機密書類 保管＆廃棄はお任せください
オフィス空間の有効活用に
｢持つ｣から｢託す｣へ
手間を省いて経費削減！
必要な書類は、
すぐにお手元へ

サービスのご案内 Vol.6

安心とコストの両立

１箱１円から…最安値に挑戦中！

事業者様と同じ

お得な保管料で、
個人様も

全国
対応
※一部地域を除く

ご利用可能です。
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コストの削減

高価なキャビネットや倉庫が不要となります。オフィスも広々と活用でき、家賃の削減もでき
ます。

個人情報、機密情報を守る

一番多い情報漏洩は社内からです。外部保管で漏洩リスクも解消できます。

書類管理から解放

ネットからシステム利用で全ての保管箱が一目瞭然です。書類の内容、保管期限などで検索
も可能です。
また、画像やエクセルシート、
ＰＤＦなども保管箱に関連して登録可能です。

書類管理のセキュリティ向上

ネットから、
「ＩＤ」
「メールアドレス」
「 パスワード」の一致でシステムにログイン。他部門から、
書類の入出庫などできなくすることも可能です。

廃棄まで一貫引き受け

保管期限が到来しましたら、
システム上にご案内いたします。期限延長・出庫・廃棄などご指示
ください。廃棄の場合は、即時溶解による廃棄で安心です。

弊社はプライバシーマークを取得し、官公庁様や大手企業様をはじめ個人様などあらゆるニーズに
対応した保管サービスをご用意しております。

お預かり10,０００社、
15０万箱 これが信頼の証です。
来社いただき倉庫の保管状況をご覧いただけましたら、一目瞭然でご安心いただけると思います。
ぜひ一度、見学ください。
スタッフ一同お待ちしております。

ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。
9：00〜17：30（日・祝除く）
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0120 - 405 -132
フリーダイヤル

ショコ

ヒミツ

30年の実績、
こんな点が優れています
弊社の場合

他 社 様 の 多く

保管状況は…

最新式免震構造の移動棚で効率保管を実現。保管箱を
傷めません。

パレット上に５段ほど積み重ねるのが一般的。
保管箱が潰れるリスクあります。

保管料金は…

他社には無い、1箱単位、保管日数のみの料金システム
で無駄がありません。

１月単位の請求で、
１日の保管でも１ヶ月分の
保管料がかかります。

集配料金は…

無料集荷キャンペーン継続中です。
出庫も弊社一部負担の格安料金です。

１箱につき、1,000〜1,500円程度の送料が
一般的です。

システムは…

30年の実績から充実した安心のシステムを構築。多様
な検索が可能です。
また、箱データには、画像やエクセ
ルシート、PDFなども登録でき、便利に利用できます。

弊社システムと比較ください。

緊急で書類が見たい…

来社はもちろん、
ネットワークカメラ2台を利用し、お客
様のパソコンやスマホで遠隔閲覧できるサービスもご
用意しています。
（6ページ）

FAXまたメール送信で、倉庫側パソコンなど
に資料が残る。
また、外部の者が書類に触れる
様子がわからないなど心配では？

災害対策は…

地震に強い免震構造の電動移動棚使用で安心です。

パレット上や固定棚が多い。災害時の荷崩れ
が心配では？

● 保険など
弊社では創業以来、情報漏洩の事故などありませんが、
より安心してご利用いただく為に万が一に備え、
２億円の賠償保険
に加入しております。
また、保管箱１箱に対して、
１万円の火災保険と盗難保険にも加入しております。
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5,000万円

革

昭和63年 4月

日産プリンス大阪販売（株）
が雇用拡大を目的に
国内大手損害保険会社8社と共同出資で設立

主要取引先

平成元年 4月

倉庫業の許可、
トランクルームの認定を受け営業開始

平成 6年 7月

二番目の倉庫を増設（現在の豊中第一倉庫）

平成14年 3月

倉庫を増設（現在の伊丹第一倉庫）

平成19年 8月

一番目の倉庫移転のため増設（現在の伊丹第二倉庫）

平成19年 8月

豊中第二倉庫を増設

平成20年 7月

プライバシーマーク認証取得

平成20年10月

日産大阪書庫株式会社より社名変更

平成23年 4月

伊丹第三倉庫を増設（伊丹第二倉庫隣地）

平成24年 9月

豊中第三倉庫を増設（豊中第二倉庫隣地）

平成28年 5月

豊中第四倉庫を増設

令和 3年10月

神川町第一倉庫を増設（埼玉県児玉郡）

静脈認証やICカードによる入退室管理。
また防犯カメラで非常時に対応。

日産販売店・保険会社・官公庁・弁護士事務所・会計事務所・建築関連・病院・保険組合・金融機関・カード会社・商社・学校・
人材派遣会社・他
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全国対応サービス 事業者様向け

書類保管

事業者様向け 全国対応

http://www.syorui-kanri.com

（詳細はＨＰをご覧ください）

こんなお困りごとはありませんか？
書類がいっぱい・整理する暇がない

全国対応サービス 個人様向け

1箱から大量保管まで柔軟な対応が可能です。

専用箱は不要です。箱サイズによる１日単位の料金システムを採用しています。

スタート時のコストを抑える集荷無料キャンペーン継続実施中です。
保管数により、お安くなる多数割引もご用意しています。
（5ページ）

拠点が全国にある場合も一元管理が可能となります。

書類を探すのに時間がかかる・見つからない
箱データを登録しておけば、検索で簡単に必要な書類箱が見つかります。
翌日には手元に届きますので、たいへん楽になります。

職場を離れ書類を探すのは、貴重な時間と人件費の無駄です。

廃棄して良いのかわからない
箱データに保管期限を登録しておけば、期限が到来しましたらシステム上でご案内いたします。
期限延長、出庫、廃棄などご指示ください。廃棄の場合は、即時溶解による廃棄で安心です。

ホームページに動画をご用意しています
倉庫の様子

保管棚の様子
入出庫の様子

などご覧になれます。

弊社担当者からみなさまへ
長年、機密書類保管倉庫に特化して運営してきました中で、

「もっと簡単に書類を保管したい」
「無駄な費用は削減したい」

「情報漏洩が心配」など、日々多数のお声をいただき、
ご要望に沿うように努めています。
より便利に、
ご満足いただける書類保管はないかと考えたのが当プランです。

少量からお試しいただき、数が多くなれば自動的に割引されるのでコスト面でもご満足いただけると
思います。
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全国対応サービス 事業者様向け

ご利用の流れ
1 ネットから会員登録をお願いいたします。

集荷無料

画面に従い進んでいただけましたら、すぐに登録完了し、
ご利用いただけます。

キャンペーン
キャンペーン
継続実施中
継続実施中

2 保管箱の登録

3 入庫
（＝集荷）
のご依頼

ショッピングカートのように登録済の箱から選択いただき、
引取希望日などお知らせください。

全国対応サービス 個人様向け

箱番号、箱内容などをご登録。詳細はセキュリティエリアと
なっていますので弊社でも見ることができません。
箱データには、画像やエクセルシート、
ＰＤＦなども登録でき、
便利にご利用できます。

当キャンペーンは、6ヶ月以上保管を目的とされるお客様を対象
とさせていただきます。また、北海道、沖縄、離島は一部ご負担と
なります。
宅配料金の高騰など社会情勢により、不本意ながら一部ご負担
お願いする場合があります。
（2018年4月見直し済）
●入庫時は送料をご請求せず、万が一 6ヶ月以内に出庫された
箱は、出庫送料と入庫送料をご請求させていただきます。

4 集荷に伺います
送り状の記入は不要です。
（弊社手配の場合）
5 倉庫に保管
箱ごとにサイズを測り、QRコード入りのラベルを貼り、保管場所をシステム
に登録します。

書類箱が手元に必要となった場合

入庫時と同様、簡単に出庫のご依頼が可能です。

保管期限が到来した場合
システム上にご案内いたしますので、
ご担当者様で、期限延長・出庫・
廃棄のメンテナンスをお願いいたします。
廃棄の場合は、管理者様へメールが送信されますので、ご承認を
お願いいたします。
（弊社では、廃棄は特に重要と考えていますので、管理者様に承認を
お願いしています。）

書類管理システム

書類廃棄には、発生により2タイプあります。

❶ 弊社で保管中の書類箱の廃棄 ……これが上記に相当します。
❷ お客様で保管中の書類箱を回収して廃棄 ……こちらは8ページご案内のサービスとなります。

お支払いは月末締めの後払い。保証金や契約期間はありません。
無料会員登録からお気軽にスタートください！
！
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全国対応サービス 事業者様向け

書類箱の保管料金 保管料は、なんと1日1円から！
箱の入出庫などなければ保管料金のみとなります。

書類箱3辺の合計

1日の保管料

（縦＋横＋高さ）

80

〜

80ｃｍ未満

〜

90ｃｍ未満

全国対応サービス 個人様向け

※ 90

〜 100ｃｍ未満

※ 100

〜 105ｃｍ未満

105

〜 110ｃｍ未満

110

〜 115ｃｍ未満

115

〜 120ｃｍ未満

消費税は別途必要となります。

（円/1箱）

1.00
1.30
1.65
1.90
2.15
2.50
2.80

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

2.0 円
2.6 円
3.3 円
3.8 円
4.3 円
5.0 円
5.6 円

※印は、特に多いサイズです。保管料の左側は割引適用後の料金です。
その他のサイズにつきましては、ホームページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

多数保管割引

月末の保管数に対し、下記の割引が自動で適用されます。
多数保管でさらにコスト削減を。
一括払いの長期保管もご用意しています。
（7ページ）

50 〜

99箱

10％ＯＦＦ

100 〜

199箱

20％ＯＦＦ

200 〜

499箱

30％ＯＦＦ

500 〜

999箱

40％ＯＦＦ

1,000 〜 4,999箱

45％ＯＦＦ

5,000 〜

50％ＯＦＦ

当社販売の書類箱を使用の場合

高さの異なる4種類の書類箱をご用意しています。
お求めやすい価格で、長期保管に最適な、積み重ねにも強い強化タイプです。
少し保管料をお安く設定しています。

サイズĪެī
レギュラー（R）サイズ 54/6Ŀ43/6Ŀȯ38dn
Ａサイズ

41×35×高さ23ｃｍ

Bサイズ

41×35×高さ27ｃｍ

Cサイズ

41×35×高さ31ｃｍ

上記書類箱の販売価格は、1箱200〜220円です。
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1日の保管料

1.75〜 3.5円 (1.9〜3.8円）
1.50 〜 3.0 円 (1.65〜3.3円）
1.75〜 3.5円 (1.90〜3.8円）
2.00 〜 4.0 円 (2.15〜4.3円）
（

）内は、割引前の保管料です。

レギュラー（Ｒ）サイズ

Ａ4サイズのファイルを、背表紙が見える状
態で無駄なく収まります。ファイルなしで
あればＡ4サイズが横に並び、Ａ3サイズは
折らずに保管できます。

全国対応サービス 事業者様向け

保管料以外の費用について
● 入出庫荷役料 入庫時 出庫時 廃棄時 閲覧時
倉庫の棚に書類箱を
「入れる」
「出す」
の作業料になり
ます。1回1箱につき50円となります。

集荷無料

キャンペーン
キャンペーン
継続実施中
継続実施中

0

● 出庫時送料 出庫時
1箱のお届けにつき、下記送料が必要となります。
書類箱の入出庫時の送料

全国対応サービス 個人様向け

円
● 入庫時送料、集荷手配料 入庫時
スタート時のコストを抑える集荷無料キャンペーンを
継続実施中です。

当キャンペーンは、6ヶ月以上保管を目的とされるお客様を対象
とさせていただきます。また、北海道、沖縄、離島は一部ご負担と
なります。
宅配料金の高騰など社会情勢により、不本意ながら一部ご負担
お願いする場合があります。
（2018年4月見直し済）
●入庫時は送料をご請求せず、万が一 6ヶ月以内に出庫された
箱は、出庫送料と入庫送料をご請求させていただきます。

700 円
850 円
1,000 円

〜 100ｃｍ未満
100 〜 110ｃｍ未満
110 〜 120ｃｍ未満

その他のサイズは、ホームページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

● 閲覧費用
保管棚から出入りしますので、1箱につき入出庫荷役料50円が
2回発生します。
● 廃棄費用
1箱300円が必要となります。

遠隔閲覧
来社しての閲覧はもちろん。お客様の手元にあるパソコンやスマートフォンと弊社のネットワークカメラ

を利用して、
遠隔で閲覧できるサービスをご用意しています。安心してご利用いただけるように2台のネット

ワークカメラを利用して、閲覧室の様子と必要な書類を同時にご覧になることができます。

他社様のサービスによくある書類を電子化しメールするサービスやＦＡＸサービスでは、倉庫側に情報が

残ったり、誤送信してしまう危険がありますが、
このサービスですとお客様でご使用パソコンのみ画像とし

てデータを残すことが可能です。情報漏洩の面で安心してサービスをご利用することができます。
通常の閲覧費用に、10分ごと500円が加算されます。

！

業界初
専用のお部屋を設けています。

2台のカメラで動作をご確認できます。

細かい文字までご確認できます。
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全国対応サービス 事業者様向け

書類の長期保管でお困りの事業者様、士業様へ

長期多数割引プランのご案内
債務整理、破産、清算、倒産などで発生した書類を、

払で
一括お支
最大

FF
O
％
0
5

一定期間の保管が必要な弁護士事務所様、公認会計士様、

税理士様などで便利にご利用いただける書類保管プランです。
その他の事務所様で、同様に一定期間の保管が必要と

される場合にも最適です。

少ない箱数でも長期保管することで大幅な割引適用され

全国対応サービス 個人様向け

格安保管ができます。

箱数×年数を総箱数とみなして
割引適用します！
◎長期一括多数割引適用 の保管料金例（税別）

Aサイズ（保管料3円/日）30箱を7年間保管の場合（≒210箱として計算。割引は5ページ）
3円×30箱×30日（1月30日計算）
×12カ月×7年×30％引き＝158，760円

◎通常料金と長期一括多数割引適用料金との差額

226,800円（通常）
−158,760円（割引適用）
＝68,040円もお得！
！
（月額2,700円）

（月額1,890円）

一括お支払の長期保管をご希望のお問合せが多くありましたので、
お得な新プランを設けました。

◎割引適用条件（下記を全て満たす方）
3年以上の長期保管をご検討の方
保管期限が到来した場合の処理を、
【廃棄】
もしくは
【返却】
を選択できる方
保管費用と廃棄費用または返却費用をセットで、一括お支払いただける方
詳細はホームページにてご確認ください。

個人様向け 家に居ながらトランクルーム 全国対応
http://e-box24.syorui-kanri.com （詳細はＨＰをご覧ください）
個人様のこんなお悩みを解決いたします！
● 倉庫を借りる程では無いが・
・
・
● あまり使用しない物がたくさんある・
・
・
● 車が無いのでトランクルームへ行けない・
・
・
● 子供の記念品などで、
いつかまた見たいので捨てたくない・
・
・

保証金や契約期間はありません。
無料会員登録からお気軽にスタートください！
！
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全国対応サービス 事業者様向け

不要な書類で、オフィススペースを無駄にしていませんか？

書類廃棄回収サービス（東京、大阪自社便回収・他）
1箱からシステムにログインで簡単に回収依頼できます。

1箱300円〜

個人情報保護法が施行され、
個人情報の識別できる書類の適切な処理が求められています。安易な委託は、
思わぬ
所から情報が漏洩する危険があります。不要になった書類の廃棄方法やコストの見直しをお考えの際は、
プライバシー
マーク取得の弊社をご検討ください。

︵申し訳ありませんが︑個人様は書類廃棄回収サービスの対象外となります︶

年間2,0００トン以上の古紙リサイクルに貢献しております。

1箱から回収に伺います。

専用トラックなどでスタッフが機密書
類溶解工場へ持ち込みます。

書類箱のまま溶解処理します。
スタッフ
が見届けますのでご安心ください。

溶解処理
（リサイクル）
できる内容は、紙類です。
紙ファイル、クリップ、クリアファイル、紙ファイルに
つく金属などはそのままで大丈夫です。
■廃棄
（溶解）
証明書は、
システムより無料で印刷できます。

お客様の書類から
生まれ変わった再生紙の販売

理
マイナンバー管
にも配慮！

内容物も
表示、
およその重量の
追記できます。
印刷時に自由に

■プラスチック、
金属など不純物の混入が無ければ、
原則分別することなく書類箱ごと溶解処理できます。音や重さ
などで不純物と疑わしい場合は、
抜き取り作業
（弊社スタッフにて）
が必要となります。
また、
不純物が多量に含まれた
場合は、
別途処理費用や返却費用が発生いたします。
■立会確認とは、
お引取り時に内容物を確認し、
以降は未開封のまま書類箱ごと溶解いたします。
（自社便のみ対応可）
■エレベーターが無い、有料駐車場内に引取場所があるなど条件により割増料金が発生する場合がございます。

主なサイズ別の書類箱廃棄料金例（1箱の料金・税別）
縦＋横＋高さの３辺合計

廃棄料金

特別料金

通常処理

通常処理・立会確認

0 〜 90ｃｍ未満

900円

300円

90 〜 100ｃｍ未満

1,000円

400円

100 〜 110ｃｍ未満

1,200円

500円

110 〜 120ｃｍ未満

1,400円

700円

120 〜 130ｃｍ未満

1,600円

900円

お問い合わせ
ください

お問い合わせください

130ｃｍ〜

東京のサービスエリア （主に火・水・木曜日）
1箱から 中央区、
千代田区、
港区、
新宿区、
渋谷区
20箱以上 品川区、
台東区、
文京区、
江東区

大阪のサービスエリア （月〜土曜日）
1箱から 大阪市全域
10箱以上 大阪市隣接と兵庫県の一部など *¹
20箱以上 上記周辺と京都の一部など *²

引取り時間指定はできませんが、
自社便（グループ会社含む）などで
お安く設定しています。
エリア外でも、多数の場合はご相談ください。

＊1

豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市南東部
（山手幹線南側、六甲アイランド、
ポートアイランド除く）
になります。

＊2

京都
（中心部の中京区、下京区、南区）
、伊丹市、宝塚市、池田市、箕面市、茨木市、摂津市、寝屋川市、大東市、高槻市、枚方市、八尾市、松原市、
堺市、
高石市、泉大津市、忠岡市、大阪狭山市、藤井寺市、羽曳野市、和泉市、岸和田市、
貝塚市、熊取町、泉佐野市、富田林市、河内長野市
（新170
号線≒外環西側）
になります。
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●埼玉県児玉郡神川町

豊中第一倉庫

豊中第二倉庫

●大阪府豊中市服部寿町

豊中第三倉庫

豊中第四倉庫

● 大阪府豊中市原田南

伊丹第一倉庫

● 大阪府豊中市原田南

伊丹第二倉庫

● 兵庫県伊丹市森本

倉庫事務所

伊丹第三倉庫
● 兵庫県伊丹市鋳物師

● 兵庫県伊丹市鋳物師

● 大阪府豊中市原田南

● 大阪府豊中市服部寿町2‐20‐1
営 業 時 間 AM9 : 00〜PM5 : 30（日・祝休み）

環境問題への取組み
● 環境にやさしい、書類溶解による古紙リサイクル促進

機密書類の廃却は、溶解により再生紙として、トイレットペーパーなどにリサイクル。

● 省エネ照明による二酸化炭素排出量の削減

最新式の LED 照明を、事務所、トランクルームに採用しています。

● 自然エネルギーである太陽光発電の採用による二酸化炭素排出量の削減

大型倉庫、トランクルームの屋根上に太陽光パネルを設置しています。

（旧・日産大阪書庫株式会社）
西日本事業所

〒561−0857 大阪府豊中市服部寿町2−20−1
0120 405 132
ＴＥＬ.06 6866 2362 ＦＡＸ.06 6866 2350

東日本事業所

〒367−0241 埼玉県児玉郡神川町元原170
0120 405 132
営業時間 ＡＭ9：00〜ＰＭ5：30
（日・祝除く）

本

社

〒550−0015

大阪市西区南堀江4−21−14

◆グループ会社 株式会社サーフライン
（運輸）

〒561−0857 大阪府豊中市服部寿町2−20−1
ＴＥＬ.06 4866 6286

当社は、
セコム・ホームセキュリティの取次店です

20000408

