
東 信=フラワーアレンジ
椎木俊介=撮影
［Azuma Makoto］ 南青山でオートクチュールの花屋「JARDINS des FLEURS」を構える。2005年からニューヨーク、パリ、ベルリンなど
　　　　　　　　 国内外で精力的な活動を展開。花・植物のみが有する神秘的な形を美的なレベルに変換し表現する事で、植物の価値を
　　　　　　　　 高める活動を続けている。一流ブランドとのコラボレーションも数多く手掛けている。 
［作品コンセプト］ 従来の枠組みにとらわれずにチャレンジするフラワーアーティスト 東信による、沼尻産業を表現した作品。30種類以上の
　　　　　　　　 多種多様な花を使用。イエロー&グリーンを基調に地域に根ざした事業を表現し、全面に広がるレイアウトは社会の
　　　　　　　　 ニーズに合わせて枝葉をぐんぐん伸ばしていく様子を表現した。倉庫は無機質なものだが、人が関わることで有機的な
　　　　　　　　 表情を見せていく。これからの沼尻産業の姿勢とビジョンを表現した作品。



物流倉庫の
新しい価値を
つくばから
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創業60年。専門性を生かし、さらなる価値の創造へ。
物流サービスで積み重ねた

信頼と実績。1
努力と工夫の文化を支える、創業時の精神。

運ぶのはお客様の思い。

沼尻スピリッツ。2
沼尻産業が構築した物流ソリューションは、業務の規模を問わず高い評価を
いただいております。
多くの上場企業から個人のお客様まで、多彩なニーズに対応した高品質な
サービスに自信があります。

上場企業から個人のお客様まで、しなやかな対応力。
規模を問わず、

最高のサービスを提供。3
首都圏への道路状況が近年ますます改善される茨城県。
効率的な物流を担う沼尻産業は、優れたアクセス性に加え充実した設備と多彩
な仕様を備えています。
お客様の商品特性やニーズに合わせた配送拠点をご案内します。

必ずあります、御社の業務を支える倉庫。
関東有数、茨城最大級の

倉庫保有面積。4
お客様一人ひとりに合わせた、先進のシステム構築力。

物流のプロは、

物流の仕組みづくりのプロ。5

物流のプロフェッショナルとして、沼尻産業は安全・確実に業務を遂行してまいり
ました。その実績を生かし、現在では包括的な物流アウトソーシングの提供や
情報システムの構築など、お客様のパートナーとしてより付加価値性の高い総合
的物流ソリューションを提供しています。

創業のきっかけは、地域の農作物の運搬。
創業者自身農業者でもあったため、大切に育てられた作物を傷めず、新鮮に運ぶ
ための努力と工夫を惜しみませんでした。
お客様の思いを運ぶその精神は、いまも社員一人ひとりに受け継がれています。

蓄積された物流ノウハウを生かし、お客様にとって最適な物流管理の情報シス
テムを構築いたします。
これにより倉庫・運輸・管理の包括的な効率化が可能となります。
また、機密書類の管理やクラウドサービスも提供しています。
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本社ビル

私たち沼尻産業は、一人ひとりのお客様とともに、

そして地域とともに歩む企業です。

代表取締役社長

　沼尻産業は1962年つくば市（旧谷田部町）に創業し2022（令和4）年に創業60年の節目を
迎えます。これもひとえに、創業時代から今日までわが社を育てていただいた多くのお客様、
協力会社様、金融機関様、そして苦労を共にし会社に人生を捧げてきてくれた社員とその
ご家族、そして各方面でお世話になっております皆々様方のあたたかいご支援と御厚情の
賜物と、心より厚く感謝申し上げます。
　これからも、経営理念、企業姿勢、社訓のもと誠実に取り組み、沼尻産業が次なる成長を
期し、お客様をはじめ関係者各位皆様からの期待に応えられるよう全社をあげて取り組んで
いく覚悟です。旧来にも増して皆様からのご支援とご協力をいただきますよう、心からお願い
申し上げます。

経営理念

右中央：会長 沼尻博

沼尻スピリッツの誕生

沿　革会社概要

昭和30年代のはじめ、地域の農家から夏はスイカやメロン、秋には白菜や落花生
などの運搬を依頼され、茨城と東京の間を昼も夜も休みなく走り回ったのが沼尻
産業創業のきっかけです。創始者自身が農業者であったため、精魂込めて育てた
作物を傷めず、新鮮な状態で安く運ぶためにはどうすればいいか、努力と工夫を
重ねました。経営規模が拡大し、輸送量が飛躍的に増大した今も、「お客様の思い
をのせて大切に運ぶ」創業の精神は、社員の一人ひとりにしっかり受け継がれて
います。

沼尻産業グループは

　常に物流の高度化と革新を図り、

　顧客の立場に立った最良のサービスを提供し、

　人材開発・事業開発・市場開発を行い、

　生活者を主体とした新たな事業創造に挑戦し続け、

　地域社会が夢や希望をもてる

　豊かな社会の実現に貢献します。

名 称
代 表 者
本 社
電話／ファックス
東 京 支 社
電話／ファックス
ホ ー ム ペ ー ジ
創 業
設 立
資 本 金
主 要 取 扱 実 績

主 要 取 引 銀 行

社 員 数
グループ企業（国内）

グループ企業（海外）

沼尻産業株式会社
代表取締役社長　沼尻 年正
茨城県つくば市榎戸783－12
029－837－1501（代） ／ 029－837－1508
東京都新宿区西新宿8－12－1－207
０３－６３０４－０６７１ ／ ０３－６３０４－０６８１
www.numajiri.co.jp
1962年（昭和37年）
1964年（昭和39年）6月2日
97,200,000円
精密機器、アパレル、食品、化粧品、住宅建材、医療、
生活用品保管、レンタルオフィス、EC物流代行
常陽銀行、商工中金、日本政策金融公庫、三菱UFJ
銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、千葉銀行、筑波
銀行、足利銀行、りそな銀行
333名（男性：208名 女性：125名） ※2021年9月現在
株式会社つくばオートサービス、
ウチダフレイト株式会社
NUMAJIRI SINGAPORE PTE LTD

沼尻産業創業
一般小型貨物運送事業許可を取得
沼尻運送有限会社設立
一般区域貨物自動車運送事業許可を取得
自動車運送取扱事業者許可を取得
倉庫業許可を取得
不動産業許可を取得
沼尻産業株式会社に組織変更
本社ビル完成（創立30周年記念事業）
キャメル引越センター開設
NUMAJIRI USA,INC. 設立
インターファイルつくばセンター開設
NUMAJIRI DE MEXICO,S.A DE C.V. 設立
ISO9002認証取得
利用運送事業許可取得
NUMAJIRI SINGAPORE PTE LTD 設立
つくば食品共同配送センター開設
ISO9001:2000認証取得
暮らしの倉庫開設
茨城イーソーコ（倉庫検索サイト）開始
岩間共配センター開設

1962年　　
1964年  5月
1964年  6月
1967年  3月
1980年　　
1981年  7月
1982年  6月
1985年  6月
1992年  4月
1994年  1月
1995年  8月
1996年  4月
1999年  7月
1999年  7月
2000年  5月
2001年  8月
2002年  7月
2003年  7月
2003年10月
2005年  7月
2006年10月

岩間低温物流センター開設
クイックオフィス開設
プライバシーマーク認証取得
インターファイル東京支社開設
グリーン経営認証取得
ISMS(ISO27001)認証取得
創業50年記念式典開催
小山物流センター開設
江戸崎第二物流センター開設
谷田部物流センター開設
物流効率化法認定（谷田部物流センター）
沼尻産業 東京支社開設
首都圏物流センター開設
つくばアーカイブセンター開設
ECささげ物流事業開始
流通事業開始
ウチダフレイト株式会社を子会社化
ECささげ物流葛西センターを開設
SGS施設セキュリティ評価登録証取得
常総物流センター開設
つくばゲートウェイ開設
稲敷第一危険物倉庫開設

2007年  6月
2007年11月
2008年  1月
2008年11月
2009年  7月
2009年12月
2012年  6月
2012年  7月
2012年11月
2013年  6月
2013年  8月
2014年  7月
2014年10月
2015年  1月
2015年10月
2016年  4月
2017年  2月
2017年  3月
2018年  3月
2019年  4月
2021年  3月
2021年10月



7 8

物流センター・トータル・ソリューション

・ 工業品物流　　・ 重量物物流　・ 危険物物流
・ 食品共同配送　・ 流通加工　　・ アパレル物流

トータル・ソリューションの提供により、お客様の利益拡大を
強力にサポートする3PL企業を目指します。

在庫の縮小、リードタイムの短縮、キャッシュフローの効率化、物流コストの最小化等、お客様の物流に対するご要望は

さまざまです。沼尻産業は、単に輸送、保管、荷役といった物流サービスを提供するだけではなく、物流の「10個のソリュー

ション」を総合的に提供することで、お客様のニーズに「ワンストップ・ショッピング」の便利さでお応えします。

物流アウトソーシング

茨城県最大級の面積と設備良好な作業環境。アクセス性に優れた立地。

倉庫事業

・ 輸出　・ セールスプロモーション　・ アフターフォロー

流通事業

・ ECささげ物流（フルフィルメントサービス）
　［ ・ ショップ管理　・ 受注管理　・ 在庫管理　・ 配送管理 ］

ECソリューション事業

情報システム

アーカイブ事業

・ 輸出入品コンテナ輸送　・ 食品共同配送システム　・ 全国ネットワ－ク

運輸事業

・ 倉庫開発支援　・ 簡易物流診断　・ 物流体制の構築支援

コンサルティング

・ 沼尻グローバルネットワーク
・ 輸出入業務総合コーディネート

国際物流事業

・ 生活用品保管事業　・ レンタルオフィス事業　・ 車検整備事業

個人向けサービス

・ 総合情報管理サービス
　　・ 文書、カルテ、データの保管および廃棄
　　・ スキャニング　・ 閲覧サービス

・ NLS（Numajiri Logistics System）
　　・ 受発注管理システム　・ 在庫管理システム
　　・ 入出庫管理システム　・ 配車管理システム
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倉庫事業・倉庫ロケーション

優れた作業環境を有する沼尻倉庫は、
お客様の様々なニーズに合わせた
立地・規模・仕様の倉庫を提供し、
物流の効率化を実現します。

13首都圏物流センター

11つくばメディカルロジスティクスセンター

12つくばゲートウェイ

15江戸崎第ー物流センター

16岩間第一物流センター 17江戸崎第二物流センター

18小山物流センター 19面野井物流センター

20中村倉庫

14岩間低温物流センター

［計画物件］

　中央第五物流センター

　中央第四物流センター

❸山中第一物流センター

❹山中第二物流センター ❺榎戸物流センター

❻南台第一物流センター ❼谷和原物流センター

❽南台第二物流センター

❷つくばアーカイブセンター

10加須物流センター

❾白岡物流センター

■所在地
　埼玉県八潮市
■延床面積
　2,713坪（8,969㎡）
■基本仕様
　高床式/片面バース
■有効天高 ： 7m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　首都高中央環状線
　八潮ＩＣより15分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　2,156坪（7,128㎡）
■基本仕様
　高床・低床/両面バース
■有効天高 ： 7m
■床耐荷重 ： 2.0t/㎡
■アクセス
　圏央道つくば牛久ＩＣ
　より4分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　5,705坪（18,857㎡）
■基本仕様
　低床式/両面バース
■有効天高 ： 7.0ｍ
■床耐荷重 ： 2.0ｔ/㎡
■アクセス
　常磐道谷田部ＩＣより
　2分

■所在地
　茨城県稲敷市
■延床面積
　1,188坪（3,920㎡）
■基本仕様
　高床式/Ｌ型バース
■有効天高 ： 7m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道稲敷ＩＣより
　5分

■所在地
　茨城県笠間市
■延床面積
　2,000坪（6,600㎡）
■基本仕様
　高床式/Ｌ型バース
■有効天高 ： 7m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道岩間ＩＣより
　2分

■所在地
　茨城県稲敷市
■延床面積
　1,500坪（5,028㎡）
■基本仕様
　高床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道稲敷ＩＣより
　5分

■所在地
　栃木県小山市
■延床面積
　450坪（1,488㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 7m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　北関東道宇都宮
　上三川ＩＣより19分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　1,488坪（4,910㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 4.8m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道つくば中央ＩＣ
　より5分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　1,350坪（4,463㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 6m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道つくば中央ＩＣ
　より8分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　212坪（700㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 4.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道谷田部ＩＣより
　5分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　700坪（2,310㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 6m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道谷田部ＩＣより
　5分

■所在地
　茨城県稲敷郡
■延床面積
　724坪（2,393㎡）
■基本仕様
　低床式/両面バース※　
■有効天高 ： 5.3ｍ
■床耐荷重 ： 5.0ｔ/㎡
■アクセス
　圏央道阿見東ICより
　6分

■所在地
　茨城県笠間市
■延床面積
　625坪（2,066㎡）
■基本仕様
　高床式/片面バース
■有効天高 ： 5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道岩間ＩＣより
　1分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　7,273坪（24,000㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道つくば中央ＩＣ
　より3分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　4,463坪（14,729㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道つくば中央ＩＣ
　より3分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　3,190坪（10,545㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道谷田部ＩＣより
　5分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　3,030坪（10,000㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道つくば中央ＩＣ
　より4分

■所在地
　茨城県つくばみらい市
■延床面積
　3,000坪（9,917㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道谷田部ＩＣより
　10分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　1,515坪（5,000㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 6m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　圏央道つくば中央ＩＣ
　より4分

■所在地
　埼玉県白岡市
■延床面積
　1,626坪（5,375㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　東北道久喜ＩＣより
　7分

■所在地
　埼玉県加須市
■延床面積
　406坪（1,342㎡）
■基本仕様
　低床式/片面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　東北道館林ＩＣより
　11分

■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　6,000坪（19,835㎡）
■基本仕様
　高床式/両面バース
■有効天高 ： 5.5m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道谷田部ＩＣより
　8分

❶谷田部物流センター
■所在地
　茨城県つくば市
■延床面積
　6,000坪（19,835㎡）
■基本仕様
　高床式/両面バース
■有効天高 ： 7m
■床耐荷重 ： 1.5t/㎡
■アクセス
　常磐道谷田部ＩＣより
　3分

　稲敷第一危険物倉庫

※併設の一般倉庫は低床式/片面バース
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柏IC
岩槻IC

東京IC

藤沢IC

川越IC

加須IC

宇都宮上三川IC

八王子IC

横浜青葉IC

太田桐生IC

横浜町田IC

関越自動車道

中央自動車道

東名高速道路

東北自動車道

●水戸

●宇都宮

●前橋

千葉●

●
横浜

さいたま●

●伊勢崎

●流山

●鎌ヶ谷

●市川

●印西

●守谷

●龍ヶ崎

●土浦

●石岡

●筑西

●足利

 ●

香取

春日部●

●熊谷

●越谷

鹿沼●

●所沢

加須●

●小山

●立川

●町田

●海老名

相模原●

青梅●

日高●

川崎●

●野田

●市原

木更津
● 

佐倉
● 

伊勢原
● 

久喜
 ●

新宿●

　鹿島港

　東京港

　横 浜港

　大洗港区

　茨城港

　常陸那珂港区

　日立港区

成田空港

　茨城空港

　羽田空港

首都圏中 央連絡自動車道

北関東自動車道

東関東自動車道

常磐自動車道

70km50km30km

つくば

11 12

10km

首都圏への優れたアクセス性と、
抜群の倉庫ロケーション

つくばエクスプレスの開通、各地で整備が

進んでいる高速自動車道など、新たな人と

モノの流れが生まれている茨城県。

なかでも、つくばを中心に展開する沼尻

倉庫は、そのいずれもが常磐自動車道を

はじめとする高速自動車道のインターや

主幹線道路に近接する優れた立地条件を

備えています。

隣接する大都市へは、わずか50km圏内と

好位置にあり、首都圏への優れたアクセス性

から、物流拠点としての重要性がますます

高まっています。沼尻産業は、茨城県内最大

規模の物流センターを核とし、お客様の商品

特性やニーズに最適な物流拠点を提案する

ことで、効率的な物流を確実にサポート

します。

東　京
成　田
川　口
茨城港
宇都宮
前　橋

50km
40km
40km
50km
60km
100km

つ
く
ば



JTPネットワーク

●JTP加盟ネットワーク

●会 員 数／52社
●車両台数／8,767台
●倉庫面積／1,329,844㎡
●事業者間取引／128億8,300万円

●
●

●札幌

●弘前

●仙台

●水戸

●鹿児島

新潟●

長崎●

沖縄●

●
名古屋●

高松●
 大分

大阪
●

福岡 
●

広島
●

東京
沼尻産業本社
（つくば市）

沼尻産業東京支社
（新宿区）

栃木県

茨城県

埼玉県

東京都

神奈川県
千葉県

岩間低温物流センター

つくば共配センター

首都圏物流センター

白岡物流センター

加須物流センター

小山物流センター
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運輸事業

当社の運輸部門は一般貨物はもとより、精密機器等の搬送にも
対応できる高い技術とシステムにより、1999年7月、茨城県内の
運輸事業者では初めて国際的な品質保証規格ISO9002を
取得しました。
また、低公害車の導入をはじめ、運送効率のよい「混載」を

お客様に提案していくなど、排気ガスや騒音など環境負荷の
抑制にも努めております。当社は、全国に張りめぐらせた
物流ネットワークにより、全国どこへでも国際規格で保証
された品質の運輸システムで安全・確実に配送を行い、お客様
から高い信頼をいただいております。

大切な貨物を国際品質保証規格で運びます。

配車シュミレーションシステムや運行管理システムの活用により、
複雑化する配送条件に対応した最適な輸配送計画の立案を行い
更なる配送効率の向上に対応しています。

配車計画・運行管理の最適化

沼尻産業に寄せられる輸送に関する要望は、首都圏にとどまりません。
そこで、年々増大する広域輸送のニーズに対応するために誕生した
のが、全国の輸送業者が相互信頼のもとに協力しあう物流ネット
ワークJTP（ジャパン・トランスポート・パートナーズシステム）です。
原則として各県1社が加盟するJTPの会員会社として、沼尻産業は
統一基準に基づくスタッフ教育やサービス体制のもと、ネットワークを
活かした効率的な配車で迅速・確実な広域輸送を実現しています。

JTPの一員として全国ネットワーク参画 共配センターと配送先

物流コストの削減は近年、企業にとってますます重要な課題に
なっています。その一方、多様化する消費動向に対応するため、
必要なモノを必要なときに必要なだけ生産して配送する「JIT
物流」や「多頻度小口配送」などの新たな物流体制の整備が
求められています。そうした高度なご要望に的確にお応えする
のが「沼尻3PL」。半世紀近い物流事業で培った高度なピッキ
ングや流通加工技術と、茨城県No.1の物流センター機能を

活用し、調達・保管・流通加工・配送までを包括的に受託する
アウトソーシングサービスです。
沼尻3PLは、流通拠点の配置計画や物流戦略の立案まで
お引き受けすることによって、お客様の煩雑な物流業務を
軽減し、お客様に本来の事業に専念していただく事業環境
を提供いたします。沼尻3PLをお客様の優秀な物流部門と
してぜひご活用ください。

物流アウトソーシング

沼尻3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）とは

パーツ物流サービス 重量物物流サービス 危険物物流サービス

常温食品物流サービス 低温食品物流サービス 冷凍・冷蔵物流サービス

アーカイブサービス（文書保管） 住宅建材物流サービス アパレル物流サービス

沼尻産業のこだわり

共同配送先

物流サービス品質

物流KPIに裏付けられた物流サービスの確実性・安全性
 ・ 物流業者として茨城県で初めて品質ISO認証取得（ISO9001）
 ・ クレーム不具合レベル（年間不具合件数÷年間総出荷件数）
　 0.005％（50ppm）以下
 ・ 在庫棚卸差異発生率（差異点数÷棚卸総点数）0.01％以下
　 ＝ノー検品レベル
 ・ 納品指定順守率（遅延件数÷出荷総件数）0.01％以下

物流拠点立地

配送拠点・雇用確保に抜群のロケーション
 ・ 常磐道、北関東道、圏央道の整備効果により、港（京浜港、成田・
　 羽田空港）や消費地（首都圏）までの輸配送リードタイムが
　 1時間以内
 ・ 安定した雇用の確保
　 周辺労働人口（つくば市人口 H25年216千人→R3年246千人
　 増加率約14％）

物流コストパフォーマンス

物流業務パフォーマンスの維持向上による
物流コスト低減

　　　　　  ・ 物流センター車両積載率70％以上
　　　　　  ・ 地場配送回転数2回転車60％以上

物流ITシステム

物流センターの在庫管理と輸配送計画を最適化
 ・ NWMS（入庫・補充・在庫管理・棚卸・出庫・出荷・付帯業務・
　 パフォーマンス管理等）
 ・ NTMS（最適拠点配置検討、自動配送計画、運行管理、労務
　 管理、動態管理、安全運転管理、車両管理、配送業務管理、
　 運賃計算、原価管理等）

災害 ・ BCP対策

災害時にテナント企業の事業継続をサポートする取り組み
　　　   ・ 非常用発電設備　　　　 ・ 自家用給油所
　　　   ・ バックアップシステム　　・ 衛星電話

環境 ・ 省エネ対応

人と環境に配慮した施設づくり
　　　   ・ 太陽光発電　　　　・ 物流効率化法認定
　　　   ・ シーリングファン　　・ LED照明

防犯 ・ セキュリティ対策

万全のセキュリティ設備と専門教育による管理体制
　  ・ ISMS(ISO27001)認証　 ・ プライバシーマーク認証
　  ・ SGS認証　   ・ 入退出管理システム　   ・ 防犯カメラ



埼玉県

東京都

千葉県

つくばアーカイブセンター

20km

30km

40km

50km
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アーカイブ事業

企業戦略に必要な情報資産価値を最大化します。

アーカイブシステム

当社のアーカイブ事業は、1996年の病院診療録保管から始まり、
現在は機密書類の原本保管・原本整理・オンデマンド送信・
電子化クラウドサービスを融合したアーカイブシステムを提供
しています。情報を統合的に管理し、ライフサイクルを確立する

事により、情報価値を最大化し、企業戦略を情報面でサポート
いたします。
医療、金融、製造、流通、官公庁など多様な業界のお客様に
ご利用いただいております。

ECソリューション事業

文書原本を保管するアーカイブセンターは海岸から50km、海抜
20mに立地しています。被災リスクの低減と良好なアクセスを両立
します。

安全な立地と優れたアクセス

強固な最新セキュリティ設備とBCP
対策機能を併設したつくばアーカイブ
センター。

高セキュリティを保証する４つの認証

総合情報管理サービス

インターファイル

原本整理

文書管理
Webシステム

在庫照会
入出庫指示

引 取 メディア

スキャニング
センター

保 管

引 取 配 送

原 本

オンデマンド送信

PDF

クラウドサービス

溶解処理

お客様

原本整理サービス スキャニングサービス 閲覧サービス 原本廃棄サービス文書保管サービス

お客様のECサイトの運営から物流までトータルでご提供します。

ECささげ物流（フルフィルメントサービス）
沼尻産業のECささげ物流は、国内、海外、サイト規模を問わず、受注から発送、在庫
管理までを一元管理し、低コスト、高品質なEC運営を実現します。国内でも海外でも
ECの事なら、ECささげ物流にお任せください。

ショップ管理 受注管理

Web制作

在庫連携

オーソリ確認

コールセンター

Web受注処理

在庫管理 配送管理

在庫管理 入出庫業務

宅配便・メール便

配送管理

商品画像管理

ささげ（撮影・採寸・原稿）

Credit Card

注
　
文

配
　
送

国
内
・
海
外 

消
費
者
様

国
内
・
海
外 

通
販
会
社
様

荷物追跡

成長し続けるＥＣ市場において、ＥＣ事業に参入する企業
（ショップ）が年々増加している反面、余儀なく撤退している企業
（ショップ）も少なくありません。ＥＣ事業の大半のコストは物流
費です。いかに物流費を掛けず、質の高いECショップを運営

できるかが成功のカギです。沼尻産業は長年培ってきた物流の
ノウハウと独自のＥＣソリューションにより、これからＥＣサイトを
立ち上げるお客様から、既にＥＣサイトを運営されているお客様
まで、最適なECフルフィルメントサービスをご提供します。

次のようなお客様は是非ご相談ください

■これからＥＣサイトを立ち上げたい。

■毎日サイト運営業務に追われ、商品企画に集中
　できない。

■サイト運営費が圧迫して利益が出ない。

■サイト運営品質が悪く、顧客クレームが多い。

■物量の波動に対応するのが大変。

■海外でも販売したい。

■ささげ（撮影・採寸・原稿）に手間取り、ECサイト
　上で販売するまでに時間が掛かりすぎる。また
　コストも高すぎる。

情報セキュリティ対策

ISO27001

適用 ： アーカイブ事業

098

品質保証と顧客満足

ISO9001

1639

施設セキュリティ評価基準

SGS施設セキュリティ認証

適用 ： つくばアーカイブセンター

個人情報保護

プライバシーマーク



北アメリカ

オセアニア

アジア
中東

ヨーロッパ

沼尻産業株式会社
（つくば市）

NUMAJIRI
SINGAPORE PTE LTD
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国際物流事業

グローバル化の進展とともに、国際物流がより身近になって
います。それにともない、成田空港や東京、横浜等の港湾との間
の輸送が非課税となる内陸地通関が荷主各位から注目されて
います。沼尻産業は、つくばで保税蔵置場を活用し、航空・海上
輸送による輸出入取扱い業務を行っております。当社の強みは、

運輸部門・倉庫部門と一体となって物流全般をサポートでき
ることです。シンガポールに設立した現地法人をはじめ大手
フォワーダーとの連携により、個人の小口貨物から農産物、
大型構造物に至るまで、一貫した物流サポートを行っており
ます。

国際物流を総合コーディネート

輸出入業務の流れ

沼尻グローバルネットワーク

集荷 物流センター
仕分け・加工作業・輸出梱包 通関 ドレージ 船積 海上・航空

輸送 船卸 通関 配送輸出業務 お客様
（輸入地）

お客様
（輸出地）

集荷 物流センター
仕分け・加工作業・梱包通関 ドレージ船積 海上・航空

輸送 船卸 通関 配送輸入業務 お客様
（輸入地）

お客様
（輸出地）

世界でも高い評価を得ている日本製品。なかでも私達は、中小
企業・生産者様の優れた技術に基づく製品を、物流と商流の
両面からサポートし、少ないリスクでスピーディーに、世界中へ
販売開拓する事を目的に「シンガポール ディストリビューション

プラットホーム」を立ち上げました。世界有数のGDPを誇る
シンガポールを拠点に、近年成長著しいアセアン地域への販売
拡大へ数多くの中小企業・生産者様にご参加いただき、皆様の
企業発展と地域活性化を目指します。

日本の優れた製品をシンガポールで販売開拓します。

流通事業

SDP（シンガポール ディストリビューション プラットホーム）
輸出、セールスプロモーション、アフターフォローまで一貫
した取引が可能で、中小企業・生産者様は、自社商品の製造に
専念いただけます。

シンガポール企業様

販売先

●大手小売チェーン

●大手日系小売店

●大手食品卸業

●大手EC販売業

●高級ホテル

●レストラン、カフェ

国内スーパー
３００店舗、
ホテル・レストラン
1,000店舗への
納入実績

安心の国内取引

・日本国内での代金決済
・面倒な輸出手続きもお任せ

アフターフォロー

・販売状況の確認
・現地バイヤーへのヒアリング

・販売状況、商品開発に関する
 定例ミーティング

商品特性に応じた
デザイン開発

・パッケージ、販売促進ツールの
 開発を行います。

販売・代金回収

・現地バイヤーとの定期商談
・小売店舗での試食販売
・ECサイト販売
・展示会出展による販売開拓
・最適な物流体制の構築

セールスプロモーション
Bto B・B toCの両面から
販売開拓をサポート

沼尻産業グループ

フィードバック

沼尻産業株式会社

沼尻シンガポール
（現地法人）

輸 出

中小企業・生産者様

お打ち合わせ

●商品説明、内容の
　ご確認

●発注ロット毎の
　価格設定

●リードタイムの設定

●梱包の設定

●配送環境、保管環境の
　条件確認

アセアン自由貿易圏の
中心国「シンガポール」

・ アセアン市場は日本の約12倍の面積、人口
  6億人の巨大マーケット。

・ シンガポール港はアジア最大級のハブ港、世界
  123ヶ国、600ヶ所と航路締結。

・ 2015年のGDPは2,939億ドル、1人あたりの
  GDPは世界上位。

・ 人口560万人、華僑が7割、日本食の人気が
  定着し、こだわり製品のニーズが高い。

沼尻シンガポール（NUMAJIRI SINGAPORE PTE LTD）
世界の物流中継地点であるシンガポールに、
現地法人 NUMAJIRI SINGAPORE PTE LTDを
設立。シンガポール域内の物流をはじめ、アジア
近隣諸国への物流を幅広く展開しています。
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現代の物流産業には、モノを的確に動かすための「情報」の
蓄積が不可欠です。沼尻産業は「情報システムによる物流
管理」をご提案するために知識と経験を積んだ物流技術管理
士が、リードタイムの短縮や物流コストの削減につながる最適な

システムを、お客様とご一緒に構築します。沼尻産業の情報
システムはNLS（Numajiri Logistics System）としてお客様
の基幹システムと沼尻産業独自の倉庫・運輸管理システムの
融合により最適な物流管理を実現させます。

お客様に最適な情報システムをご提案

次のようなお客様は是非ご相談ください

■物流情報システムを導入し、物流コストを削減
　したい。

■センター内の在庫を減らし、精度の高い在庫
　管理を行ないたい。

■遠隔地からセンター内在庫管理及び、入出庫
　依頼をリアルに行ないたい。

■納品リードタイムを短縮したい。

情報システム

NLS（Numajiri Logistics System）

NWMS
（Numajiri Warehouse Management System）

受発注管理
システム

WebEDI受注

EOS受注

FAX受注

在庫管理
システム

入出庫予定

在庫管理

流通加工

入出庫管理
システム

ピッキング

入出庫検品

トレーサビリティ
（入出庫履歴管理）

NTMS
（Numajiri Transportation
Management System）

配車管理
システム

配送依頼受付

配送計画作成

トレーサビリティ
（入出庫履歴管理）

仕入れ先

お客様

Web照会
在庫・入出庫実績
配送実績
請求情報

発　注

お届け先

入庫指示

出庫指示

導入事例 1

スーパー
マーケット様向け

WMS

導入事例 2

アパレル
販売業者様向け

WMS

世界初｢ＳＧＳ施設セキュリティ評価登録証｣取得
株式会社常陽銀行との事業協創プロジェクト「アクションＳ」を
きっかけとして、セコム株式会社との事業協創に着手。
その最初の成果として2018年3月、当社の物流施設「つくば
アーカイブセンター」が、世界初となる「ＳＧＳ施設セキュリティ

評価登録証」を取得しました。
今後も新たな"セキュリティ・ロジスティクス・サービス"の創出
に向けて、さまざまな取り組みを展開してまいります。

ＳＧＳジャパンが2018年２月に策定した、サプライチェーンに
関わる新しい施設セキュリティ評価基準。外的なリスクだけ
でなく、コンプライアンス違反などの内部リスクも考慮した
設計となっており、国内のみならず海外での使用も想定した
汎用的な評価基準です。セキュリティ評価基準に適合した
企業には「ＳＧＳ施設セキュリティ評価登録証」が発行され、
取引先だけでなく、テナント企業や投資家、周辺地域・住民
など様々な関係者へ施設の安全性をアピールできます。

「ＳＧＳ施設セキュリティ評価基準」

近年、国内外問わず物流施設は犯罪の標的となりやすい傾向
にあり、安全なサプライチェーンを構築することはビジネス
拡大の前提条件として、極めて重要なテーマとなっています。

こうした社会背景を踏まえ、世界最大級の検査、検証、試験、
および認証機関であるＳＧＳグループの日本法人、ＳＧＳジャパン
株式会社は、セコムとの共同研究の成果に基づき、サプライ
チェーンに関わる新しいセキュリティ基準として「ＳＧＳ施設
セキュリティ評価基準」を2018年２月に策定しました。物流事業
者は、「ＳＧＳ施設セキュリティ評価基準」に基づく、対象施設の
フィジカルセキュリティレベルの評価登録証を取得すること
で、施設の安全性を取引先に対し客観的に立証することが
できます。

一方、セコムと沼尻産業は、事業協創プロジェクト「アクション
Ｓ」において、"地域内物流におけるセキュリティ・ロジスティクス・
サービスの開発"をテーマに協創に着手。その一環として、
機密文書の原本保管・原本整理・オンデマンド送信・電子化
クラウドサービスを融合したアーカイブシステムを提供する
沼尻産業の「つくばアーカイブセンター」の安全性向上に取り
組み、「ＳＧＳ施設セキュリティ評価登録証」を取得しました。

重要書類やデータを預かるアーカイブセンターとして企業や
官公庁、医療機関、研究機関などさまざまな顧客からの期待に
応えるために、沼尻産業はセコムの支援のもと、監視カメラ、
出入管理システム、機械警備システムなどのフィジカルセキュリ
ティを強化すると同時に、安全管理体制の見直しを実施。ＳＧＳ
グループが目指す、「ＳＧＳ施設セキュリティ評価基準」の世界
展開に向けた記念すべき第一号の案件となりました。また、
新たに2021年3月竣工「つくばゲートウェイ」で取得しています。

SGS施設セキュリティ認証

認証取得済物流施設 つくばゲートウェイ

認証取得済物流施設 つくばアーカイブセンター
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人と環境に配慮した物流施設をお客様に提供することは、当社の責務だと考えています。太陽光を始めとする再生エネルギーの
活用に加え、できるだけ環境負荷を低減したエネルギー効率の良い物流施設の開発に、積極的に取り組んでいます。

太陽光発電量表示パネル

LED照明の導入 ダブル折板屋根

耐熱サンドイッチパネル 断熱材埋設床

谷田部物流センター

沼尻産業の社会的責任　―環境への取り組み―

人と環境に配慮した施設づくりを行なっています。

物流効率化法認定マーク

※掲載内容は一部実績です。 ※掲載内容は一部実績です。

物流施設の屋根、屋外発電所には合計39,832枚の太陽光パネルを
敷設しており、その発電能力は年間6,513,488kwhを超えます。
これは、一般的な家庭の約2,170世帯分の年間使用量に相当し、
石油火力での発電と比較すると、年間約2,393トンのCO2排出量
削減効果となります。
杉の木に換算すると約179,682本に相当する、クリーンエネルギーの
供給に貢献しています。

太陽光発電プロジェクト

長寿命・省電力を実現したLED照明の導入により、電気代は約45％削減できます。これにより、ライフサイクルにおける環境負荷（CO2換算）は、従来の
30％以下になります。また、倉庫の外壁・屋根・床の3方向の耐熱性能を向上させることにより空調エネルギーを低減し、温暖化防止に貢献しています。

世界的な脱炭素社会の実現に向けて、現在、太陽光発電事業に
加え、バイオマス発電や風力発電などの再生可能エネルギー事業に
ついても積極的に事業展開に取り組んでおります。

再生可能エネルギー事業

国による取り組みとして、物流と環境負荷低減の対策案「流通業務の
総合化及び効率化の促進に関する法律」（以下、物流総合効率化
法）が2005年10月に施行されました。
これは、物流を総合的かつ効率的に実施することにより、物流コストの
削減や環境負荷の低減等を図る事業に対して、その計画の認定、関連
支援措置等を定めた法律となります。
当社が新設した物流施設では、荷さばきの合理化を図る設備及び情報
処理システムによる商品の一括集中管理を行うことで、大幅な物流
コスト削減、リードタイムの短縮を図り、お客様の需要に応じたきめ
細かい輸送体系を確立させることにより、
環境負荷の低減を図ることを目標に掲げ
ました。
その結果、2013年8月1日谷田部物流セン
ター、2015年2月4日つくばアーカイブセン
ターが、物流効率化法の認定を受けること
ができました。

物流効率化法認定

敷地内の植栽などを充実させることで、緑豊かな環境と憩いの場を
提供するとともに、CO2削減にも貢献しています。

緑化計画

広 と々した事務所や、見晴らしの良いレストラン兼カフェ（120名収容）、
快適に作業ができる空調を備え、充実した職場環境を提供しています。

快適な職場環境づくり

省エネルギーへの取り組み
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沼尻産業の社会的責任　―事業継続― 沼尻産業の社会的責任　―社会貢献活動―

企業は、災害や事故で被害を受けても、取引先等の利害関係者から、重要業務が（なるべく）中断しないこと、中断してもできる
だけ短い期間で再開することが望まれています。事業継続を追求する計画を「事業継続計画」（BCP：Business Continuity 
Plan）と呼び、当社も取り組みの目的を明確にし計画的に実施しております。

あらゆる脅威に対応する、盤石な体制を築いています。
私たち沼尻産業グループは、事業を通じて社会に貢献することはもとより、企業市民として、より良い社会の実現に貢献するため、
経営理念に基づき、継続的な社会貢献活動に取り組んでいます。また、地域のリーディングカンパニーとして、信頼される企業で
あり続けるために、地域とコミュニケーションを図りながら共生していくことを目指し、健全な持続的発展に寄与する社会貢献
活動を積極的に推進していきます。

社会から信頼される企業であり続けるために

※掲載内容は一部実績です。

1. 従業員・家族の安否確認を行い安全安心を確保する。
2. 迅速な復旧活動の目標及び復旧時間を決め、顧客の要求に応え信頼を維持する。
3. 地域社会、同業他社と協力して復旧活動を行う。
4. 被災支援物資の物流拠点として社会的責任を果たす。

当社の事業継続計画(BCP)の目的 

災害用発電機からの電力を供給することにより
 ・ 停電時には、倉庫内EVや垂直搬送機などへの電源供給が可能と
　 なり、物流センターの機能維持ができます。
 ・ 自家給油所、給排水設備への機能維持が可能となります。

非常用発電設備

防災設備

自家用給油所(容量：30KL)を設置し、災害時にもトラック等へ燃料を
安定的に供給することが可能となり、物流センターの機能を維持でき
ます。

自家用給油所

主な社会貢献活動

① ②

④③

⑤ ⑥ ⑦

①東日本大震災直後の救援物資輸送
2011年3月20日、つくば市からの要請により、福島県相馬市へ
自社トラック・ドライバーが救援物資の輸送を行ないました。

②つくばユナイテッドSun GAIA スポンサーシップ
つくば市に本拠地を置くプロバレーボールクラブ“つくばユナイ
テッドSun GAIA”のトップスポンサーとして、チームを支援しています。

③つくば子供基金創設
創業50年記念事業の一環として、養護施設に在籍している子
どもたちの進学、就職の支援を目的に基金を創設しました。

④つくば産業フェアへの出展
つくばで作られた商品やサービス、特産品等を展示紹介し、相互
交流・産業振興を図るつくば産業フェアに毎年出展しています。

⑤研修者受入れ
日本経団連事業の一環でタイ、ラオスから研修者を受入れ、
日本的経営や人事政策を修得する機会を提供しました。

⑥まつりつくばへの協賛
日本の神輿やねぶたを地元つくば市で再現しようと毎年8月に
開催されているまつりつくばに毎年協賛しています。

⑦会社周辺の清掃活動
社員が毎朝、会社周辺の清掃を行い、地域の美化活動に取り
組んでいます。

■衛星電話
緊急時における通信手段を
確保します。

■バックアップシステム
データ損失を未然に防ぐため
に遠隔地でデータを管理して
います。

■非常用
　飲料水生成システム
　「WELLUP」
敷地内に掘った井戸や水槽・
河川から取水・ろ過し、飲料
水を供給します。

■災害用マンホールトイレ
敷地内のマンホールのフタを
外し、枠に簡易トイレ（洋式）を
設置するだけで利用できます。

■かまどベンチ
腰掛け板を外し、炊出しかまど
として使用できます。
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個人向けサービス・グループ会社

迅速・正確・柔軟な対応で暮らしに安心をお届けします。

私たちはお客様の思いをのせて運びます

☎029-837-0101

つくばオートサービス 検 索

☎0480-92-6611

ウチダフレイト 検 索

0120-34-1501

つくば クイックオフィス 検 索

2021.11

ご家庭の収納スペースには限りがあります。
そこでお役にたつのが「暮らしの倉庫」。
倉庫事業で培ったノウハウで、お客様の
大切な品物を最適な環境で安全・確実に
お預かりします。

暮らしの倉庫

あなたの収納空間

0120-44-5539

暮らしの倉庫 検 索

つくば市に拠点を置く起業・独立を応援
する、郊外型レンタルオフィス「クイック
オフィス」。
会議スペースや高速ネット回線・高機能複合
機など、快適な環境が整っています。

クイックオフィス

つくばで始める、すぐに使える

関東運輸局指定の民間車検場です。
“たよれる・たすかる”整備工場でありたい
と考え、技術・サービス・安心・価格の4つを
大切にし、安心してご来店頂ける整備工場
を目指しています。

株式会社つくばオートサービス

たよれる、たすかる

首都圏物流を担う埼玉の中核拠点。
創業70余年の実績を土台に物流の高い
専門技術とすばやい対応力でお客様の信頼
に応えます。

ウチダフレイト株式会社

荷物ひとつに愛情をこめて


