2017 年 12 月 26 日

お客様各位

株式会社フォーカス

一般四輪陸送サービス業務終了のお知らせ
及びトラック・建機等への事業転換のご案内
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素より弊社の輸送サービスをご利用いただ
き誠にありがとうございます。
さて、本日は掲題の件につきましてお知らせ申し上げます。弊社は 2010 年より 7 年間に渡り、株式会社
ロジコ社の輸送ネットワークを活用し、中古車オークションを起点とした車輌輸送を中心に事業展開を
行い、これまで多くのお客様に支えられて参りました。しかしながら、昨今の車輌輸送市場環境の変化に
伴い、株式会社フォーカスは 2018 年 2 月 1 日よりアライグループの主軸であるバントラ・建機・
農機を中心に、国内輸送から海外輸出までの手配を担う一気通貫輸送に大きく事業転換を致します。
尚、
本事業転換に伴い弊社での一般四輪普通車陸送の取扱いは一部を除き、
2018 年 1 月末で終了となり、
2 月 1 日以降の一般四輪陸送のお取り扱いは株式会社ロジコ社が引き継いで頂く事となりましたのでこ

こにご案内申し上げます。
長年に渡り弊社、一般四輪輸送をご利用頂き心より感謝申し上げます。また、株式会社ロジコ社に
おいても、弊社同様の一般四輪普通車輸送サービスを皆様方にご提供致す事が可能ですので、是非とも
ご用命の程、お願い申し上げます。また 2018 年 2 月 1 日以降につきましてはトラック・建設機械
・農業機械などの国内陸送及び輸出手配サービスは、従来通り弊社フォーカスが承りますので、こちら
も併せてお願い申し上げます。
今回の弊社事業転換に伴い、お客様各位には大変ご不便をおかけ致しますが、何卒、ご理解を賜りたく、
宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
2018 年 2 月以降の輸送に関するお問合せ窓口

・四輪輸送：

株式会社ロジコ

担当：中山 謙・稲毛 隆介

電話番号（フォーカス引継ぎ専用）
：03-5937-4571
・トラック・建機輸送：

株式会社フォーカス

担当：粂谷 充孝・岩橋 勇輔

電話番号：03-5840-5603
以上

FOCUS Co., Ltd.

December 26, 2017

Important Announcement for Change of Business
Dear valued customers,
Due to today's economy and business circumstances, FOCUS Co.,Ltd. has decided to change its
logistics business model from transporting regular passenger cars in general to specialized in
transportation of Trucks, Construction Equipment, Agriculture e and Industrial machineries.
FOCUS has been serving its customers on automobile logistics since 2010 utilizing Logico
Company Ltd's associated transportation companies and logistic infrastructures. Therefore, after
February 1, 2018, we would like to recommend you contact Logico Company Ltd. for your regular
passenger car transportation needs. Logico will serve your needs at similar condition and quality
services that FOCUS had been offered. Or should you have any transportation inquiries for any
Trucks, Busses, Construction Equipment and Agriculture Machineries, FOCUS will continue
serve you at your satisfaction.
This change will be effective from February 1, 2018. Within the process of this change, please
note that FOCUS will be ending taking orders of handling regular passenger cars at the end of
January 2018.
We thank you for your understanding and we would like to take this opportunity to thank all of
our regular passenger car logistics customers for long time patronization with us.
Best Regards,
Focus Co., Ltd.
Contact Information after February 1, 2018

・Regular Passenger Cars：

Logico Co., Ltd.

（

Ken Nakayama or Ryusuke Inage

TEL For Previous FOCUS Customers

）：03-5937-4571

・Trucks and Construction Equipment：
FOCUS Co., Ltd.

：

Michitaka Kumeya or Yusuke Iwahashi

TEL 03-5840-5603
Thank you very much for your understanding. We look forward to serving you
on your Trucks and Construction Equipment logistics requirements.

