実

な企業でありたいと考えています。

ACTION
行 動 成功を着実に実現していくア 

私たちは、高度な分析力と判断力を持つ明晰な知性と、ダイナミッ

クな機動力を社員全員の武器にしていきたいと考えます。今まで簡

単にできなかったことも、最初は不可能だと思えたことも、アイデ

アと努力と行動力で着実に実現。アクティブでアグレッシブな事業

活動を推進していきます。

挑 戦 ビジネスの可能性に満ちた未 

業界でいち早くネットオークションを導入するなど、私たちは、誰も

手を出さなかった手法や常識を覆す画期的な手段を駆使して、常

に既成概念を打ち破る革新的なビジネスを展開してきました。これ

からもビジネスの可能性に満ちた未来に向かって、更なる挑戦を続

けます。

CHALLENGE

33盤です。
of three.

る誠実で確かな仕事。

Each and every piece of equipment handled by Yanagawa Shoji carries 

an inspection report specifying its current condition. This document 

serves the purposes of information disclosure and fair corporate 

responsibility and is one of our methods for meeting the trust our 

customers place in us. Yanagawa Shoji strives to be an honest company 

which always does a reliable job from the perspective of our customers. 

 イデアと努力と行動力。

Yanagawa Shoji believes in arming all of our employees with strong 

analytical abilities, sound intelligence and judgment, and dynamic mobility.

With ideas, effort, and the ability to act, it is possible to make a reality 

that which has been heretofore difficult to achieve as well as that which 

was thought impossible in the first place. Yanagawa Shoji will continue to 

promote active and aggressive business activities.

 来に向かって。

As one of the first companies in the industry to introduce internet auctions , 

Yanagawa Shoji makes full use of techniques untried by others and ground-

breaking measures which defy conventional wisdom in order to develop 

innovative business which defies preconceived notions.

Yanagawa Shoji will continue to take on new challenges in order to create a 

future rich in business possibilities.



44お客さまとの信頼のための、
私たちの4つのお約束。

four Good for the trust. Good for the trust.

優良な建設機械を適正価格でご提供します。

国内の建機メーカー、ディーラー

との密接な連携はもちろん、エ

ンドユーザー様からの直接買取

を積極的に推進。確かな製品知

識を持つ自社スタッフが厳正な

査定を行い、より確かな良品質

の建設機械を調達し、適正な価

格でご提供します。

Yanagawa Shoji not only possesses close ties to domestic machinery 

manufacturers and dealers but also actively promotes direct 

purchase of equipment from end users. Through strict assessments 

conducted by our knowledgeable staff, Yanagawa Shoji procures 

better quality construction machinery and provides it at a reasonable 

price.

priceGoodGood
豊富な在庫でお探しの機種をスピード納車します。

本社・神戸ポートアイランドに

業界トップクラスのストック

ヤードを完備。常時500台近い

建設機械を実車展示し、ご希

望の機種のスピーディな即納

体制を整えています。また、全

国の中古建機市場からお探し

の機種の手配も承ります。

Yanagawa Shoji maintains an industry top grade stock yard at 

our headquarters on Kobe Port Island. On average we keep a 

stock of close to 500 pieces of construction machinery on display 

so Yanagawa Shoji can promptly provide the desired equipment. 

We are also prepared to procure the machinery you are looking 

for via used construction machinery markets throughout Japan.

serviceGoodGood

自社検査・メンテナンスで品質を保ちます。

調達された建設機械は外部

委託することなく、100％自社

内で責任を持ってメンテナン

ス。熟練した整備士が作動状

態を確認し、必要に応じて補

修や部品交換を行います。ま

た、有資格者による特定自主

検査の実施も可能です。

Yanagawa Shoji does not rely on outside agencies for the 

construction machinery we procure; we provide all maintenance 

100% in-house. Our experienced mechanics verify equipment 

operational status and provide maintenance and part replacement 

as needed. We also offer specified self-inspections conducted by 

qualified personnel.

リアルタイムで最新情報をご案内します。

最新のニーズにすぐに対応で

きるよう、世界各地のバイヤー

と頻繁に連絡を取り、現地訪

問なども含めて常に最新の需

要動向を把握しています。ま

た、インターネットなどを通じ

リアルタイムで在庫情報を発

信、販売を行っています。

Yanagawa Shoji maintains frequent contact with buyers around 

the world and keeps tabs on the latest trends in demand, 

including through on-site visits, in order to be able to respond 

quickly to the needs of customers as they arise. We also provide 

information on our inventory and conduct sales in real time over 

the internet. 

qualityGoodGood communicationGoodGood

やながわ商事_会社案内_A410P_アウトライン後.indd   9 2015/09/10   14:41:30



Future  & Glo bal  StrategyFuture  & Glo

21世紀発、未来戦略。
We will expand We will expand 

入荷から出荷まで、すべてを自社で行う
安心の一貫体制が、私たちのこだわりです。

全国各地から調達した建設機械が
大型トレーラーで入庫。直接ストッ
クヤードに運び込めるようになっ
ています。

Construction machinery procured 
from all over Japan is brought 
directly to our stock yard via large 
trailers.

入 庫 W a r e h o u s i n g01 検 査 In s p ec t i o n02
当社の熟練した整備士がエンジ
ン、ミッション、ポンプなどの作動
状態を点検。1台ごとの検品書を
作成しています。

Yanagawa Shoji’s experienced 
me chanic s  in sp e c t  engine s , 
transmissions, pumps, and more to 
verify the operational status of the 
machinery we procure. An inspection 
report is created for each piece of 
equipment.
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Future  & Glo bal  Strategybal  Strategy

 神戸発、世界戦略。
We will expand 

From equipment reception to dispatch, our completely integrated From equipment reception to dispatch, our completely integrated 
in-house system is one of the strengths of Yanagawa Shoji.in-house system is one of the strengths of Yanagawa Shoji.

入庫した建設機械はウォーター
ブラスター（高圧水洗浄）及び
サンドブラスターで、隅々まで
洗浄を行います。

We wash ever y nook and 
cranny in our inventory using 
waterblasters (high pressure 
washers) and sandblasters.

洗 車 M ac h in e  W a s h03
点検した建設機械の状況に応じ
て、安心してお使いいただけるよ
う、必要な場合は当社で修理や
塗装も行います。

Yanagawa Shoji repairs and repaints 
our inventory as necessary based on 
condition at the time of inspection so 
our customers can use them safely.

メンテナンス M a in t e n a nc e04

fromfrom KOBEKOBE
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Future  & Glo bal  Strategyy
通常販売
豊富な在庫で
ご希望の機種を
スピーディーに
ご提供します。

新品パーツ販売
各種パーツを独自に調達し、お求めやすく
ご提供しています。

リース・割賦
リース会社各社との連携により、

リース及び割賦をご利用いただけます。

建設機械買取
迅速で正確な査定と高価買取でご好評を
いただいています。

除雪用レンタル
冬季、除雪用の建設機械
レンタルに対応しています。

特定自主検査
建機整備に精通した有資格
技術者による自社内検査を
行っています。

pa
rts

 fo
r sa

les Purchase

in
sp

ectionRe
nt

al

Lease

Yanagawa Shoji is esteemed for 
our quick, accurate assessments 
and high purchase prices.

Construction machinery
purchasingYanagawa Shoji procures new 

parts via proprietary channels 
and provides them at low 
prices to customers.

New parts sales

Yanagawa Shoji conducts in-house 
inspections of the construction 
machinery in our stock using 
expert qualified personnel.

Specified self-inspections

Leasing and installment payment plans are 
available through our partnership with 

leasing companies

Leasing and
installment payments

Yanagawa Shoji offers rental 
of snow removal equipment in 
winter.

Snow removal
equipment rental

建設機械の買取・販売・オークションを中心に、
多角的な事業展開を推進しています。

From equipment reception to dispatch, our completely integrated 
in-house system is one of the strengths of Yanagawa Shoji.

Yanagawa Shoji is engaged in diversified business development focusing Yanagawa Shoji is engaged in diversified business development focusing 
on the purchase, sale, and auctioning of construction machinery.on the purchase, sale, and auctioning of construction machinery.

神戸本社と横浜営業所の2軸体制で日本全国を隈なくカバー。イン

ターネットや独自の情報ネットワークを駆使し、つねに最新の市場・

需要動向をきめ細かくキャッチ。中古建設機械の買取と通常販売及

び定期的なオークション販売を開催しています。

また、熟練の専門技術を活かした特定自主検査や、独自ルート調達

の新品パーツ販売、さらにリースなどの関連事業も多角的に展開し、

お客さまへのサービス体制の充実を図っています。 

Yanagawa Shoji covers the entirety of Japan with a two axis system: our 

head office in Kobe and a business office in Yokohama. Making full use of 

the internet and our own information network, Yanagawa Shoji maintains a 

detailed awareness of the latest trends in demand and the market. We engage 

in the purchase, general sale, and periodic auctioning of used construction 

machinery.

Harnessing our specialized expertise, Yanagawa Shoji is also involved in 

diversified business expansion in related enterprises such as specified self-

inspections, sale of new parts procured through proprietary channels, and 

leasing in order to provide a full service system to our customers.

買い手の決まった機種は国内
及び世界各国へ向けて出荷。
大型機械の場合は分解してコ
ンテナ輸送にも対応します。

Yanagawa Shoji ships equipment to 
buyers domestically and in countries 
around the world. For large machinery, 
we also offer disassembly and container 
shipping.

出 荷 S h ipp ing05

ウェブオークション（月1～2回）、
テンダーオークション（年1～2回・本社）、
パレードオークション（年1～2回・本社）を

定期的に開催。

オークション

ウェブオークション

パレードオークション

テンダーオークション

パレードオークション

ウェブオークション
テンダーオークション
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Yanagawa Shoji adds global value 
to construction machinery, 
expands into new areas of activity, 

And contributes to the 
creation of an af�uent 
society.
Construction machinery marked with the 

phrase “Made in Japan” is esteemed not only 

in Japan but around the world for its high 

quality, reliability, and durability.

The role of Yanagawa Shoji is to give new value 

to construction machinery which has been used 

effectively in various construction sites.

Moreover, we link together the needs and 

desires of buyers and sellers so that this 

machinery may be of use once more. So that 

we may always have the right construction 

machinery for the right people, Yanagawa Shoji 

maintains a vast domestic and international 

network and our own maintenance system to 

enhance quality and reliability.

Our motto is to deliver the trust of the 

Yanagawa brand, which means reasonable 

prices and smooth, timely, and reliable service 

for our customers.

建設機械にグローバルな

価値を付加し、

新たな活躍の場を広げ、

豊かな社会づくりに貢献します。

「メイド・イン・ジャパン」の建設機械は、その高

品質・信頼性・耐久性で、国内のみならず世界

中で高い評価を得ています。私たちの役目は、

さまざまな建設現場で活躍してきた中古建機

に、新たな価値を生み出すこと。そして、もう

一度活躍の場が与えられるよう、売主様と買

主様、それぞれのニーズと思いをつなぐことで

す。求められる人に求められる建設機械を常に

ご用意できるよう、私たちは国内・国外の幅広

いネットワークと、品質信頼性を高める自社メ

ンテナンス体制を整えています。

リーズナブルな価格で、スムーズに、タイムリー

に、安心してお使いいただける「やながわブラ

ンド」の信頼をご提供することが、私たちの

モットーです。



■会社概要
社　名 やながわ商事株式会社
代表取締役社長　梁河　奉煕
業　種 各種建設機械販売、修理、輸出入業
本　社 〒650-0045 神戸市中央区港島4-5-1
 TEL（078）304-7701（代） FAX（078）304-7703
横浜営業所　〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-9
　　　　　　新横浜ICビル2階 201号室
　　　　　　TEL : 045-620-5660　FAX : 045-620-5661
資本金 4,000万円
従業員 36人

■業務内容
各種建設機械を国内、東南アジア諸国、中近東、オセアニア諸国、アフリカ、北米、南米、
ヨーロッパ諸国等、世界各国に輸出・販売することを目的とした一連の業務

■取扱商品
1.油圧ショベル…CAT、コマツ、コベルコ、日立、加藤、住友
2.ブルドーザ…CAT、コマツ
3.ホイールローダ&ドーザショベル…CAT、コマツ、川崎、古河
4.ミニ油圧ショベル…CAT、コマツ、コベルコ、日立、北越
5.その他…アスファルトフィニッシャー、マカダムローラー、モーターグレーダー、
　　　　 クレーン、フォークリフト ほか

■Company outline
Company name: YANAGAWA SHOJI CO.,LTD. 
President: Tomohiro Yanagawa
Business field: Sales, Export and Import of Used Construction Machinery 
Headquarters: 4-5-1 Minatojima, Chuo-ku, Kobe 650-0045, Japan
TEL(+81)78-304-7701 / FAX(+81)78-304-7703 
Yokohama office: 3-18-9-201 Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033, Japan
TEL(+81)45-620-5660 / FAX(+81)45-620-5661 
Capital: JPY 40,000,000-    Employees: 36

■Business outline
Interrelated business affairs concerning the export and sale of construction 
machinery domestically in Japan, Southeast Asia, the Near and Middle East, 
Oceania, Africa, North America, South America, and Europe

■Equipment List
1. EXCAVATOR.............................KOMATSU, CATERPILLAR, KOBELCO, HITACHI, KATO, SUMITOMO
2. BULL DOZER ............................CATERPILLAR, KOMATSU
3. WHEEL LOADER & DOZER SHOVEL ..CATERPILLAR, KOMATSU, KAWASAKI, FURUKAWA
4. MINI EXCAVATOR .....................CATERPILLAR, KOMATSU, KOBELCO, HITACHI, AIR MAN
5. OTHER .......................................ASPHALT FINISHER, MACADAM ROLLER, MOTOR GRADER, CRANE, 
 FORK LIFT etc...

1990年 2月
1992年 7月
1995年 2月

1997年 4月
1999年 4月
1999年 7月

2002年 3月
2002年 9月
2003年 2月
2003年12月

2004年 3月
2004年 4月
2004年 7月
2005年 1月
2005年 1月
2008年 6月
2009年 2月
2009年 8月
2011年 3月
2012年 2月
2013年 3月
2013年12月
2014年  1月
2015年  6月

 「やながわ商事」設立
 「やながわ商事株式会社」として法人設立
阪神大震災被災のため、大阪市港区海岸通2-6-15（株）住友倉庫大阪支店内
に新事務所（大阪支店）を設立
社宅として神戸市東灘区魚崎にマンション完成
大阪市此花区梅町に大阪支店を移転＜ヤードとして1000坪＞
関西の貿易会社10社のメンバーとして「カンサイオークション」を開催
以後不定期で開催
大阪支店拡大＜2000坪＞
資本金4000万円に増資
第1回社債発行
大阪支店をヤード拡大の為、神戸ポートアイランドに移転、
 「KOBEサービスセンター」として稼働＜4500坪＞
YANASHOテンダーオークション開催。以後定期的に開催中 <2015年現在36回目>
YANASHOウェブーオークション開催。以後定期的に開催中 <2015年現在150回目>
YANASHOパレードオークション開催。以後定期的に開催中 <2015年現在12回目>
スマトラ沖地震のチャリティーウェブオークション開催
ヤード拡張＜5600坪＞
中国大震災、ミャンマー・サイクロンのチャリティーウェブオークションを開催
神戸の貿易会社4社と「神戸オークション」を協同開催、以後不定期で開催
兵庫県台風、台湾中南部台風のチャリティーオークションを開催
東日本大震災チャリティーウェブオークションを開催
横浜営業所を設立
賃貸契約中の本社ヤード（神戸）の土地の一部を取得
本社建屋に太陽光パネル（110kW）を設置
フィリピン台風災害チャリティーウェブオークションを開催
ネパール地震復興支援チャリティーオークションを開催

■沿革
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■売上高

バングラディッシュ
香港
インド
インドネシア
韓国
マレーシア
ミャンマー
パキスタン
フィリピン
シンガポール
スリランカ
台湾
タイ
ベトナム
ネパール
オーストラリア
カナダ
フィジー
ドイツ
ギリシャ
ニュージーランド
アイルランド
イタリア
クウェート
メキシコ

Bangladesh
Hong Kong
India
Indonesia
South Korea
Malaysia
Myanmar
Pakistan
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam
Nepal
Australia
Canada
Fiji
Germany
Greece
New Zealand
Ireland
Italy
Kuwait
Mexico

ノルウェー
カタール
ドミニカ
ロシア
サウジアラビア
UAE
イギリス
アメリカ
バーレーン
バルバドス
ジャマイカ
オマーン
ヨルダン
トリニダード・トバゴ
オーストリア
コロンビア
エジプト
チリ
スリナム
アルゼンチン
ケニア
エクアドル
ウガンダ
など

Norway
Qatar
Dominica
Russia
Saudi Arabia
UAE
United Kingdom
America
Bahrain
Barbados
Jamaica
Oman
Jordan
Trinidad and Tobago
Austria
Columbia
Egypt
Chile
Suriname
Argentina
Kenya
Ecuador
Uganda
etc

■主要取引国

to theto the WORLD.

全世界50ヵ国以上にわたる、
積極的なグローバル展開を
推進。

We sell and provide used construction equipment domestically in Japan, 

Southeast Asia, the Near and Middle East, Oceania, Africa, North America, 

South America, and Europe.

中古建機の販売・調達先は、国内はもちろん、東南アジア諸国、中近東、

オセアニア諸国、アフリカ、北米、南米、ヨーロッパ諸国等、世界各国に及

んでいます。

Yanagawa Shoji  is  engaged in proac tive Yanagawa Shoji  is  engaged in proac tive 
business development spanning over  50 business development spanning over  50 
countries around the world.countries around the world.
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KOBEKOBEKOBEKOBEEE

YOKOHAMA

3-18-9-201 Shinyokohama, Kohoku-ku,
Yokohama 222-0033, Japan

4-5-1 Minatojima, Chuo-ku,
Kobe 650-0045, Japan

Yokohama office

Headquarters

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-9
新横浜ICビル2階 201号室
TEL:045-620-5660
FAX:045-620-5661

横浜営業所

〒650-0045
神戸市中央区港島4丁目5-1
TEL:（078）304-7701（代）
FAX:（078）304-7703

本 社

JR 新神戸駅
JR Shinkobe Station    市営地下鉄 Subway

阪急神戸線
Hankyu Kobe Line

JR 三宮駅
JR Sannomiya Station

貿易センター駅
Boueki Center Station

ポートターミナル駅
Port Terminal Station

中公園駅
Nakakouen Station

みなとじま駅
Minatojima Station

市民広場駅
Shiminhiroba Station

北埠頭駅
Kitahutou Station

阪神 Hanshin

中埠頭駅
Nakahutou Station

南公園駅
Minamikouen Station医療センター駅

Iryo center Station

京コンピュータ前駅
K computer Station

ポートライナー
Port liner

京橋 I.C.
生田川 I.C.
Ikutagawa Interchange

阪神高速
Hanshin Highway

ハーバーハイウェイ
Harbor Highway

2号線
Route 2

コマツクイック関西
Komatsu Kuec Kansai 

トーザイ貿易
 Tozai bid

ニッケン
Nikken

神姫バス神戸
Shinkibus Kobe

神戸港港島トンネル
Kobe minatojima tunnel

神戸（本社）及び
横浜の東西2拠点体制で

全国をカバー。
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