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1.Contribution  to  Thailand

世界的な産業集積地であるタイ。	
	
Thailand is known as the world-class industrial area.	

	
多くのタイメーカーがコスト削減を目指して活動しているが、	
止めようのない人件費の高騰や、調達価格の見直し、	
物流経費（運送費用、倉庫費用など）の削減も既に限界まできている。	
	
Many Thai manufacturers have been trying to cut costs but as labor costs 
are unstoppably rising, procurement and logistics costs are already cut to 
their limits.	
	



2.Contribution  to  Thailand
	
パレットを中心に前衛的かつ効率的な物流の仕組みを構築出来れば、	
無駄が削減され大幅なコストダウンに繋がる。	
	
But if we construct advance and efficient logistics system using pallets, 
more waste can be cut and lead to a big cost reduction.	
	
また、安定した品質を提供できるレンタルプラスチックパレットを利用する
ことにより、物流品質の向上や環境に優しい物流が実現できる。	
	
Furthermore, using rental plastic pallet with stable quality will also 
develop logistics quality and realize environment-friendly logistics.	

	
	



3.Selling  point 　 　ＲＥＮＴＡＬ 　ＰＡＬＬＥＴ
物流のベースとなるパレットをレンタル運用してコスト削減に繋げる。	
　　・必要な時に必要な分だけ利用できる	
　　・納品先でのパレット返却が可能(クロスボーダーも可)	
　　・購入（製造）のコストゼロ	
レンタル運用はパレット回収＋製造に必要なＣＯ２の削減にも繋がる。	

　	 Ini$al	  cost	 Transporta$on	  cost	
Flexibility	  to	  increase	  

and	  decrease	  
Environment-‐	  

Friendly	

Rental	  Pallets	 No	 Less	 Yes	 More	

Buying	  Pallets	 Yes	 More	 No	 Less	

How  rental  pallet  lead  to  cost  reduction?
・Can  rent  only  what  you  need.  No  need  for  spare.
・Can  return  Pallet  near  the  delivery  places  (internationally)
・No  need  to  buy  or  produce  pallets.
To  rent  pallets  reduces  CO2  which  is  necessary  
in  the  process  of  manufacturing  and  returning  pallets



4.Selling  point② 　ＷＯＲＬＤ 　ＫＥＥＰＥＲ
　　　　　　　　　貨物の位置情報＋状態（温度＆衝撃）をリアルタイムに把握出来れば	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題や問題点がはっきりと見えてくる。

	 	 	 	  	
　　　　　　　　　Problems and issues will be clearer if you have real time information 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	　　of location, temperature and impact	

	
	
	
	
	
	



5.  Spirit  of  OTAGAI
共通のレンタルパレットを企業の垣根を越えて共同利用することにより、	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業全体の大きな無駄が削減される。	
Using rental pallets together with other companies will reduce a big waste	
 in all over the industries.	
	

さらに『保有から共有へ』はエコな運用への第一歩である。	
　　“From Possession to Sharing” is the first step to eco-friendly move.	
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6.Summirize（まとめ）
数種類のプラスチックパレット、ラックをレンタルしているのはUPRだけ。	  
さらにクロスボ－ダーでリアルタイムに位置と状態（温度＋衝撃）を	  
把握できる技術はＵＰＲのWorld	  Keeperのみ。	  
You	  can	  rent	  various	  kinds	  of	  pallet	  and	  rack	  only	  from	  UPR.	  
UPR’s	  World	  Keeper	  is	  the	  only	  Real	  =me	  cross-‐border	  tracking	  technology	  
available	  for	  you	  to	  rent.	  
	 ＵＰＲでしか提供できない技術と運用力で	

　　　　コストとＣＯ２の削減、物流の効率化・高度化をお約束します。	
We promise to reduce costs and CO2,	
 　　increase efficiency and develop logistics by technologies 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and services only UPR can provide.	



7.Company  Information

Plastic Pallet 
　① 1100 × 1100 ×150  mm 
　② 1000 × 1200 ×150  mm 
　③ 1100 ×1400 × 150  mm	

Nesting Rack 
   1150 (L)  × 1350 (W) × 1650 
(H) mm   	

LINEUP	  of	  RENTAL	  	  ITEMS	  

Stock	  point	
UPR	  Office	

Exchange	  Tower,	  Room	  No.	  2001-‐2,	  20	  Floor	  No.	  388	  Sukhumvit	  Road,	  	  Klongtoey,	  Bangkok	  10110	  Thailand	  
TEL	  +66-‐2-‐672-‐5100　FAX	  +66-‐2-‐672-‐5103	  	  

ＷＯＲＬＤ 　ＫＥＥＰＥＲ	


