
Famous Pacific Shipping Co., Ltd.

フェイマスパシフィックシッピング株式会社
Your Vision is Our Mission

https://www.fpsjapan.co.jp

Company Profile  

■沿革 / HISTORY 

1997年3月 三統株式会社（現：福山通運グローバル株式会社）のNVOCC事業部として、
フェイマス社（シンガポール）、パシフィック社（香港）、信永海運（日本）との４社
合弁で「フェイマスパシフィック信永株式会社」を設立。主に関西積みを中心と
した海上輸出混載事業を開始。

２０11年3月 信永海運株式会社との合弁解消に伴い「フェイマスパシフィックシッピング
株式会社」に社名を変更。

2011年4月 東京都中央区神田須田町に東京支店を開設。

2011年9月 三統株式会社が福山通運株式会社と業務提携。

2012年1月 三統株式会社とともに福山通運株式会社の連結子会社となる。

2012年3月 三統株式会社が「福山グローバルソリューションズ株式会社」に社名を変更。

2013年6月 フェイマスパシフィックシッピング株式会社 東京支店を閉鎖。

2013年8月 本社を大阪市中央区淡路町より、現住所に移転。

2020年11月 東京都港区西新橋に東京営業所を設置。関東発混載サービスを開始。

■会社概要 / COMPANY PROFILE

名称 フェイマスパシフィックシッピング株式会社

英社名 Famous Pacific Shipping Co., Ltd.

設立 1997年4月

資本金 10,000,000円

代表者 桑本 聡

社員数 17名 （※2021年4月現在）

関連会社 福山通運株式会社
福山通運グローバル株式会社

事業内容 国際複合一貫輸送 海上輸出及び輸入混載サービス
輸出及び輸入通関 輸出梱包 国内配送 等

大阪本社 〒541-0054
大阪府大阪市南本町2-6-12 サンマリオンNBFタワ－10階
代表 TEL : 06-6210-3875 / FAX : 06-6210-3885
営業課 TEL : 06-6210-3875  / FAX : 06-6210-3855
業務課 TEL : 06-6210-3874  / FAX : 06-6210-3885 

東京営業所 〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目4-3 プロス西新橋ビル6階
営業課 TEL : 03-5776-2753 

大阪本社

https://www.fpsjapan.co.jp/



Your Vision is Our Mission

Famous Pacific Shipping Co., Ltd.

世界各国のフォワ－ダ－・コンソリデ－タ－をネットワ-ク化した
一大ユニオン、それがFPSグル-プです。FPSグル－プにおいて
海外のパ－トナ－は単なる代理店（AGENT)ではありません。グ
ル－プに加盟した各国の主要ポートをカバーした代理店は、互い
に資本関係を持ちグル-プ内のレギュレ－ションにより日々オペレ
－ションの標準化による安全性・確実性を追求しております。
また、キャリアとグローバルに運賃契約を結ぶことでコスト低減を
実現しサ－ビスの均一化と利便性の向上を図っております。

Ｑ ＦＰＳグループとは？？

Famous Pacific Shipping Group

Who We Are

If you want to be part of a quality global freight consolidator 

group where everyone shares your high standards and 

determination to succeed, where everyone works together 

towards common goals, and where every cent collected in 

membership fees is used to improve the system and create 

more benefit for members-- the clear choice is FPS. The 

FPS Group is a direct result of the enthusiasm, drive, 

determination and foresight of three proudly-independent 

consolidators: Famous Freight Forwarding (Singapore), 

Pacific Bridge Services (Hong Kong) and Leo Transport 

(Bangkok). Their dream was to establish a global network 

comprising FPS companies, supported by strategic 

alliances with first class companies working under a unified 

identity for the benefit of all. Nineteen (19) years later, the 

FPS Group is a not-for-profit organization with 149 offices 

in 40 countries throughout the World. FPS aims to expand 

this group further, through the recruitment of additional 

carefully-selected, high-caliber members.

Certificate of Membership
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●大阪本社（中央区南本町）

東京営業所（港区西新橋）●

※他、経由サービスが多数ございます。

●

●

自 社 混 載 サ ー ビ ス

Consolidation Service 

中国をはじめアジア・東南アジアには“積み替えなし‟の直行便！
西アジア・中近東・欧州へは経由サービスで各国への輸送をカバー！

Group Logo

混載専業

通関・梱包WEB BOOK

ＦＣＬ手配

直行便サービス

経由便サービス

https://www.fpsjapan.co.jp
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ポートケラン●

●FPS GROUP Annual General Meeting ( 2019  Bangkok )
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