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この印刷物のFSC®ラベルは、世界の
森林資源の責任ある利用を保証します。

環境対応型インキの植物油インキで
印刷しています。

〒136-0075 東京都江東区新砂1-8-10　SGHビル新砂4F

● お問い合わせは

https://sg-advance.co.jp/

詳しい情報はこちらから

事業所一覧

■営業部

保険販売課

【本社】
〒136-0075 東京都江東区新砂1-8-10　SGHビル新砂4F
TEL:（03）5635-9851　FAX:（03）3699-3490

【本社（大阪）】
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-21　今橋藤浪ビル3F
TEL:（06）6233-8866　FAX:（06）6233-8867

【札幌営業所】
〒003-0027 北海道札幌市白石区本通18-北4-1
佐川急便（株） 北海道支店3F
TEL:（011）806-0222　FAX:（011）806-0223

【仙台営業所】
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町7-5-3
佐川急便（株） 南東北支店6F
TEL:（022）388-6371　FAX:（022）388-6372

【さいたま営業所】
〒349-0204 埼玉県白岡市篠津914-3　佐川急便（株） 久喜営業所3F
TEL:（0480）91-0877　FAX:（0480）90-7130

【東京営業所】
〒136-0075 東京都江東区新砂1-8-10　SGHビル新砂4F
TEL:（03）3699-3488　FAX:（03）3699-3490

【名古屋営業所】
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-6-14　HATビル3F
TEL:（052）350-7666　FAX:（052）332-2580

【金沢営業所】
〒920-0203 石川県金沢市木越町卜80
佐川急便（株） 北陸支店6F
TEL:（076）290-7555　FAX:（076）290-7556

【大阪営業所】
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-21　今橋藤浪ビル3F
TEL:（06）4706-2310　FAX:（06）4706-2311

【広島営業所】
〒734-0013 広島県広島市南区出島1-19-20
佐川急便（株） 中国支店4F
TEL:（082）252-3791　FAX:（082）254-8114

【福岡営業所】
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-35　トウセン天神ビル6F
TEL:（092）718-9532　FAX:（092）718-9533

【保険コールセンター】
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-21　今橋藤浪ビル3F
TEL:（06）6233-8877　FAX:（06）6233-8878

【本社】
〒136-0075 東京都江東区新砂1-8-10　SGHビル新砂4F
TEL:（03）5633-8251　FAX:（03）3699-3589

燃料販売課

【本社】
〒136-0075 東京都江東区新砂1-8-10　SGHビル新砂4F
TEL:（03）3699-3590　FAX:（03）3699-3260

企画販売課

【京都営業所】
〒601-8104 京都府京都市南区上鳥羽角田町68　SGH本社内4F
TEL:（075）693-6168　FAX:（075）682-6420

【京都営業所】
〒601-8104 京都府京都市南区上鳥羽角田町68　SGH本社内4F
TEL:（075）693-6168　FAX:（075）682-6420

SERVICE
GUIDE

Event and Travel Support

Planning and Sales

Vending Services

Fuel Sales

Insurance Sales

SAGAWA Advance



2023年1月1日現在

【保険販売事業所管】
　　〈損害保険〉
　　保険代理店業 関東財務局 登録 20425019638号
　　〈生命保険〉
　　保険代理店業 近畿財務局 登録 10FCBAA0003037号

事業免許主な事業内容

会社概要

所在地 東京都江東区新砂一丁目8番10号　SGHビル新砂4F

会社名 佐川アドバンス株式会社

　　1.石油製品の卸売販売
燃料販売事業

　　1. SGホールディングスグループ購買の企画・運営の受託及び管理業務
その他事業

【旅行イベント事業所管】
　　観光庁長官登録旅行業 第1552号

【企画販売事業所管】
　　酒類販売業　東酒第198号

【施設運営事業所管】
　　〈守山パーク（レークさがわ）〉
　　旅館業　滋賀県指令　草保第370号
　　飲食店営業 　滋賀県指令　草保第1-212034-01号
　　〈瀬戸内パーク〉
　　旅館業　香川県指令　東保第24-8号
　　飲食店営業　香川県指令　東保第1030150005号
　　〈ミュージアムカフェ〉
　　飲食店営業　滋賀県指令　草保第1-205550-01号
　　酒類販売業　草津法第207号

企画販売事業
　　1. SGホールディングスグループ向けの商品、サービスの企画及び販売
　　2. 一般向けの商品、サービスの企画及び販売
　　3. 自動販売機による販売及び管理業務
　　4. Sg mart（SGホールディングスグループ社内売店）の運営及び管理業務
　　5. 旅行業法に基づく旅行業
　　6. イベント事業

施設運営事業
　　1. 保養所、宿泊施設、スポーツ施設及び教育研修施設の運営
　　2. 佐川美術館内のショップ及びカフェの運営
　　3. SGH Kids Garden（事業所内保育園）運営の受託及び管理業務

保険販売事業
　　1. 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
　　2. 生命保険の募集に関する業務
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資本金 2,700万円

株 主 SGホールディングス株式会社 取引先金融機関 三菱UFJ銀行 ほか

従業員数 158名(2023年1月1日時点)  ※臨時社員除く

会社設立 1975年7月

Our Concept

最高のサービスで価値を創る
当社は、SGホールディングスグループの一員として常に社会に貢献し、

より多くのお客さまのご要望にお応えできる〈総合サービス企業〉を目指してまいりました。

昭和50年7月の創業以来、多くの事業を手掛け、選択と集中を繰り返しながら、

現在は、保険販売、燃料販売、保養所・保育園などの施設運営、旅行・イベント・グッズ制作・

自動販売機・売店・通信販売などの企画販売の他、多岐にわたる事業を展開しております。

デリバリー事業：佐川急便、佐川ヒューモニー、SGムービング、ワールドサプライ　ロジスティクス事業：佐川グローバル
ロジスティクス、SGHグローバル・ジャパン、EXPOLANKA HOLDINGS　不動産事業：SGリアルティ、SGアセットマックス
その他の事業：佐川アドバンス、SGモータース、SGシステム、SGフィルダー、ヌーヴェルゴルフ倶楽部、佐川林業

グループの一員として培ったノウハウを生かす
当社は、SGホールディングスグループの一員として、グループ内におけるさまざまな事業を展開してまいりました。
そこで培ったノウハウを生かし、より多くのお客さまのご要望にお応えすべく、さらなる飛躍を目指してまいります。

ADVANCEには
「前進・進歩」という思いが

込められています。

ADVANCEに込められた
気風・心意気

1

常にお客さまの期待を
超えることを目指し、事業に

取り組んでいます。

期待を超える
商品・サービスの提供を

2

このコーポレートスローガンに
私たちの思いが
表れています。

すべての判断軸を
お客さまに置く

3

当社は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取り組みを戦略的に実践
している企業として、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する、「健康経営優良法人」の認定を受けてお
ります。また、厚生労働省より女性活躍推進法に基づく要件を満たしたとして「えるぼし認定」最高位の3つ
星を、次世代育成支援対策推進法に基づく要件を満たしたとして「くるみん認定」を取得しております。



SAGAWA ADVANCE SERVICE LINEUP
佐川アドバンスが提供する5つの事業分野
当社は、SGホールディングスグループの中で培ってきた経験を基に、

業務負担軽減や福利厚生に関わる分野でお客さまをサポートします。

イベント・旅行サポート
魅力あるイベント企画をご提案し、
ご担当者様の負荷も軽減します

P.04

01

企画販売
SGホールディングスグループならでは
の幅広いネットワークを生かした各種
商品をご提案します P.06

02

ベンディングサービス
自動販売機・売店などの運営
および最適化をご提案します

P.08

03

燃料販売
お客さまの燃料需要にお応えする
各種サービスをご提供します

P.10

04

保険販売
企業様向けの各種保険を
取り扱っています

P.12

05

GAS STATION

02 03



イベント・旅行サポート
イベント企画のご担当者様は手配ごとが多く、何から手
をつけてよいか分からないことも多々あるかと思います。
当社はこれまでに培ったノウハウを生かし、専門講師

や司会者、記念品やコンペ賞品、会場を彩る式典装
花、招待状や案内状など、イベントに関わる手配をすべ
てご提案することが可能です。

PR／販売促進イベント

特産品の宣伝・販売、マーケティング、地域の知名度向上・PRなど主催者様の目的に合わせてマルシェ開催やマッチ
ングイベントをご提案しております。開催目的やターゲット層に応じた会場選定、テント、ステージといった設営から
看板やのぼりなどの装飾備品、各ブースにて必要な細かい備品まですべてお任せください。

面倒なやり取りをまるごとサポート

演出・
プランニング 運 営 お料理手配・

ケータリング 会場手配 印刷物・
VTR撮影

宿泊・
交通手配

式典／懇親会 社員旅行／研修／視察

入社式や会議などの会場手配はもちろんのこと、備品や
景品、司会者やアトラクションなど、あらゆる手配が可能
です。幹事様の業務負荷を軽減し全面的にサポートします。

観光や宴会だけでなく、チームビルディングやスキル
アップ、視察など多岐にわたるお客さまのニーズに沿って、
完全オーダーメイドで国内外のプランを作成します。

スポーツイベント

SGホールディングスグループをはじめ多数の企業様の運動会やスポーツイベントを運営してきたノウハウを生かし、
従業員様とそのご家族を含めたファミリー運動会や野球、サッカーなどの大会の企画・運営・演出などワンストップで
ご提供します。

イベントの企画・運営に関わる
すべてをプロデュース
お客さまの目的やご希望に応じたイベント企画や演出をまるごとご提案します。

こちらの
二次元コードから、
自治体様向けの
サービスを

ご覧いただけます。
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企画販売

防災備蓄品はお任せください

企画販売では、お客さまにとって価値のある商品をご提
供するため、オリジナルグッズの開発・販売のトータルサ
ポートなどを行っています。これまでに培ったサービス

ノウハウを生かし、効果的な販促商品のご提案、幅広い
ネットワークを生かしたきめ細やかなご提案で、お客さ
まをサポートします。

グループの総合力で防災備蓄品の調達・保管・全国配送が可能です。
またお客さまが保管する賞味期限が近い商品の二次流通もお任せください。
災害備蓄食品からハード品（トイレやヘルメット）まで、どんな商品でもお問い合わせください。

運用スキーム例

一括調達
デリバリー

倉庫保管
検 品
発送加工

当社が窓口となり取りまとめることで、さまざまな手配の煩わしさを解消

各サプライヤーから
必要数量を調達

サプライヤーA
サプライヤーB
サプライヤー C
サプライヤーD

お客さま

お客さま

toB toE

季節商品

猛暑の現場をサポートする熱中症対策商品や、お歳暮・お中元・景品などにご活用いただける内容充実のカタログ
ギフト、年末年始に飾る門松など幅広く取り扱っています。

オリジナル商品

お客さまにとって価値のある商品を
ご提供します 多種多様な商品を調達することで、お客さまの悩みを解決します。

ご注文の流れ

多数の取り扱い商品の中から、お客さまのニーズに合わせて最適なノベルティ
グッズやプロモーションメソッドをご提案します。掲載商品以外にも多数の
ノベルティ商品を取り扱っています。ご要望に合わせてご提案させていただきます
ので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ノベルティ・記念品

企業のロゴやキャラクターの入った、心に残るオリジナルお菓子を取り扱って
います。ごあいさつやイベント来場者向けの手土産などさまざまなシーンで
ご利用ください。

オリジナルお菓子

防災備蓄品、季節商品、オリジナル商品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。

1 2 3 4 5 6 7

フォームより
お問い合わせ

お客さま

営業担当より
ご連絡

当 社

お見積り
作成・提出

当 社

ご注文

お客さま

ご請求書発行

当 社

ご入金

お客さま

納 品

納 品

まずはフォーム
よりお問い合わ
せください。

お問い合わせい
ただいた内容の
確認、ご要望の
詳細をヒアリン
グさせていただ
きます。

ご希望商品のお
見積りを作成し
ご連絡させてい
ただきます。

ご発注後、請求
書を発行させて
いただきます。
※PDF形式となり
ます

請求書に記載の
指定口座まで
お振り込みくだ
さい。

商 品 を 発 送・
納品します。

1～2営業日目安 ３～５営業日目安 2～3営業日目安

¥
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設置企業様

メーカー・
ベンダー 設置企業様

事務局 導入例ベンディングサービス

サービス・ソリューションの特長

自動販売機導入・運営管理からサポートまでを一元管理

物流・仕入・配送までをワンストップで提供。設置企業様の運用負荷が
少なく、従業員の満足度向上や働き方改革を実現することが可能です。

設置企業様の負担ゼロ 現金不要キャッシュレス決済

SGホールディングスグループ関連施設（全国約550拠点）に設置されている約
3,500台の自動販売機の運営管理およびサポートを行っています。 

佐川アドバンスが複数のメーカーの自動販売機を一元管理することで、お客さまの業務
負担軽減に貢献ができます。（例：支払い窓口の一本化、商品要望、ゴミ回収などの依頼）

全国約550拠点に約3,500台の自動販売機を設置 自動販売機一元管理

電気代削減 有効スペースの確保

電気使用量削減の観点より、
省エネタイプの自動販売機をご提案します。

過剰設置の精査や旧型機入替のサポートを
行います。

災害時に一時的な飲料を提供するインフラとしての
役割を担うライフライン機のご提案を行います。

災害救援自動販売機

自動販売機の設置と
売店運営をサポート
自動販売機導入の最適化、導線に配慮した適性配置、
売店などの運営に関するご提案を行います。

適正配置

全体のレイアウトを考慮し、利用し
やすい配置をご提案

最適化

利用者数に適した設置台数を割り
出し、ニーズに合わせた商品をご提案

BCP

緊急時飲料提供自動販売機などの
ご提案で、災害対策をサポート

自動販売機の導入はお任せください

無人売店の導入サポート

取り扱い品目 取り扱いメーカー
● 飲料（缶・ペットボトル・カップ・ブリック）
● 食品（パン・おにぎり・お菓子・アイス）
● 物販（軍手・グッズなど）

● コカ・コーラ
● サントリー
● アサヒ

● キリン
● 大塚製薬
● 伊藤園

● ダイドー
● ポッカサッポロ
● ヤクルト

キャッシュレス決済 販売・在庫管理

商品利用 商品補充

1

2

ベンディングサービスでは、自動販売機の設置・売店
などの運営管理を行っています。これまでに培った
さまざまなサービスノウハウを活かし、利便性の向上

や職場の福利厚生にも寄与できるよう、自動販売機導入
のアドバイスや、自動販売機・売店などの運営管理および
最適化をご提案します。

取り扱い機種
● 食品● カップ● カン・ペットボトル ● 物販 ● アイス ● 無人売店 ● 二次元コード決済対応

※イメージ

複数社の自動販売機を
一元管理

購入者

個人決済

A社

B社

C社

D社

E社
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燃料販売

燃料調達をサポートする各種サービスをご提供

石油元売および特約店各社と燃料調達交渉を行い、当社グループ事業会社およびグループ協力会社、
そのほか一般企業へも販売領域を拡大しています。

燃料の「安定供給」
「最適化」をご提案
燃料価格の最適化のご提案と、安定的な燃料供給でお客さまをサポートします。

SS燃料カード

当社から提供可能なカード単価を過去
1年分提示させていただきます。比較
検討ください。

自家給油所へ配送

週決め価格で各元売り系列玉を全国
どこでも配送可能。

BCP対策

大規模災害発生時も安定的に燃料供
給を継続することができます。

当社の燃料販売のメリット

独自の燃料供給サービス【アドバンスカード】の発行

【佐川急便協力企業に限る】佐川急便全国54カ所の営業所内自家給油施設を
1枚のアドバンスカードでご利用いただけます。
カードの発行手数料無料。

各ブランドのエンジンオイルや潤滑油も取り扱っております。環境に配慮したエンジンオイルなど、要望に応じてお
見積りいたします。
アドブルーは、バックインボックスによる小口配送、ローリー配送、1KLタンクの貸出も可能です。
お困りごとがあれば、ぜひお問い合わせください。

石油関連製品（潤滑油・アドブルー）の提供

● 大手石油元売会社および石油特約店約70社からの仕入れにより最適価格にて燃料を提案
● お客さまが保有する自家給油施設への燃料の卸販売
● ガソリンスタンドでご利用いただける法人カードの発行
● 自家給油施設のご提案
● 大規模災害発生時の安定的な燃料供給を継続するBCP対策のご提案

POINT

燃料販売事業では、お客さまが保有する自家給油施設
への燃料供給、各ブランドが運営するガソリンスタンド
カードの提供、大規模災害発生時のBCP対策としての

燃料供給などを行っています。お客さまの燃料需要に
お応えする各種サービスを通じて、燃料の「安定供給」
と「最適化」を実現します。

佐川急便 グループ協力会社 一般企業

● 安定的な燃料供給
● 燃料価格の最適化

燃料の一括調達

※沖縄・しょ島除く
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最適で確実な安心を、
お客さまにお届け
身近な保険選びのパートナーとして
「安心」をカタチにしてお届けします。

保険販売

企業を守る各種保険メニューのご提案

取り扱い保険会社

損害保険会社（5社） 生命保険会社（11社）

企業のリスクマネジメントを多角的にサポート

複数社の保険契約を一本化しコスト削減

複数社で別々に加入している保険を見直し、
一つにまとめることで、更新などの面倒な
手続きが簡単に。また、重複する契約を整理し
適正な保険プランをご提案します。

お客さまのニーズに合った最良・最適な
保険プランのご提案

保険は事業の変化に応じて定期的な見直しが
必要です。取引保険会社十数社が持つ、多数
のサービスメニューの中から、お客さまの
「今」の状況に合った最良・最適なプランをご
提案します。

● 三井住友海上火災保険（株）
● 損害保険ジャパン（株）
● 東京海上日動火災保険（株）
● あいおいニッセイ同和損害保険（株）
● AIG損害保険（株）

● メットライフ生命保険（株）
● 三井住友海上あいおい生命保険（株）
● アフラック生命保険（株）
● ジブラルタ生命保険（株）
● SOMPOひまわり生命保険（株）
● ネオファースト生命保険（株）
● オリックス生命保険（株）

● FWD生命保険（株）
● エヌエヌ生命保険（株）
● 東京海上日動あんしん生命保険（株）
● チューリッヒ生命保険（株）

自動車保険 生命保険 自動車保険 生命保険
● 主契約 ● 主契約 ● 主契約 ● 主契約

● 補償a ● 補償b ● 補償a ● 補償b

● 補償b ● 補償c ● 補償b ● 補償c

● 補償c ● 補償d ● 補償c ● 補償d

余分な契約カットで経費削減

お客さま 佐川アドバンス

自動車保険
A社

生命保険
B社

火災保険
C社

自動車保険
A社

生命保険
B社

火災保険
C社

お手続きが
カンタン

お客さまの事故対応・
変更手続きなどの
業務削減

お客さまのニーズに合わせて
ご提案

各種団体制度のご提案や、退職金制度の構築支援など
を通じて、会社の福利厚生の見直しについてご提案
します。

団体制度の見直し

● 就業規則の改訂支援
● 福利厚生制度の見直し支援

● 賃金体系の見直し支援
● 退職金制度の構築支援

サポートメニュー

人事労務コンサルティングサービス

佐川アドバンスに
すべてお任せ！

保険の
スリム化

Before After

多様化するリスクに適切に対応していくためには
企業に合ったリスクマネジメントが必要

企業を取り巻くリスク

企業を取り巻くリスクに適切に対応していくためには、
その企業に合ったリスクマネジメントが必要です。佐川
アドバンスは保険選びのパートナー・リスクマネジメント
の専門家として、皆さまに寄り添った最適なソリューション
をご提供します。

保険販売事業では、SGホールディングスグループの損害
保険・生命保険代理店として、自動車保険、賠償責任保
険、運送保険、生命保険など、 企業様向けの各種保険

を取り扱っています。 複数の取引保険会社のサービス
メニューの中から、お客さまのニーズに合ったサービス
をご提案します。

事業継承
P L

交通事故

賠償責任 地 震

労働災害 火 災

個人情報
相 続

盗 難
雇用問題 風水災

ネットワーク
セキュリティ 雪 害

交通安全セミナーを実施することで、事故に対する従業
員の意識を変化させ、事故率の減少、保険料のコスト
削減につなげます。

自動車リスクマネジメントサービス

● 現状分析サポート
● 交通安全サポート
● 交通事故削減コンサルティング

サポートメニュー

保険のお見積りや
お問い合わせはこちらから

佐川アドバンス
保険相談窓口
お問い合わせフォーム
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