ワールドサプライの多彩なサービスラインナップ
ワールドサプライでは、納品サービスを始め、お客様の利便性を追求し開発した、
さまざまなサービスを展開しています。ぜひご検討ください。
『Ｆ検品パッケージと時間品質のワールドサプライ』

『ストックヤードのワールドサプライ』

納品サービス事業

ロジスティクス事業

Retail Support Operations

Logistics Operations

百 貨 店をはじめとする小 売 業の指
定配送業者として、取引先メーカー
から直接商品を集荷し、検品や流通
加工、運搬業務などを行う「納品代
行」を行っています。

化 粧 品・医 薬 部 外 品 製 造 業 免 許を
取得しており、ラベル加工・包装・保
管などインポート化粧品に特化した
流通加工業務が可能です。またアパ
レル商品のＱＣ業務（製品検査・縫
製作業）などを得意としています。

『食品クイックデリバリーのワールドサプライ』

『施設価値を高めるワールドサプライ』

食品流通事業

FLS事業（施設内物流）

Foodstuff Operations

Facility Logistics Support

和洋菓子、惣菜、ワイン等の定温商
品の百 貨 店 納 品サービスを提 供し
ています。また、東京魚市場卸協同
組合の組合員様向けに、都内23区
への生鮮即配を運営しています。

大型商業施設や複合施設の運営に
まつわる様々な課 題を「 館内配 送・
警 備・清 掃 」の 3つのサービスで解
決し、お 客 様 の 施 設 価 値 向 上 に貢
献します。

『海外クラウドサービスのワールドサプライ』

海外一貫物流

情報サービス

Integrated Global Logistics

Information Services

佐 川 急 便を中 心とするＳＧホ ール
ディングスグループの総合力を活か
し、中国・東南アジアの海外工場か
ら日本国内のご指定場所までの一
貫物流を実現します。

納品サービス、ロジスティクス、
ＦＬ
Ｓなどをご 利 用のお客 様それぞ れ
に適応したシステムを提供し、業務
効率向上や作業負荷軽減を可能に
しています。

ABCスタジオ

ラベル印刷（インポートコスメ等）

ABC Studio

Label Printing

3,000㎡の同一平面上に、5つのス
タジオとストックスペースを併せ持
つレンタルスタジオを運営。
「 優れた
クリエイティブは、快適な空間から
生まれる」をコンセプトに、クリエイ
ターの皆様をサポートします。

日本語表示のラベルをワールドサプ
ライが承ります。
ラベルの製造は協力会社の佐川印刷
株式会社で行います。
http://www.spcom.co.jp/

流通ソリューションパートナーとして物流をフルサポート

〒135-0063 東京都江東区有明1-2-22
Tel 03-3529-5120 / Fax 03-3529-5110
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入荷から製造業工程まで、
お客様のご要望に
対応します。

日本語表示のラベルをワールドサプライが承ります。
ラベルの製造は協力会社の佐川印刷株式会社で行います。
http://www.spcom.co.jp/
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■リアルタイムで在 庫情報、入出
荷状況の確認が可能

■値札発行や百貨 店伝票などの
出力可能

■ＳＫＵ（品番、サイズ、カラー）単
位での在庫管理
■使用期限や販売期間など、販売
支援が可能

■商品画像登録、採寸情報、商品
コメント入力が可能
■撮影、
採寸指示リスト出力
■送り状発行が可能
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