
三井物産グループの総合物流業者 “東神倉庫”

東神倉庫株式会社のトランクルーム文書保存サービスは40年以上の実績

「東神文書」と検索＜https://www.toshin-soko.co.jp/bunsho-hokan/＞

東神倉庫の

文書保存サービスのご案内

実務に「役立つ」、
災害に「備える」、
管理体制
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商号 東神倉庫株式会社

所在地 東京都品川区勝島1丁目5番21号

設立 1953年9月11日

資本金 120百万円

年商 1,783百万円（2022年3月期）

代表者 代表取締役社長 杉山 明裕

従業員数 100名（2022年6月現在 契約・パート・派遣社員含む）

事業所 ＜本社＞東京/品川区 ＜支店＞埼玉/さいたま市

事業内容 倉庫業、通関業、貨物利用運送事業

株主 三井物産グローバルロジスティクス株式会社

（三井物産株式会社100％出資）

＜東神倉庫沿革＞

1953年9月 ： 日機倉庫株式会社設立 資本金1,500万円

1963年7月 ： 東神倉庫株式会社に社名を変更して新たに発足

同年9月資本金を6,000万円に増額

1971年8月 ： 資本金を1億2,000万円に増額

1974年1月 ： 海外転勤社員の家財保管業務を開始

1976年11月 ： 美術品の保管業務を開始

1991年5月 ： トランクルーム認定業者となる

2001年8月 ： 東神サービス株式会社を吸収合併する

2005年6月 ： ISO9001を認証取得

2007年4月 ： 三井物産傘下物流3社（日東ロジ・京義倉庫・東神倉庫）統合による

トライネット・ロジスティクス株式会社（以下TNL）設立

2007年4月 ： 吸収分割によりTNL へ一部事業を継承

2010年3月 ： TNLが、東神倉庫株式会社の全株式を取得（100％子会社となる）

2013年9月 ： 創立60年を迎える

2017年4月 ： TNLは、三井物産グローバル・ロジスティクス株式会社に社名変更

2017年4月 ： 勝島支店トランクルーム事業室は、東神倉庫株式会社トランクルーム事業部

に事業移管となる（10年ぶりに東神倉庫株式会社に戻る）

2017年7月 ： ISO27001を認証取得

2018年7月 ： つくばアーカイブセンター開設

2018年9月 ： 船橋アーカイブセンター開設（2019年7月：ISO27001 認証取得）

御取引先は200社以上。大手商社、銀行、証券会社、信用金庫、大手メーカー、健康保険組合、病院等、
幅広い分野のお客様との長年に亘る取扱い実績と豊富なノウハウを基に、
皆様のお役に立つサービスを提供させて頂きます。
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お客様のオフィスや倉庫に眠る 文書 は勿論のこと、

什器備品 や 備蓄品 も
期間を問わず１点から お預かりします。

※全施設都心より90km圏内

◆保管場所 船橋ｱｰｶｲﾌﾞｾﾝﾀ ｰ ：

住所：千葉県船橋市＊＊＊

◆保管倉庫 鉄骨造 4階建 新耐震基準適合（1986.5）

◆新耐震基準 昭和56年6月1日以降に改正建築基準法の建築確認を受けた建物
震度5では損壊しない。震度6強～7でも建物が倒壊・崩壊しない。

◆取 扱 品 重要機密文書、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃｰﾌﾟ、什器・備品、美術品、残置家財 等

◆認証資格 ISO/IEC27001（ ISMS） 2013年度版認証 取得

◆保管環境 収容可能数 24万箱 （船橋最大級）
空調完備（夏場空調）
２階フロアは、海抜9.5ｍ（地上は、海抜4ｍ）

優位な立地
文書原本を保管するｱｰｶｲﾌﾞｾﾝﾀｰは海岸から50km、海抜20mに立地
被災リスクの削減と良好なｱｸｾｽを両立します。

家財コンテナの保管
海外駐在員の方向けに家財お預かりします。24時間温度管理、0.5坪から保管可能

船橋アーカイブセンターの外観

貴重品倉庫

貴重品 保管に最適な

『耐火＆温湿度管理保管庫』 を倉庫内に完備

一定の温度・湿度で保管ができます。

船橋アーカイブセンターの内観

船橋アーカイブセンター

つくばアーカイブセンター
(提携先：沼尻産業株式会社)

大宮支店
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•耐震耐火倉庫でのお預かり

•倉庫内に温湿度管理＆耐火保管庫完備堅牢

•防犯カメラによる24時間監視

•IDカードによる入退出管理

•セキュリティーを強化した専用車による集配送網

安心

•専用車にてご指定場所への集配送 ※東京23区内

•専用システムにて一元管理（システムより依頼可）

•電子化サービス ・ 閲覧室あり
便利

•倉庫業約70にわたる実績

•三井物産グループのネットワーク活用
総合力

文書保存箱の新規預入手順（基本） 東神倉庫の強み

文書保存箱の取出手順（基本）

文書の文書保存箱詰め作業
※代行サービスあり１

WEBシステムより情報登録＆ご依頼
※登録代行サービスあり2

専用便にて翌営業日に集荷
※専用便範囲は東京２３区内3

WEBシステムより検索＆ご依頼１

専用便にて翌営業日にお届け
※専用便範囲は東京２３区内2

再度倉庫へお預けいただく際は、
WEBシステムより対象の箱を選択してご依頼いただくのみ
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◆厳格な機密保持下での廃棄処理

・ 溶解施設への持ち込み、機密文書抹消処理を代行いたします。
・ 書類、段ボールは、未開封のまま溶解し、古紙として生まれ変わります。
・ 貴重な紙資源の有効再利用であり、地球にやさしい再生リサイクルです。
・ 再生リサイクルしておりますので、産業廃棄物ではございません。

◆保存期間満了の１ヶ月前に、事前通知

・廃棄期限の１ヶ月前に、ご担当者様へ廃棄確認メールをお送りします。
⇒お客様にて廃棄となる文書箱を毎月管理することができます。
弊社へ廃棄のご依頼をいただいた文書箱のみを廃棄処理致します。

◆『溶解証明書』の発行

・機密文書抹消処理後、『溶解証明書』を発行致します。

③閲覧室サービス

文書箱ごと溶解処理工場にて処理するため、開封せず溶解処理されます。

②機密文書抹消処理サービス

◆倉庫の閲覧室をご利用できます。

・ 直接、箱の内容をご確認、文書箱整理を行う場合にご利用ください。
閲覧時間：9時～17時、空調完備
※セキュリティ確保の為、倉庫内に別室ご用意しております。

④機密文書の廃棄処理サービス（直接廃棄）

・ お客様のオフィスへ直接、
不要文書箱をお引取りに伺います。

⑤文書専用箱（空箱）

・ 東神倉庫の専用文書保存箱をご用意しております。
箱サイズ：W43×D33×H29㎝ ※A4幅3センチファイル約24冊収納

・ お客様がお持ちの文書箱でもお預かり致します。
専用箱に拘りません。
箱サイズや箱の強度を考慮の上、適切な保管方法をご提案します。

⑥電子化サービス 次貢に詳細あり

・ 紙媒体をデータ化します。
電子契約以前の契約書の電子化等にご利用ください。

・ 小口でも喜んで承ります。

◆各種依頼受付 WEB版文書保存システムをご利用
東京23区内サービス）依頼時間 16：00まで ⇒ 翌営業日に集配送

16：01以降 ⇒ 翌々営業日に集配送

◆文書専用車による集配
当社専用ルート便にてお客様のデスクまで集配送を行います。
お急ぎの場合は弊社までお電話ください！
柔軟な対応を心掛けております！

①集配送サービス
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⑥Cubic保管サービス

・ 部屋ではなく、空間を貸し出すサービスです。なので物量変動に強い！
・ 事務所に埋もれた什器、備品をお預かり、取りに来る必要なく、
弊社専用便にて集配送（東京23区内）



⑥電子化サービス

スキャニングセンター（品川区）にて受取

専用便にて集配送

専用便は東京23区内運用
（東京23区外は路線便等の
他の運送会社を起用）

＜スキャニング基本仕様＞

スキャン方式：ADF、フラットベッド読取
解像度：200dpi～最大1,200dpi
ファイル形式：PDF/A、JPEG、TIFF
OCR付加：可

リネーム方法やファイル化方法、リスト作成etc.
ご相談ください！電子帳簿保存法に対応したシ
ステムへの取込みデータ作成も対応可能です。

貴社本社・支店・センターetc.

原本の取扱い データの取扱い

船橋アーカイブセンターにて保存

文書箱保存
サービスへ

・ご指定のファイル件名を作成してのご提供等、
御要望に合わせてカスタマイズさせていただきます。

・データとは別に件名の一覧リストをエクセルやCSVでご提供可能です。

＜データ提供方法＞（オプション）

・HDD（有償）納品
・SharePoint（無料）を利用してのデータ転送
・他社ストレージへのアップロード（検討中）

・登録支援代行サービス利用可（オプション）
→ ファイリング、箱詰め
→ システムへの情報登録

スキャニング
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◆【通常版】と【照査機能版】の2種類ございます。

・ 内部統制対応の一環として、重要文書や機密度合いの高い文書等、
照査が必要な書類を扱う際の業務プロセス（いつ、誰が、何の為に、
誰の許可で）を明確にするために、ワークフロー管理機能搭載

※アカウントの設定例

お客様の社内承認ルートに合わせてカスタマイズ可能です。
弊社担当者より詳細をお伺いし、説明させていただきながら、設定致します。

文書保存システムのご紹介

◆メール、電話いらず。
WEBよりログインし、各種依頼が実行できます。

・ 新規保存箱登録
・ 各種依頼（保管・出庫・再保管・廃棄・閲覧など）
・ 検索（箱名・ファイル名・廃棄期限など）
・ 履歴検索
・ 直接廃棄
・ 空箱依頼
・ CSV一括登録 ←大量の入庫登録を簡略化できます。
・ 内容変更（登録データの内容変更）
・ 依頼者情報登録
・ 照査機能

ベリサイン（SSLサーバ証明書）でWEBサイトとの通信を暗号化

文書保存システムのインターフェイス例

在庫表もシステムより出力できます。

廃棄期限到来状況が一目で分かります。
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御覧頂き、誠にありがとうございました。

電子化の時代のなか、データ化しても捨てられない文書はまだまだございます。
弊社サービスのご利用で固定費削減のお役に立てれば幸甚です。

よろしければ、御社の状況をお伺いした上で、料金を試算させて頂きます。
ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
ご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。

東神倉庫株式会社
トランクルーム事業部 トランクルーム室 担当：沼澤
保存文書受付：03-3766-6963 E-mail：k.bunsho@mitsui-gl.com

東神倉庫のサービスメニュー

☆ 定温物流サービス
あらゆる温度帯と最適な物流拠点をコーディネイト

☆ トランクルームサービス
＜文書保管＞ 実務に「役立つ」災害に「備える」管理体制

＜映像関連資産保管＞ 映像関連保管のさまざまなニーズに対応

＜家財保管＞ 法人向け契約 海外転勤の強い味方

☆ メディカル物流サービス
物流の側面から社会貢献を目指します。

☆ 大宮支店
流通加工を主体とした製品の検査代行・包装、詰替、梱包、発送

定温物流 トランクルーム

メディカル 大宮支店
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