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【触れて・感じる】リアル工場見学 【見て・感じる】リモート工場見学

岩槻工業団地事業協同組合

2022 in 岩槻

普段は目にすることができない、工
場での製造過程やサービスの仕組み
を、実際に「触れて・感じる」事が出
来ます！大迫力、大人気のバスツアー
となりますので、予約方法等の詳細
はＨＰよりご確認ください。

さいたま市内の中学生たちが、モノ
づくりの素晴らしさ、働く人の想いを
リポート致します！実際に工場見学
をしているような気分で、視聴者様も
「見て・感じる」事が出来ます！
(動画は開催日以降も視聴可能です)

お問合せ、当日の視聴は、
こちらから h t t p s : / / o p e n f a c t o r y . i i c c a . j p /

岩槻工業団地オープンファクトリー 検 索

24社参加
予定！

24社参加
予定！

2022年11月11日（金）・12日（土）

さいたま市 /さいたま商工会議所 /さいたま市産業創造財団 /埼玉県中小企業団体中央会
さいたま市教育委員会 /埼玉県産業振興公社 /コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社後援・協賛

公式ガイド

株式会社ワイヱス工業所・株式会社東京チタニウム・株式会社ニイガタ精密

協和精工株式会社・有限会社昭和メタル・株式会社イシクラ・有限会社白鳥精機

株式会社ハママツ・株式会社新井製作所・アグリフーズ株式会社・藤倉コンポジット株式会社

ベストプランナー合同会社・有限会社小築鍍金工業所・有限会社友親製作所・株式会社北伸

藤工業株式会社・株式会社東部重機・株式会社リョーキ・都市管理サービス株式会社

三倭観光株式会社  ・ 北上産業株式会社  ・ アズサ防災システム株式会社

株式会社三和商会・西町運輸倉庫株式会社

2022年11月12日（土）2022年11月12日（土）
要予約 HPから

ご予約ください

岩槻工業団地で活躍する特殊車両や大型車両に
みて・さわって体験しよう！

スケジュール

お問合せ

2022年11月11日（金）
10：30～11：00 オープニングセレモニー（理事長挨拶）

リ ア ル 工 場 見 学  ※要予約

10：30～12：00 会社見学 ①

 藤倉コンポジット株式会社  株式会社東京チタニウム

13：30～16：00 会社見学 ②

　  13：30～14：50 株 式 会 社 イ シ ク ラ  有 限 会 社 昭 和 メ タ ル
  
　  15：00～16：00 株式会社ワイヱス工業所 � 株 式 会 社 ニ イ ガ タ 精 密
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普段は目にすることができない、工場での製造過程やサービスの仕組みを実際に
「触れて・感じる」ことができます！
「にぎわい交流館いわつき」を拠点に見学先企業まで大型バスで移動。 事前予約

さいたま市内の中学生たちが、モノづくりの素晴らしさ、働く人の想いを
リポートいたします！ 
実際に工場見学をしているような気分で「見て・感じる」事が出来ます！

岩槻工業団地内で活躍する特殊車両・大型車両をみて、触れて体験しよう岩槻工業団地内で活躍する特殊車両・大型車両をみて、触れて体験しよう

4つのブースを全て順番で見学体験します

普段は遠くからしか見ることのできない働く車の数々に
乗って触って動かして！
子供のみならず親も一緒に楽しめる企画です
今年の目玉は『高所作業車スーパーデッキ』
親子そろって上空体験しよう

三
ミツ
倭
ワ
観光株式会社

●�大迫力！バスに乗ったまま大
型洗車機でバス清掃
●�こんなに大きい！大型トラン
ク通り抜け体験
●�初めて見た！バスのエンジン
ルーム見学
●�バスのコックピット（運転席）
に座って記念撮影

西町運輸倉庫株式会社
●�冷凍車の中に入って氷点下　
"冷え冷え体験"

都市管理サービス
●�強力吸引車の吸引力を見てみ
よう（バケツの水が何秒で無
くなるかな）
●�水に圧力をかけるとどのくら
い凄いの（高圧洗浄車）
●�路面清掃車の運転席で写真撮
影（高さ3mからはどんな景
色が見えるかな）

東部重機
●�ミニユンボ　乗車して動かし
てみよう
●�ホイルローダー　運転席での
写真撮影

リョーキ
●�高所作業車スーパーデッキに
乗っての親子高所体験
●�大型ユンボ　運転席での写真
撮影

子供達にとっての夢の企画が
今年はさらにパワーアップして開催されます

株式会社東京チタニウム
株式会社ニイガタ精密

株式会社イシクラ
株式会社ワイヱス工業所

有限会社白鳥精機
有限会社友親製作所
株式会社北伸

見学内容 参加企業

藤倉コンポジット株式会社岩槻工場
藤倉コンポジット株式会社は、創立120年を迎えたゴム工業製品
のメーカーです。「コンポジット」とは複合化という意味で、複合
化技術で皆様の豊かなくらしをささえています。
岩槻工場も地域の皆様にささえられ、昨年設立から50周年を迎
えました。リアル工場見学では、ゴムと様々な素材を掛け合わせ
た複合化製品の製造工程を見学していただきます。

有限会社昭和メタル
簡単な会社の説明をご覧頂いた後、使用済自動車から外した部品
倉庫見学、素材としての分別・加工、エアバッグの作動、重機に
よる車の解体・プレスを移動しながら見学して頂きます。

株式会社ニイガタ精密
株式会社ニイガタ精密は粉末冶金（焼結金属）の金型をメインに
製造している会社です。
超硬合金や高硬度材の素材を高精度に加工をしております。
粉末冶金の金型や材料に触れていただき、各種工作機械で金型が
出来る工程を見学していただきます。
人による高度な製造技術を是非ご覧ください。

株式会社東京チタニウム
こんにちは東京チタニウムです!! 今年もオープンファクトリーに
参加します♪東京チタニウムはチタン製品の製造販売と材料販売
を行っている会社です。今回はチタン製品のものづくり体験出来
るワークショップとチタン製品の製造現場を見学出来るファクト
リーツアーの2コースを選べます!! 是非、来てください♬

株式会社イシクラ
株式会社イシクラは、誰もが持っていると思われます卒業アルバ
ムの作成を撮影・企画・制作・印刷・製本と一貫生産をしており
ます。リアル工場見学では、卒業アルバムができるまでの多くの
工程をクイズを交えながら楽しくご紹介しながら見学していただ
きます。

株式会社ワイヱス工業所
株式会社ワイヱス工業所は創業以来、金属挽物加工に携わり、お
かげさまで55年になります。当社で製作する部品は手のひらサ
イズ以下の小さな部品です。特に拡大鏡で見ないと形状が分から
ないような極小部品の製作を得意としています。
工場見学では、部品製作工程、極小部品のご説明および、部品自
動検査装置の開発・実用化など、当社が取り組んでいるDX事例
をご紹介させて頂きます。

リアル工場見学 リモート工場見学

はたらく車大集合

触 れ て 感 じ る 見 て 感 じ る

清掃関連車両

清掃関連車両

特殊車両ユンボ・ホイルローダー

特殊車両ユンボ・ホイルローダ
ー

高所作業車

高所作業車・大型ユンボ

観光バス・冷蔵車

観光バス・冷蔵車

2 3



株式会社ワイヱス工業所
住所 さいたま市岩槻区上野3-1-12
電話 048-794-7788
URL https://ys-kougyousho.com
担当者 渋谷敬一
取り扱い品目 金属部品

小物・極小部品はお任せください
当社は創業以来、金属挽物加工に特化し自動車・半導体製造装置・水道・
空調・アミューズメント・医療機器など幅広い分野に部品を供給させ
て頂いています。NC自動旋盤を駆使して、特にφ40以下の小物部品
加工を得意としています。最近のトピックスは、”産学連携”および、日・
独の共同プロジェクト”MEJOIN”
を活用して、AIを活用した自動部
品検査装置の開発・実用化をしま
した。現在、本技術を活用して小
物部品検査の受託事業展開の準備
を進めています。

株式会社東京チタニウム
住所 さいたま市岩槻区古ヶ場2-2-9
電話 048-794-8770
URL https://www.tokyo-titanium.co.jp/
担当者 小澤健太
取り扱い品目 チタン製品製造販売・チタン材料販売

こんにちは東京チタニウムです!!�今年もオープンファクトリーに参加
します♪東京チタニウムはチタン製品の製造販売と材料販売を行って
いる会社です。東京チタニウムの特徴は社内でチタンエンジニアリン
グ出来るところです!!�チタンエンジニアリングとは設計・開発～材料
販売・製品加工～販売まで
一貫体制で行えることです。
是非、東京チタニウムの工
場を見学して頂きチタン製
品のものづくりに触れてく
ださい♬東京チタニウムは
社員やお客様の声を実現す
ることを目指しています。

協和精工株式会社
住所 さいたま市岩槻区諏訪2-1-19
電話 048-794-5575
URL https://kyowaseiko-i.co.jp
担当者 谷口喜輝
取り扱い品目 医療機器関連部品、ヘルスケア、化粧品

関連の製造

設計のお手伝いから、クラス10,000以下のクリーンルームで射出成
形～組立～検査～包装梱包を一貫して製造できる会社です。医療機器
を中心にコスメチック、ヘルスケアーなど様々な分野を手がけており
ます。

株式会社ニイガタ精密
住所 さいたま市岩槻区裏慈恩寺854-5
電話 048-794-1911
URL http://www.nsmold.co.jp/
担当者 三澤隆之
取り扱い品目 粉末成形金型・治工具

当社は長年培ってきた超硬合金や高硬度材を素材とした粉末冶金（焼
結金属）の金型をメインに製造・販売をしております。焼結部品を成形、
サイジングするために必要な形状精度、真直度、同軸度などを高精度
に加工しております。各種工作機械
を駆使し加工をおこない、高精度測
定機で各種寸法を測定確認しており
ます。またこの加工技術を試作、治
工具加工や小ロット部品の加工に活
かして幅広く展開しております。

企業紹介

有限会社白鳥精機
住所 さいたま市岩槻区上野4-6-16
電話 048-793-0123

当社は鉄・ステンレス・チタン・非鉄金属・ジュラコン・塩化ビニール・
テフロン等の素材から特殊ネジ・シャフト・プーリ（ブランク）・カラー
等の精密部品を製作しております。
市販の刃物と自社製の刃物
を組み合わせることで、多
種多様な材質で、大きさも
様々な加工ができます。多
品種・小ロット、旋盤加工
とマシニング加工にも対応
しています。

企業紹介

有限会社昭和メタル
住所 さいたま市岩槻区古ケ場1-7-20
電話 048-793-3477
URL https://showa-metal.jp/
取り扱い品目 使用済み自動車の解体及び中古部品販

売等

関東一円で自動車リサイクルを幅広く行っている昭和メタルです。自
動車の廃車から中古車販売・再生部品販売・タイヤショップやガソリ
ンスタンド等自動車関連の事業を手がけております。見学では実際に
自動車から部品生産や倉庫の移動ラック見学、ニブラを用いての素材
分別や、300トンプレス機で実際に
車両をプレスする様子を御覧いただ
けます。中々普段では見る事のない
迫力ある工場を御覧ください。

企業紹介

株式会社新井製作所
住所 さいたま市岩槻区大字古ケ場600-1
電話 048-794-2136
URL http://www.araipres.co.jp
担当者 管理部新井
取り扱い品目 モーターコア、小型モーター、モーター

ローラー

埼玉県岩槻の地にて五十余年、新井製作所はモーター関連製品の製造
販売を行っています。モーターコアから始まり、モーター製品やウエ
ストンローラー®まで一貫製造を行い、安定した品質でお客様のご要
望+αを追及しています。
自社製品のウエストンローラー®におい
ては、新開発の100V電源直結駆動製
品が評価を頂き、第8回渋沢栄一ビジ
ネス大賞（テクノロジー部門・大賞）を
受賞しました。見学動画では、様々な
機械加工や、人の手による細かな作業
など、多くの工程を必要とするモーター
づくりをご紹介します。

企業紹介

株式会社ハママツ
住所 さいたま市西区水判土8
電話 048-625-8002
URL https://www.kk-hamamatsu.co.jp/
取り扱い品目 ラミネーター、塗装機、圧着機、光沢加

工機 各種

私どもの光沢加工技術は、印刷紙面業界の顧客との信頼関係における
取引の中で培われてまいりました。
印刷業界の厳しい品質確保、より高い品質、新しい加工技術を求めつつ、
完全受注生産による、オーダーメイド製品の機械製作を行っています。
また、リバースコーターは紙面のみならず、ガラス、木材、樹脂等に
も塗装できるため、新たな分野への活
躍の場を広げつつあります。
今後もメーカーとして、創業当初より
培われたモノづくりの基本をきっちり
守る姿勢はもちろん、常に新しいもの
に目を向け、幅広いお客様が満足のい
く技術・製品開発に努めてまいります。

企業紹介

株式会社イシクラ
住所 さいたま市岩槻区古ケ場1-6-11
電話 048-794-8988
URL https://www.ishikura.co.jp/
担当者 星野
取り扱い品目 卒業アルバム、学校案内、一般商業印刷、

ホームページ制作、スポーツグラフ出版

一人ひとりの思い出が詰まった卒業アルバム。一生大切にされる本で
あり、かけがえのないものです。その卒業アルバムの制作を80余年の
長きにわたり、お任せ頂いている会社です。創業以来数千万冊、年間
30万冊を超える製作実績を誇り、高品質の商品と数多くの喜び、感動
をお客様にお届けしています。
卒業アルバムは1校1校すべてがオー
ダーメイドで、社員が各々の工程で「こ
だわり」を持って商品づくりを行なっ
ています。働く社員の仕事に対する想
いをぜひ、オープンファクトリーで感
じて頂けたらと思います。皆さまのご
参加、心よりお待ちしております！

企業紹介

アグリフーズ株式会社
住所 さいたま市岩槻区上野6-1-5
電話 048-794-0301
担当者 品質保証部　後藤貴志
取り扱い品目 米飯加工業（おにぎり、いなり、巻き寿

司、弁当）

アグリフーズは、創業2002年以来、米飯加工業として、おにぎり、
いなり、巻き寿司、弁当を加工製造しており、多くのお客様に安全・
安心で、美味しさと健康を追及した商品をお届けして参りました。また、
さらなる「食の安全」を追及するため、食品の国際規格として
ISO22000を2013年に認証取得しました。今後もリーズナブルで、
安全・安心な
商品をお届け
いたします。

企業紹介企業紹介

企業紹介

企業紹介

リモート

リモート

リアルリアル

リアル

リアルリアル

リモート リモート

リモート

参加企業紹介

藤倉コンポジット株式会社岩槻工場
住所 さいたま市岩槻区上野6-12-8
電話 048-794-2211
URL https://www.fujikuracomposites.jp/
担当者 八重畑克実
取り扱い品目 ゴム加工製品

様々な環境には見えていない、基盤となるものが必ずあります。藤倉コンポジットの私
たちは、その多くの環境をささえ、豊かさを生み出し、そしてより良い環境へと進歩し
続けています。藤倉コンポジットがささえる5つのコンテンツ（環境）をご紹介します。
・�「ライフライン」「住宅」「印刷」「音響」にかかわる製品、材料を提供し“くらし”をささ
えています。
・�「自動車」「鉄道」「産業用機器」などにかかせない機能部品を製造し、“ものづくり”を
ささえています。
・�「発電」「送電」「蓄電」にかかわる製品を製造
し、“エネルギー”をささえています。
・�「ゴルフ」「アウトドア」を通じて “レジャー”を
ささえています。
・�「医療」や「救命」に役立つ製品を製造し、“い
のち”をささえています。

企業紹介

ベストプランナー合同会社
住所 さいたま市岩槻区東岩槻2-1-6 丸吉ビル2F
電話 048-812-5551
URL https://bestplanner.co.jp
担当者 川崎　洋
取り扱い品目 テレワーク導入支援・各種ITツールの

提供・ホームページ制作

厚生労働大臣から【特別奨励賞】を授与し、テレワーク等で使用する「パ
ソコンのバックアップ」や「情報セキュリィティ」「グループウェア」と
いった「ITのツールや通信機器」を提供し、DX化の推進をしている会
社です。
従来からのやり方に頼り、デ
ジタル化が苦手な企業さんの
安心・安全・便利なITツール
の一括提供と、新しい補助金
や助成金の情報提供により、
連携を阻む課題をITの参謀と
して課題に寄り添い解決して
おります。

企業紹介

リアル
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都市管理サービス株式会社
住所 さいたま市岩槻区上野4-3-10
電話 048-794-8000
担当者 髙島豊昭
取り扱い品目 総合管理清掃業

当社では、かけがえのない地球環境を、健全な状態で次世代へ引き継
ぐことが社会的責務であると考え「安心して暮らせる社会・環境」づく
りに取り組んでいます。全ての構築物や環境を維持管理し、環境整備
とリサイクル活動にあらゆる技術と誠意をもって対応しています。ま
た社員同士のつながりも大切にし各
種交流イベントなども随時行ってお
ります。

企業紹介

有限会社小築鍍金工業所
住所 さいたま市岩槻区上野6-11-8
電話 048-794-3322
URL http://www.ozukimekki.co.jp
担当者 小築憲一
取り扱い品目 自動車関連部品、弱電部品

弊社は、1953年創業、お陰様で創業70周年を迎え、全自動揺動装置
による亜鉛鍍金製品の製造一筋に歩み、（株）デンソーワイパシステム
ズ様には、早50年超のご愛顧を頂戴しております。自動車部品を中心
に、弱電部品に3価（クロメート・ユニクロ・黒色）。令和3年（2021
年）コロナ渦中、2021年9月SDGs
認証取得を目指し、「環境経営」で社
会に貢献したいと努力を続けており
ます。今後とも引き続きのご愛顧を
お願い致しますとともに、より一層
のご指導ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。

企業紹介

株式会社東部重機
住所 さいたま市岩槻区笹久保新田911-1
電話 048-798-2910
URL https：//www.tbj.co.jp/
担当者 小野寺博之
取り扱い品目 建設機械

私たちは建設機械修理・整備のプロフェッショナルです。当社のルー
ツである技術を土台に、各種、公的資格取得者の対応と、適切な営業サー
ビスを提供できるようお客様に安心・安
全で、満足していただけるサービスを提
供するために、各建設機械メーカーの指
定工場の認定を所得し、また平成16年
にはISO9001を所得しました。
地元密着の企業として「地域の発展と社
員と家族の幸せ」という企業理念のもと
に社員一同、「明朗・愛和・喜働」の精神
で皆様に感謝の心を伝えられる職場づく
りに日々取り組んでおります。

企業紹介

北上産業株式会社
住所 さいたま市岩槻区古ヶ場2-2-8
電話 048-795-0333
URL http://www.kitakami-s.co.jp/
担当者 小山　毅
取り扱い品目 食品パッケージ・カードスリーブ

私たち北上産業㈱は、「人と自然環境の調和をモットーに包装を通して
社会に貢献し、顧客のニーズを的確に捉えた包装資材の開発・製造・
販売をする』という基本方針のもと、お客様の課題を解決するととも
に、人々の生活に安心と安全を提供し続ける為の
新しい価値の創出に努めています。そして、世界
には現在、気候変動や環境問題など多くのリスク
が要因として存在しています。そうした状況に対
して独自のノウハウと自社工場一貫製造の強みを
掛け合わせ、多様なパートナーとの連携を深めて
包装業界と環境の調和した循環型会社をめざしさ
まざまな課題の解決に取り組み、より良い社会、
より快適な暮らしの実現に貢献していきます。

企業紹介

株式会社北伸
住所 さいたま市岩槻区古ケ場2-3-11
電話 048-794-2000
URL http://www.hokushin.co.jp/
担当者 小林立也
取り扱い品目 板金・レーザー・パンチング加工・各種

溶接など

当社は板金加工を主とし、レーザー加工機・タレットパンチプレス・
プレスブレーキ等の設備と創業以来蓄積された加工技術により、多種
多様な製品づくりに取り組んでおります。幅広い業界・業種の製品を
製造しております。お客様に協力するパートナー企業として当社の技
術・ノウハウを提供しております。金属材料の切断から曲げ、組み立
て溶接、各種表面処理まで「ワンストップ」でお客様のご要望にお応え
しております。お客様の
想いをものづくりを通し
て表現し必要とされる企
業であり続ける事が願い
であり目標です。

企業紹介

三倭観光株式会社
住所 さいたま市岩槻区上野4-6-15
電話 048-794-6211
URL http://www.mitsuwa-kanko.co.jp/
担当者 小林佑次
取り扱い品目 バス事業、旅行事業

ミツワ観光は、創業以来35年余に渡り、観光・送迎バスの運行、旅行・
宿泊手配を取り扱っており、年間35万名を超える皆さまにご利用頂い
ています。小型バスから大型バスまで全車種を揃えておりますので、
ご人数や用途に合ったバスのご利用をご
提案します。安全面では、安全性評価認
定制度で最高ランクの “三ツ星” 優良事
業者に認定され、安全管理は万全です。
また、創業以来、旅行業も営んでおりま
すので、ご旅行行程の作成も含めたトー
タルなバス旅行をご案内しております。
安全で快適なバス旅行はどうぞミツワ観
光までお申し付けください。

企業紹介

有限会社友親製作所
住所 さいたま市岩槻区馬込386番地
電話 048-756-5109
URL t.saitou@yuushin-seisakusyo.co.jp
担当者 齋藤友則
取り扱い品目 OAフロア柱脚、蓄電池部品、自動車部

品、丁番など

弊社は金属プレス、ロボット溶接な
どの技術を生かして色々な部品を製
造している会社です。強みはワンス
トップ生産！創業以来蓄積してきた
高い技術力を生かし、プレス、溶接、
表面処理、組み立てまで一貫生産体
制で製品をお届けしております。地
域、取引先、従業員に愛される会社
を目指して活動しています。

企業紹介

株式会社リョーキ岩槻営業所
住所 さいたま市岩槻区古ケ場1丁目7-7
電話 048-793-0005
URL https://www.ryoki-japan.co.jp/
担当者 中本淳允
取り扱い品目 建設機械レンタル事業・環境機器事業・

福祉用具レンタル事業

現代は、建設機器も「買う」から「借りる」時代。リョーキでは建設現
場で必要な大型建設機器からDIYまで、全50,000アイテムに及ぶラ
インナップをご用意し、お客様のコスト削減とニーズに合わせた建設
機械のレンタルに努めています。

企業紹介

アズサ防災システム株式会社
住所 さいたま市見沼区南中丸938-2
電話 048-676-1119
URL http://azusabousai.jp
担当者 杉本尊志
取り扱い品目 消防用設備・設計施工・点検・防災用品

販売他

消防法第1条（火災の予防・国民の生命・身体および財産を火災から
保護する事）を当社基本方針とし、防災設備の設計・施工・点検のプ
ロとして後々までご信頼いただける作業をお約束します。・消防法の改
正等社会の変化に対応し、最新の情報・サービスをお客様に提供し、
地域の社会に貢献し、豊かで住みよい安全な社会を目指します。

企業紹介

藤工業株式会社
住所 さいたま市岩槻区古ヶ場2-7-1
電話 048-795-0075
URL www.fuji-kougyou.jp/
担当者 佐藤安緯子
取り扱い品目 鉄筋加工

鉄筋の総合デパートとして「3S（創意工夫・スピード・信頼）」を心に地域No.1企業
を目指します。藤工業グループは、鉄筋を通じて「人に、社会に、地域に」貢献しま
す！�建物を作るとき、全ての工事は私達から始まります。大きな建物、小さな建物、
クリエイティブな建物…共通しているのは「基礎」が大事ということ。みんなの生活
を支える様々な建物の「骨」となる鉄筋で、お客様に「最高の品質・最高の安心・最
高の満足」をお届けします！�そして、社員一人一人が協力し合い、夢中になって挑
戦する。なりた
い自分、叶えた
い夢。藤工業に
は、確実に成長
できるステージ
があります！

企業紹介
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はたらく車 はたらく車リモート

リモート

株式会社三和商会
住所 さいたま市岩槻区加倉1986-1
電話 048-757-1551
URL https：//www.sanwa-gas.jp/
担当者 片山正夫
取り扱い品目 産業用ガス、LPガス、産業機械、溶接

機、溶接材料

当社は、多くのお客様に支えられ、創業から50週年を迎えることが出
来ました。創業以来「ガス」を中心に関連する商品をお届けしてまいり
ました。これまでの、産業用ガス・民生用ガスを地域に根ざして販売
してゆくという当社のスタイルは変わりません。これからも時代の変
化・お客様のニーズの変化に対応して、皆様のお役に立てる商品やサー
ビスの提案をしてまいります。
「地域に根ざし、暮らしと産業にガスで貢献します」
営業エリアは関東全域とし、主に製造業のお客
様に酸素ガス・窒素ガス・炭酸ガス等の産業ガ
スを販売しております。また、一般家庭や飲食
店舗にLPガスを販売する業務も行っております。

企業紹介

西町運輸倉庫株式会社
住所 さいたま市岩槻区古ヶ場1-1-2
電話 048-794-5050
URL http：//nishimachi-ts.co.jp/
担当者 小林佑次
取り扱い品目 貨物自動車運送事業

1970年の創業以来50年に渡り、食品から鋼材、工業製品まで幅広い
商品の輸送を承っております。2t～4tトラック、大型トラック、そし
て鋼材を運ぶトレーラーも揃え、埼玉県近隣の地場配送に加え、長距
離輸送にも対応しております。また、冷蔵などの温度管理を必要とす
る貨物の輸送および保管も行っ
ております。創業時からの鶏卵
輸送で培った『商品を遅延なくお
届けする安全輸送の技術』を活か
し、安全性優良事業所（Gマーク）
にも認定されています。数十年
に及ぶ顧客との長いお取引が当
社の信頼の証です。

企業紹介

参加企業紹介
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