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◎化学品業界のお客様に最適な物流センターが稼動します。 

 危険物倉庫(約2,300坪)と一般物倉庫(約6,000坪)と 

 毒劇物と温度管理倉庫を併設した一体運営型物流センターを建設。 

【完成予想パース図】 

《お問合わせ先》  
  日立物流ファインネクスト株式会社  
  営業企画本部 営業開発部 
  〒１３５－８３７２ 東京都江東区東陽７－２－３１  
  ＴＥＬ：03-6675-3658 ＦＡＸ：03-6675-9516  

【担当】 

  西田 y-nishida@hitachi-transportsystem.com 

  山根 g-yamane@hitachi-transportsystem.com  

  前田  hir-maeda@hitachi-transportsystem.com 

 ■ 国内最大級の危険物倉庫群！ 
  慢性的な危険物倉庫不足により､分散保管している倉庫の集約が可能 

 ■ 危険物の配送ネットワークを構築！ 
  路線会社が敬遠する危険物を一般物と合わせ一括配送が可能 

【 敷地図 】 ■ 危険物倉庫：庇5ｍ 雨天対応  
→ 8棟（延床 2,300坪、敷地 6,441坪） 

■ 一般物倉庫：庇14ｍ 雨天対応 
→ 2階建（延床 6,000坪、敷地7,196坪） 

・ 内２棟に、温度管理保管 (15℃～25℃設定) 
・ コンプライアンス (消防法等) を遵守した最新設計 
・ 危険物分類は4類、5類、2類に対応予定 
・ 最新セキュリティカメラ導入による防犯管理 

・ 内1,000坪に温度管理保管 (25℃･13℃設定他) 
・ 天井有効高が6.5ｍで保管効率向上、・31台接車 

■圏央道 各高速道路をつなぐ物流網に 
   より、関東エリア配送に最適な立地  
   ・境古河ICより約4km (10分) 
    ・五霞ICより約6ｋｍ (10分) 
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千葉・神奈川方面へもアクセスが容易に！ 

■国道４号線バイパスまで約1km 

■ 毒劇物倉庫：危険物と一般物 対応 
■ 危険物の取扱いに熟練した作業員で管理 
■ 輸出入作業(コンテナバンニング等)に対応 

危険物:2017/2 
一般物:2017/5 
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首都圏ケミカルセンターのご案内 

■工業専用地域(周囲に住宅等が建設できない工業団地)に立地し 
  将来にわたり､安定した危険物管理が可能。 

【 立地 】 茨城県古河市北利根（北利根工業団地内）  

備　考

① 218 坪 一部毒劇物倉庫、2類

② 302 坪

③ 218 坪 空調設備(15～25℃可変)、5類

④ 302 坪 空調設備(25℃以下)

⑤ 302 坪

⑥ 302 坪

⑦ 302 坪

⑧ 302 坪

１階 2,979 坪 一部空調設備(25℃以上)

一部毒劇物倉庫

２階 2,979 坪 一部空調設備(13℃・25℃以下)
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危険物温度管理倉庫 
15～25℃ 520坪 
自家発電設備導入 

一般物倉庫 

茨城県古河市北利根8-4 
TEL 0280-23-6990 



首都圏ケミカルセンター ご利用のメリット 

日立物流ファインネクスト株式会社 

 ◎国内最大級の化学品物流センター規模。 
  ・危険物倉庫：2,300坪 
  ・一般物倉庫：6,000坪 
  ・毒劇物倉庫：内、危険物40坪、一般物100坪 
  ・温度管理倉庫 
   内、危険物520坪(15～25℃設定） 
    一般物1,000坪(25℃以上、25℃以下、13℃設定) 

多くの製品を同一敷地内で運営が可能です。 
 複数拠点での運営ロス(管理面・在庫量・車両等)を削減します。 

◎ＤＩＣグループ様、日立化成グループ様の物流業務(工場 
  付置業務、配送拠点業務等)を担当。 
 

化学品メーカーの物流子会社として培ったノウハウで 
安全に効率的な作業を行ないます。 

 
 ◎物流業務(協力会社品質管理、支払い等含む)の 
  一括アウトソーシングが可能。 
 ◎ＷＭＳ(倉庫管理システム)でＨＴ(ハンディターミナル)に 
  よるバーコード管理を実施。 
 

お客様の必要な管理基準に合わせ 
日々の物流管理指標の設定とシステム化を図ります。 

 

◎一般物倉庫にドックレベラー設置し、20、40フィートコンテナ 
 の取扱いが可能。 
 

日立物流グループのグローバルネットワークにて 
輸出入業務や海外現地物流の対応を検討します。 

 ◎国内最大級の危険物倉庫で2、4、5類の保管を申請中。 
 ◎定温、冷房、暖房設備で温度管理を実施。 
 ◎圏央道ＩＣが近く、首都圏地域への納品が可能。 
 ◎お客様製品の取扱いに必要な許認可申請を実施。 

日立物流グループの３ＰＬ(サード・パーティ・ロジスティク
ス)でお客様の特徴にあった物流体制を構築します。 

 3ＰＬ売上高国内ランキングで日立物流がトップとなっております。 
 (月刊ロジスティクスビジネス記事より) 

 ◎主要エリアは化学品の経験豊富な共同配送車両で納品。 
 ・首都圏エリア 35台、中部エリア 10台、関西エリア 33台 

危険物配送ネットワークで安全に納品いたします。 
 ◎その他エリアは協力会社便や路線便にて納品。 

 対象エリアを順次拡大してまいります。 
 ドライバーには危険物の取扱い方法と事故発生時の対処方法を 
 教育しております。 
 
 ※佐川急便グループと日立物流グループとの連携を推進中です。 

  
 ◎化学品業界のプラットホーム(共同化)を推進。 
 ◎化学品の専用センターとして建屋設計と運営フローを構築。 
 ◎コンプライアンス遵守で官公庁の許認可を申請中。 
 ◎近隣が住宅とならない工業団地内で長期的な運用が可能。 
 

お客様の物流パートナーとして、企業物流の日立物流グ
ループ 化学品担当会社として継続的な改善に努めます。 

 

【 こんなメリットが・・・ 】 

《 倉庫 》 
 ○危険物倉庫が無くて探している 
 ○危険物倉庫が足りず分散して借りている 
 ○毒劇物倉庫(危険物または一般物)を探している 
 ○温度管理ができる倉庫(危険物または一般物)を探している 
 ○自家の危険物倉庫が老朽化(既得権益で運用)している 

 ○物量が増加する時期の一時保管場所を探している 
 ○一般物倉庫を探している 

《 入出荷作業 》 
 ○出荷物量が小ロットで多頻度化している 
 ○荷姿が多様化(ドラム、ペール、１斗缶、kg缶等)している 
 ○ロット管理ができていない 
 ○輸入品の国内ラベル貼付など流通加工作業が必要だ 

《 輸出入業務 》 
 ○危険物の輸出入がある 
 ○輸出入品コンテナのバンニングとデバンニングが必要だ 
 ○海外から国内、国内から海外、海外から海外の一貫輸送を 
  検討している 

《 御社特性 》 
 ○繁忙期と閑散期で作業物量が大きく変動している 
 ○取扱いしている危険物の分類が多い 
 ○夏場の温度上昇が心配だ 
 ○冬場の温度下降が心配だ 
 ○北関東地区に納品先が多い 
 ○医薬部外品の保管が必要となる 

《 管理業務 》 
 ○複数物流業者と取引きがあり管理等が煩雑になっている 
 ○協力会社の安全品質管理が大変だ 
 ○物流ＫＰＩ(重要業績評価指標)管理を検討している 
 ○在庫があっていない 
 ○棚卸に手間がかかっている 
 ○各種データの入力と送信が手間だ 

《 配送 》 
 ○路線会社や宅配便が危険物なので運んでくれない 
 ○路線会社から値上げ要請がきている 
 ○将来を見据え路線便に頼らない配送手段を検討している 
 ○危険物と一般物を別々に納品している 
 ○自社製品だけでは貸切便の積載が悪化している 
 ○ドライバーが危険物配送に慣れていない 
 ○トラックが足りない 

《 物流改革 》 
 ○他社製品との共同物流(保管、作業、配送等)を検討している 
 ○破損、漏洩、紛失、誤納品等の品質クレームが多い 
 ○危険物や毒劇物管理のコンプライアンスを強化したい 
 ○BCP(事業継続計画)対応で内陸にセンターを検討したい 
 ○危険物倉庫の自家建設を検討している 
 ○危険物の増産を計画している 

【 こんなお客様に・・・ 】 



首都圏ケミカルセンター 危険物倉庫写真 

日立物流ファインネクスト株式会社 

①倉庫(2類保管可能) ①倉庫と一般物倉庫(建設中) 一般物倉庫(建設中) 

①②③④倉庫 通路 ⑤⑥⑦⑧倉庫 通路 保有空地(中央通路) 

②倉庫(4類保管可能) ③倉庫(定温管理15～25℃) ③倉庫(定温管理15～25℃) 

【1】 【2】 【3】 

【4】 【5】 【6】 

【7】 【8】 【9】 



首都圏ケミカルセンター 危険物倉庫写真 

日立物流ファインネクスト株式会社 

⑦倉庫(4類 ドラム保管) ②倉庫(4類 ダンボール保管) ④倉庫(温度管理25℃以下) 

⑧倉庫(プッシュバックラック) ⑧倉庫(プッシュバックラック) ⑧倉庫(プッシュバックラック) 

③倉庫(泡消火設備室) ④倉庫(消火設備室) 消火設備(粉末消火設備) 消火器 

自家発電設備 

③倉庫(5類保管) ①倉庫(2類保管) 通常倉庫(4類保管) 

荷卸作業① 荷卸作業② 

【10】 【11】 【12】 

【13】 【14】 【15】 

【16】 【17】 【18】 【19】 

【20】 【21】 【22】 【23】 

【24】 【25】 


