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物流の高速化、効率化、情報化は、 

あらゆる分野の企業が新時代に生き残るための重要な経営課題です。 

JFEは、モノと情報に関わるさまざまな事業で蓄積してきた自動化技術、 

メカトロニクス技術、システム技術を駆使して、 

新時代に対応する物流・流通システムの構築をお手伝いしています。 

その方法は、お客様のご要望にお応えするだけでなく、 

お客様の発想・構想の段階から参画し、 

お客様にとって最適な方法を探し出してご提案し、 

世の中に無いモノやシステムを 

新たに作り出す「ソリューションエンジニアリング」です。 

この手法をもとに、企画、設計、製作、建設、運転、メンテナンスまで、 

当社がトータルでお引き受けいたします。 

＜施設・システムづくり＞ 

お客様のニーズ 

調査・分析・収支予測 

基本構想・事業計画 

企画提案・機能の決定 

＜コンセプトづくり＞ 

詳細設計 

製作・施工 

検査・引渡し 

保守運営 

基本設計 

あらゆる立場で、あらゆる場面で物流や流通に関わることができる、 
それがJFEの物流・流通エンジニアリングです。 

物流・流通システムイン　　テグレーターです 
世の中の物流・流通事象を包括的にとりまとめ、全　　く新たな物流や流通のしくみを創造します。 

エンジニアリング会社で　　す 
最先端の手法、きめの細かい対応で、お客様に対し　　最適なエンジニアリングを提供し、最適な製品をアレンジします。あらゆる部門のエンジニアが 
横浜のエンジニアリングセンターに結集し、物流に　　対する如何なる問題も、広範囲な技術の総合力で解決します。 

メーカーです 
JFEは豊富な実績を誇る物流機械メーカーです。経　　験豊富な設計陣を多数有し、 
多くの実績を誇る社内工場、協力工場からは優秀な　　製品が続々と生み出されています。 

開発します 
世の中に無い物を創り出します。多様なニーズに対　　応し、 
技術的に未開拓な部分も積極的に切り拓いていきま　　す。 

建設します 
物流・流通システムの専門性を生かした各種施設を　　建設します。 
強力な建設エンジニアリング部門を有し、如何なるご要　　　望にも対処します。 

コンサルタントです 
物流管理士等各種資格認定者を豊富に揃え、物流・　　流通に関する各種コンサルティングを行います。 
特に市場エンジニアリング、物流センター建設、工　　場建設、物流業態診断、経営分析、防災コンサルティング業務では数々の実績をあげています。 
 

アプリケーション・サー　ビス・プロバイダ（ASP）です 
JFEは、お客様の付随業務のアウトソーシングに　　よる業務の効率化と、 
経営資源の集中化をお手伝いするビジネスモデル　　をご提示します。 
 

メンテナンスも万全です 
JFEの製品は汎用部品を多用し、特に制御システム　　 ではブラックボックス的な要素が極力無いように考慮されています。 
ですから故障の発生率が低く、またメンテナンス性、　 拡張性も良好です。さらに、きめ細かいメンテナンスを提供し、お客様の操業をバックアップします。 

品質管理は万全です 
当社は物流設備（保管機器、荷捌機器、搬送機器　　　および情報システム）に 
関して国際的レベルに沿った品質管理を実践して　　　おります。 
 

景観エンジニアリングを取り入れた流通施設 

花き市場 

高速自動仕分装置 

物流システムのシミュレーション解析 

JFE鶴見事業所内重量物自動倉庫 



全景 

Web取引画面 

花き卸売市場総合システム　東京都大田市場花き部 
 

花き卸売市場総合システム　大阪鶴見フラワーセンター 
東洋一の取扱高を誇る当花き市場は、JFEが開発した花き卸売市場総合システムで運営されています。その核とな
る自動セリシステムは、我が国初の本格的なもので、花きのみならず生鮮流通全体に大きな衝撃を与えました。開
場後も、取扱いの増大に対応すべく、自動搬送システムの整備、Web取引の開発など、JFEのソリューションは
続いています。 

当市場では、取引機能に加え物流センター機能も強化しました。市場取引と有機的に結びつき、きめ細かい荷さば
きを可能にするJFEの物流システムがまたひとつ、市場の新しい姿を作り出しています。また、高層階にはショッ
ピングセンターが併設され、一般来場者にも親しまれています。 

■規模 

セリ機 
買参人席 

8台 
598席 

自動仕分能力 6,000箱/時 

セリ風景（自動セリシステム） 

自動仕分ライン 

産地ネットワーク 花きバーコードシステム 

市場情報システム 自動セリシステム 

自動搬送システム 自動仕分システム 

インターネットへの情報発信 仲卸情報システム 

産地ネットワーク 花きバーコードシステム 

市場情報システム 自動セリシステム 

立体自動倉庫システム 自動仕分システム 

インターネットへの情報発信 仲卸情報システム 

セリ場内風景（自動セリシステム） 
立体自動倉庫 

全景 

自動仕分ライン 

■規模 

セリ機 
買参人席 
自動仕分能力 
大型低温倉庫 

6,000箱/時 
765台車収容 

10台 
772席 
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花き卸売市場総合システム　愛知豊明花き市場 
 

花き卸売市場総合システム　鴻巣フラワーセンター 
映像表示によるマルチメディア取引システム、革新的台車物流、JFEの提案する先進的鉢物市場の姿がここに実現
しています。 

鉢物市場の東の拠点として、JFEが提案する産地型鉢物市場の先進的姿がここに具現しています。 

産地ネットワーク 花きバーコードシステム 

市場情報システム 自動セリシステム 

台車物流システム 映像表示システム 

産地ネットワーク 花きバーコードシステム 

市場情報システム 自動セリシステム 

インターネットへの情報発信 映像表示システム 

台車物流システム 

■規模 

セリ機 
買参人席 
台車自動搬送システム 6レーン 

6台 
291席 

■規模 

セリ機 
買参人席 

6台 
300席 

台車自動搬送システム 
台車 

6レーン 
6,000台以上 

市場棟正面 

台車自動搬送装置 

セリ場内風景（自動セリシステム） 

セリスクリーン表示 

全景 

台車自動搬送装置 

セリ場内風景（自動セリシステム） セリスクリーン表示 
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花き卸売市場総合システム　東京都板橋市場花き部 花き集出荷センターシステム 

花き卸売市場総合システム　東京都葛西市場花き部 

JFEは、花き集出荷センターにバーコード対応の選花ラインを導入し、流通の効率化・情報化を実現しています。 

■規模 

セリ機 
買参人席 

8台 
504席 

■規模 

セリ機 
買参人席 

6台 
370席 

検品ライン バーコード対応システム 

■規模 

選花ライン 
予冷庫 

2ライン 
2基 

■規模 

選花ライン 2ライン 

■ふかや農業協同組合　花き集出荷場 

選花ライン バーコード対応システム 

■上伊那農業協同組合　花き集出荷場 

■規模 

選花ライン 
予冷庫 

1ライン 
1基 

花き選別包装装置 

■香川池田農業協同組合　花き集出荷場 

産地ネットワーク 花きバーコードシステム 

市場情報システム 自動セリシステム 

映像表示システム 

産地ネットワーク 花きバーコードシステム 

市場情報システム 自動セリシステム 

全景 

全景 

セリ場内風景（自動セリシステム） 

セリ場内風景（自動セリシステム） 

選花ラインシステム 
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水産物卸売市場総合システム　福岡市鮮魚市場 食肉卸売市場総合システム　福岡市臨海市場 
水産物市場の近代化・高度通信情報システム化・省力化を実現するために、JFEは市場全体の最適化を提案してい
ます。その一環として、取引自動化・自動搬送装置の開発を行っております。 

映像表示による自動セリシステム、市場内外のトレーサビリティーを確立するための情報システム。JFEは新たな
時代にマッチした食肉流通のあり方を提案しています。 

移動式取引表示システム 

市場再整備基本設計 

外観 

台車自動搬送装置 

入出庫ライン 

立体自動倉庫 

オーバーブリッジ 

水産物卸売市場冷凍・冷蔵倉庫　福岡市鮮魚市場 
「新しい機能を導入した先進的な卸売市場づくり」という基本方針のもとで、数々の新技術、新システムを導入。
流通の高度化にマッチした機能と設備を備えた国内最大級の冷凍・冷蔵倉庫です。 

セリ風景（自動セリシステム） セリスクリーン表示 

木材流通システム 
JFEは、木材流通改革のための新しいしくみづくりを提案しています。実現のためのツールとして、原木自動計測
システム等をご提案しています。 

原木　強度・密度　自動計測システム 

台車物流システム 
JFEは、先進的な台車物流を支える台車をラインナップしています。 
 

カロヤカート 折り畳めば1/3の大きさに 

■規模 

冷蔵能力 
自動倉庫棚数 
ドッグシェルター 
オーバーブリッジ 

20基 
1基 

15,234t
4,560棚 

スチール台車「花街道」 
標準サイズ　1,100（W）×1,370（L）×1,810（H） 
 
アルミ合金台車「カロヤカート」 
標準サイズ　1,055（W）×1,285（L）×2,160（H） 
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飲料メーカー物流センターシステム1 飲料メーカー物流センターシステム2
工場に直結した飲料品の自動倉庫です。工場の操業状況や、迅速な出荷に対応するために、高速のスタッカクレー
ンと入出庫台車により構成され、高度な管理システムにより制御されています。 

段ボール箱等のケース単位での仕分け、搬送といった物流に、オーダーピッキングの高速化と自動化を実現しまし
た。JFEは、これらニーズにいち早く対応しました、特に食品については、フレッシュさを保ちながらも、欠品を
起こさない高度な物流システムが要求されています。 

出庫用ループ台車ライン 高速スタッカクレーン 

入庫用ループ台車ライン 

ピッキングフローラック フェイスピッククレーンによる面単位ピッキング 

フェイスピッククレーン 

パレタイザ＆入庫用ループ台車ライン 自動倉庫全景 

ラック倉庫内 

●工場直結の大規模保管ラック設備 
●信頼性の高い高速荷役設備 
●操業を確保しつつ同時施工の実現 
●高度な制御システムによる高速処理の実現 
 

■設備内容 
・1.05tonスタッカクレーン 
・保管棚数 
・入庫用ループ台車 
・出庫用ループ台車 
・パレタイザ、パレットマガジン 
・入出荷設備 

 11基 
13,728棚 

17基 
18基 
4基 
4基 

特　徴 

●フェイスピッククレーン導入による作業の効率化 
●自動倉庫の小型化による省スペース化 
●ケース切出しまでのリードタイムの短縮 
●最大ピッキング能力の安定確保 
●ピッキング作業の自動化 

■設備内容 
・フェイスピッククレーン 
・スタッカクレーン 
・ピッキングフローラック 
・ケース自動倉庫 

3基 
3基 
1式 
1式 

特　徴 

物流センター全景 

スタッカクレーン 

ケース自動倉庫 

ケースフローラック 

走行式フェイスピッカー 

パレット搬送台車 合流コンベヤ 

パレットフローラック 

ピッキングフローラック 

フェイスピッククレーン 

大量出荷品 
ピッキング台 
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冷凍・冷蔵物流センターシステム1 冷凍・冷蔵物流センターシステム2
乳製品の日配品を高速でピッキング・仕分けを行い、向け先別に搬送する物流センターです。 市場ニーズの変化に伴い、冷凍倉庫の役割はこれまでの保管型から流通型へと変わってきています。 

JFEではあらゆる規模、仕様にあわせたシステムのご提供が可能です。 

入出庫ステーション ピッキング 方向別自動仕分けコンベヤ 

スタッカクレーン 

スタッカクレーン 

冷蔵自動倉庫内部 

台車 

入出庫ステーション 

●保管、仕分け、配送を最適管理 
●トラック別の仕分けで高機能マテハン機器を採用 
●チルド（＋5℃）域と常温域を合わせもつ作業エ 
　リアを実現 

■設備内容 
・スタッカクレーン              
・自動倉庫棚数 
・自動仕分けコンベヤ 
・ピッキングフローラック 

 4基 
690棚 
1式 
1式 

特　徴 

●労働条件改善と省力化 
●商品特性にあわせた温度帯設定、温度管理徹底 
　による品質保持 
●ユーザーに最適なピッキングシステムの提案 
●徹底した情報管理 

 
■設備内容 
・保管棚数 
・スタッカクレーン 
・ドッグシェルター 

  
4,560棚 

4基 
20基 

特　徴 

ケースピッキング 
立体自動倉庫 

低温立体自動倉庫 

デジタルピッキング 

方面別自動仕分け 
コンベヤ 

磁気カードリーダー 

ピッキングフローラック 

パソコンLAN

サーバー 

出荷口 
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印刷・製紙業界向け物流センターシステム1 印刷・製紙業界向け物流センターシステム2
従来、扱いが困難とされてきた紙製品物流において、JFEの長年の製品ハンドリング技術と物流システム構築技術
が結集し、最新の紙製品物流センターが実現しました。 

●ロールボックス（カゴ車）のままで収納、保管、出荷
　が可能 
●ロールボックスのため各顧客ごとの管理が出来、
　少量多品種の製品を一括して積載、顧客単位で
　の製品管理が可能 
●荷の形態により、パレットとロールボックスの 
　使い分けが可能 
●製品高さごとに、最適な高さの棚へ入庫するこ
　とによる高効率な収納 
●倉庫内の温度管理による製品品質の均一化を実現 
●製品工場とオンラインによる自動倉庫システム
　で最適な物流ラインの構築が可能 

スタッカクレーン 

建屋全景 

スタッカクレーン 

入出庫設備 

自動倉庫 パレタイザ トラバーサ 

●コンピュータでの一元管理により、入出荷業務、 
　工場内物流をトータルに考えた最適物流を実現 
●原紙ロール、製品パレットの立体自動保管によ 
　る収納効率の向上 
●生産製品の自動積付保管による無人化 

 
■設備内容 
・0.6tonスタッカクレーン 
・入出庫設備（トラバーサ2台） 
・パレタイザ設備（パレタイザロボット2台） 
・バーコードシステム 
・コンピュータシステム 
・保管棚数 

 
 4基 
1式 
1式 
1式 
1式 

2,256棚 

特　徴 

■設備内容 
・1tonスタッカクレーン 
・0.5tonスタッカクレーン 
・入出庫設備／入出庫コンベヤ、リフター 
・保管棚数　ロールボックス 
　　　　　　パレット 

1基 
2基 
 

996棚 
544棚 

特　徴 

15 16



電子部品物流センターシステム1 電子部品物流センターシステム2
部品センター用に開発された高速自動倉庫システムです。この部品センターで扱う部品は何万品種にも及び、年間
を通じて全国各地の部品センターに補給部品として供給されています。 

電子部品のユーザー向けに建設された物流システムです。空調された建屋内に、中物用の通常のパレット自動倉庫と、
小物用に新たに開発された多層構造のミニスタッカクレーンが配置されており、効率的な入出庫を行います。 

自動倉庫内部 

回転コンベヤ 入出庫ステーション スタッカクレーン 

立体自動倉庫 

入出庫ステーション 

プッシュプル式ミニクレーン 

中物用保管棚 

ミニクレーン（小物用） 

小物用入出庫コンベヤ 

動力電源分電盤 

コンピュータ電源分電盤 

中物設備コントローラ 

中物クレーン地上制御盤 

周辺設備制御盤 

中物用PSコンベヤ 

中物用入出庫コンベヤ 

トラバーサ 小物用PSコンベヤ 小物周辺設備制御盤 小物ミニクレーン地上制御盤 

小物設備コントローラ 
小物用移送コンベヤ 

小物用リレーコンベヤ 

小物用リフト 

小物用保管棚 

スタッカクレーン（中物用） 

●作業のスピードアップ、省力化 
●作業環境の改善 
●部品倉庫の集約化による一元管理の確立 
●地震時の荷ずれ防止対策 

■設備内容 
・スタッカクレーン　　       
・回転コンベヤ 
・入出庫ステーション 

 7基 
1式 
4式 

特　徴 

●クリーン環境での大規模物流の実現 
●多層構造のプッシュプル式ミニクレーンによる 
　高速荷役 
●電子部品向けの衝撃の少ない荷役の実現 
 
■設備内容 
中物用 
・1tonスタッカクレーン 
・保管棚数 
・入出庫コンベヤ 
・トラバーサ 
 
小物用 
・30kgプッシュプル式ミニクレーン 
・保管棚数 
・リフター 
・入出庫コンベヤ 
・ループコンベヤ 

  
 

4基 
4,472棚 

8基 
1基 
 
 

24基 
33,600棚 

4基 
8基 
1基 

特　徴 
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特　徴 特　徴 

日用雑貨・小物品物物流センターシステム2 
 非常に多くのアイテムの建設資材を効率的に処理する物流センターです。 
多品種／少量、多量等、種々の集出荷形態に効率的に対応します。 

日用雑貨・小物品物流センターシステム1
JFEはコンセプトエンジニアリングの手法により、様々なお客様のニーズに対応する最適な物流システムを提供し
ております。保管・搬送・仕分け・ピッキングからコントロールシステムまでトータルでお応えします。荷姿もダ
ンボール、バケット、冷凍物など、すべてに対応可能です。 

●納品リードタイムのミニマム化 
●出荷能力の増大と安定化 
●ピッキングミスゼロ、コンピュータ制御による
　安全性、正確性の確保 
●ピッキング作業自動化で作業効率の大幅向上、
　省力化の徹底 

●3種類の保管設備と管理システムを統合し、商
　品特性に応じた多彩な保管、出荷形態に対応 
●リフタ付出庫コンベヤとピッキング品搬送コン 
　ベヤの立体的な配置により、頻度の多いピッキ 
　ング出庫の高効率化と、作業負荷の低減を実現 
●客先殿社内システムとの高度な連携による受注 
　から出荷までの一貫したきめ細かいコンピュー
　タ管理の実現 

■設備内容 
パレット自動倉庫 
・1tonスタッカクレーン 
・保管棚数 
・入庫台車ライン 
・出庫コンベヤ 
 
バケット自動倉庫 
・50kgスタッカクレーン 
・保管棚数 
・入出庫コンベヤライン 
 
垂直回転ラック 
・350kg垂直回転ラック 
・保管棚数 

 
 

6基 
1,584棚 

1基 
12基 

 
 

2基 
1,920棚 

1基 
 
 

2基 
36棚 

バケット自動倉庫 

入庫台車ライン 

出庫コンベヤライン 

リフタ付出庫コンベヤ 

垂直回転ラック 

入庫コンベヤライン 

出荷バース 

入荷バース 

荷揃コンベヤ 

ピッキングモービル 

ピッキングフローラック 

エレベーター 

ルート仕分けコンベヤ 

ピッキング固定棚 
事務所 

パレット／フェイス自動倉庫 

バーチレータ 

懸垂式モノレール 

ケース保管 
自動倉庫 

オリコン保管 
自動倉庫 

冷蔵倉庫 

指定品保管倉庫 

返品保管倉庫 
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特　徴 

文書保管管理センターシステム 
JFEでは、文書の保管・管理・配送を専門に行う、総合サービスセンターも手がけております。 
建屋・ラックといったハード面から保管管理システムや経理システムまで、一貫してお任せください。 

食品総合流通センター 
JFEは、生鮮品流通の分野での実績をもとに、青果・魚・肉類などの食品加工流通センターを手がけています。高
度情報化・労働集約・鮮度保持など来るべき時代の要求に着実に応えてまいります。 

輸送の効率化、高速化にともない輸送のコンテナリゼーションは、大きな発展をとげています。特に航空貨物の増
加は著しく、また鉄道輸送もトラック運転手の不足により急成長をしています。海上輸送においてもJFEは、高速
コンテナ船テクノスーパーライナーの開発に参画する等、コンテナ物流の発展に大きく寄与しています。 
これらの流れの中で、ダイポータを用いてコンテナ流通革命をサポートします。 

●空調、セキュリティシステム完備 
●高密度保管スペースでコスト削減 
●コンピュータによるトータル管理 

大型コンテナ物流センターシステム 

建屋全景 保管倉庫内 

生鮮食品総合物流センター 

大型無人搬送台車 
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特　徴 特　徴 

PAWパレットレス完成車立体自動倉庫システム2パレットレス完成車立体自動倉庫システム１ 
軽自動車から普通車まで様々な車種を１つのシステムでパレットレスにて効率的に保管する自動倉庫です。 PAWパレットレス立体自動倉庫システムは、近年、建設計画が活発化している自動車物流センター用として、

JFEが独自に開発したものです。この装置の最大の特徴は、自動車をハンドリングするのに鋼製パレットを必要と
しないことです。パレットによって移載する従来の立体自動倉庫と比べて、入出庫のスピード、扱いやすさ、構造
のシンプルさが格段に向上します。またランニングコストも大幅に削減できます。 

●スペースの効率的利用 
●コンピュータによる正確な在庫管理 
●車両の屋内保管による品質維持 
●入出庫能力の大幅アップ 
●パレットによるトラブルからの開放 
●ランニングコストの削減 

●スペースの効率的利用 
●コンピュータによる正確な在庫管理 
●車両の屋内保管による品質維持 
●入出庫能力の大幅アップ 
●パレットによるトラブルからの開放 
●ランニングコストの削減 

■設備内容 
パレットレス自動倉庫 
・1.9tonスタッカクレーン 
（1,077台収納可能） 

 
 

3基 

■設備内容 
・1.68tonスタッカクレーン 
  （2,000台収納可能） 

 
4基 

大規模な倉庫にはルーパーで高速入出庫 

●車両のみ搬送可能な新方式（特許出願中） 
●効率的・経済的で優れた運動性能を発揮する 
　自走台車方式 
●すべての車種に対応可能 
●環境に優しい低騒音設計 

倉庫内 

一時待機場 建屋全景 特殊フォークによる、パレットを使わないハンドリング方式 スピーディーで安全な入出庫作業 

NKルーパー 

倉庫内 

完成車を効率よく収納するラック 

入出庫ステーション スタッカクレーン 
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特　徴 特　徴 

金型立体自動倉庫システム1
プレス工場向けの重量金型用大規模自動倉庫です。工場に隣接して建設され、金型の運用の効率化、メンテナンス
性の向上等を実現しました。 

プレス機械で使用される超重量物の金型の立体自動倉庫システムです。JFEは、自社開発のダイポーター方式（下
図参照方）を使うことで、超重量物の安全且つスピーディーなハンドリングを実現しました。 

●ダイポータ方式の採用による重量物の効率的な
　ハンドリング 
●従来方式に比して密集度が高く、耐震性の高い
　保管の実現 
●高性能バッテリー台車による柔軟性の高い操業
　の確保 

■設備内容 
・12ton スタッカクレーン  
・保管棚数 
・入出庫用バッテリー台車 

 
1基 

474棚 
2基 
 

金型立体自動倉庫システム2

●ダイポーター方式 
●立体管理による的確な金型供給の実現 
●金型交換時間の短縮 
●作業の安全性の向上 
●置場面積の削減 

■設備内容 
・14ton スタッカクレーン  
・ムービングボルスター 
・保管棚数 
・入出庫台車 
・金型交換台車 

 
1基 
1基 
40棚 
1基 
1基 
 

12tダイポータ式　スタッカクレーン 

自動倉庫システム 

重量物ラック 

18tバッテリー台車 

金型自動倉庫全景 12tダイポータ式 スタッカクレーン 

2625



特　徴 特　徴 

長尺物簡易立体倉庫システム プレス部品立体自動倉庫システム 
プレスで成形された部品をパレットに入れて立体保管し、次工程に遂次搬送するシステムで、従来の「カンバン」 
を使わずに運用できる管理システムが採用されています。 

従来、平置き、積み上げ方式で保管・管理されてきた長尺製品をARM RACKとNCクレーンを使って、立体保管
し、入出庫作業の合理化・省人化・安全性を高めるシステムです。 
 

●入出荷の省力化・省人化 
●置場スペースの削減 
●在庫管理の徹底 
●カンバン方式のシステム化 

●天井クレーンタイプなので従来からの倉庫を利
　用してシステム構築が可能 
●パイプ、棒鋼等の長尺製品でも高密度格納が可
　能になり、格納スペースの削減、土地の有効利
　用がでる 
●入出庫作業、配替え作業の完全自動化による倉
　庫作業の削減が可能 
●ピッキングシステム等の付帯設備の結合による
　完全自動設備への発展も可能 

■設備内容 
・1ton 自動クレーン 
・入出庫設備　入出庫コンベヤ 
・保管棚数（5.5m鋼） 
・保管棚数（4.0m鋼） 

　　1基 
　　3基 
337棚 
792棚 

・1tonスタッカクレーン 
・ラック 
・入出庫 

2基 
568棚 
コンベヤ方式 

4基 
1,380棚 
台車方式 

大パレット用 小パレット用 

（注）「カンバン」のシステム化 
●倉庫内の最適在庫量をコンピュータで管理し、従来人手により運用されていた「カンバン」を 
　リアルタイムに出力できます。 
●「カンバン」には、材料発注指示、プレイ生産指示の2種類があります。 

スタッカクレーン 

自動クレーン 

システム全景 

建屋全景 

■設備内容 
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特　徴 特　徴 

パイプ物流センターシステム1
生産ラインに直結したパイプ物流センターです。パイプ物流のジャスト・イン・タイムをコンセプトとし、受入～
入荷～保管～荷揃～出荷までをコンピュータで一元管理したシステムです。 

鋼材問屋向けのパイプ物流センターです。立体自動倉庫・全自動パイプピッキング装置・結束装置を組合せ、コン
ピュータを使って、受注～入荷～荷揃～出荷までを一元管理したシステムです。 

●24時間稼働システム 
●自動化設備を導入し、マニュアル作業の最小限
　化を実現 
●コンピュータによる入荷～出荷までの一元管理 
●上記特徴による出荷指示から発送迄のリードタ
　イムの短縮 

■設備内容 
・1.6ton スタッカクレーン 
・1.4ton スタッカクレーン 
　（11,608束収納可） 
・入出荷台車 
・荷揃装置 

 
1基 
9基 
　 
1基 
1式 

パイプ物流センターシステム2

●24時間稼働 
●全自動パイプピッキング装置・結束装置により
　作業の無人化を実現 
●受注～入荷～荷揃～出荷までを一元管理 

■設備内容 
・2.8ton スタッカクレーン 
・パイプピッキング装置 
・結束装置 
・入出庫コンベヤ 
・搬送台車 
・保管棚数 

 
5基 
2基 
2基 
2基 
2基 

1,570棚 

荷揃装置 

荷揃装置 

入庫設備 パイプピッキング装置 建屋全景 

2.8t天井クレーン 

屋外ストックヤード 

2.8tスタッカクレーン 

パイプ 

建屋 
ラック 

入出庫コンベヤ 

ピッキング入出庫台車 

NCクレーン 

結束機 

ピッキング装置 

入出荷台車 

入出庫コンベヤ 

入出荷端末 

入出荷コンベヤ 

電算室 
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特　徴 特　徴 

出庫コンベヤ 

ロールラック 

ロールラック全体 

NCクレーン 

自動倉庫 

圧延ロール・ショップシステム シート材立体自動倉庫システム 
直方体に梱包されたシート材を、パレットを使わずに立体保管するシステムです。パレットを使わないため入庫や
トラックへの積込が、直接行うことができます。 

製鉄所ロール・ショップ内での各工程（ロール組替機・研磨機・ショットブラスト・クロムメッキ等）間の搬送を
自動化、立体自動倉庫との組み合わせでロール・ショップ内の最適物流を実現しました。 

●出荷のための搬送・移載作業の簡易化 
●的確な在庫管理による出荷作業の効率化 
●パレットを使用しないでシート材を保管する新
　システム 
●従来のパレット式自動倉庫に比べ大幅な入出庫
　処理能力の向上、設備費の低減 

●工程間の搬送の自動化による省人化 
●玉掛け等の作業を省き、作業性・安全性が向上 
●最適物流が、ロール処理能力・生産性を大幅に
　向上 
●立体自動倉庫の採用で、収納効率の向上 
●ロールデータ管理の充実による品質の向上 
●ピッキングシステム等の付帯設備の結合による
　完全自動設備への発展も可能。 

■設備内容 
・12ton スタッカクレーン 
・保管棚数 
・入出庫台車 
・移載機 
・NCクレーン 

 
2基 

200棚 
11基 
3基 
4基 

■設備内容 
・スタッカクレーン　　　　　　 
・入庫設備/コンベヤ・入庫台車 
・出庫設備/出庫台車・出庫コンベヤ・
　出荷クレーン 
・特殊トング付クレーン　　　　 
・保管棚数 

 
5基 
1基 

　1基  
1基 

7,050棚 

30M

34
0M

クロムメッキ 

EDM

ショットブラスト 

ショットブラスト 

No.2ロール自動倉庫 

ワークロールチョックリムーバ 

No.1ロール自動倉庫 

ワークロールチョックリムーバ 

研磨機 

研磨機 

NCクレーン 

NCクレーン 

ワークロールチョックリムーバ 

バックアップロールチョックリムーバ 

No
.1ロ
ール
ショ
ップ
 

No
.2ロ
ール
ショ
ップ
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スタッカクレーン 
スタッカクレーン 

入出庫台車 出荷ステーション 入出庫台車 

パレットレス・コイル物流センターシステム 
製鉄所のカラーコイルの生産ラインの出荷ヤードに設置されたものです。コンピュータによる在庫管理に、ホスト
の出荷計画をオンライン化し、自動的に入出庫ができるシステムです。さらに、コイルの保管搬送にパレットを使
用しないことで、余分な設備の投資を抑えます。 

鋼材問屋向けのコイルセンターシステムです。コイルセンターの自動化・事務効率化及び省人化を図るため、管理
コンピュータにコイル用立体自動倉庫を組み合わせました。 

●出荷のための搬送・移載作業の簡易化 
●的確な在庫管理による出荷作業の効率化 
●パレットを使用しないでコイルを保管する新シ
　ステム 
●従来のパレット式自動倉庫に比べ大幅な入出庫
　処理能力の向上、設備費の低減 

■設備内容 
・3ton スタッカクレーン 
・移載クレーン 
・入出庫台車 
・保管棚数 

 
3基 
1基 
6台 

3,800棚 

コイルセンターシステム 

●本社コンピュータとの接続により、生産情報・
　コイル在庫情報等をオンライン化、生産ライン
　へのコイルの最適供給を実現 
●倉庫内に除湿装置を設置し、コイルの品質を維持 

■設備内容 
・10tonスタッカクレーン 
・入出庫台車 
・除湿装置 
・保管棚数 

 
1基 
2台 
1式 

480棚 
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危険物物流センター2危険物物流センター１ 
危険物を保管・管理する総合物流センターです。JFEでは製鉄所の建設/運用、及び各種の様々なプラントの豊富
な建設実績により、あらゆる物件に対処可能な防災コンサルティング能力を有しております。危険物システムの場
合は特に、各行政対応業務、最適システム設計、安全操業技術が重要となり、これらに対し万全な体制で望むこと
が可能です。 

危険物を保管・管理する小規模物流センターです。JFEでは国内でも最も危険物関連の物件が集中する京浜地区に
拠点を持ち、その最先端の情報をいち早く適用し、あらゆる物件に迅速に対処可能な防災コンサルティング能力を
有しております。このような特殊な物件に対しても客先殿との連携のもとに、的確に対処していくことが可能です。 

本センターは、複数の石油元売会社との間にて受注情報をオンライン化し、最短、最適な配送管理、在
庫管理を実施しています。また、危険物自動倉庫をはじめとした各種の保管設備により、安全かつ効率
的な物流センターを実現しております。 

本システムは、移動式の棚に潤滑油を積層保管す
る装置です。少ない設備投資にて効率的な保管シ
ステムの構築が可能です。あらゆる倉庫形状にあ
わせて最適な配置をすることが可能で、既存の倉
庫でも最大限の保管量の確保が可能です。 

■設備内容 
・危険物移動棚システム 
　固定棚 
　移動棚 

 
 

512棚 
1,824棚 

■設備内容 

移動棚 

移動棚 

センター全景 

景観システムによる景観評価 

980m2 

790m2 

356m2 

6,000m2 

84m2

1tonスタッカクレーン  4基  3,216棚 
 
ドラム缶荷揃場 
ドラム缶ラック 
ドラム缶からローリー車への取扱施設 

第4類第 1～4石油類 
3～4石油類 

 
3～4石油類 

・危険物自動倉庫 
・屋内貯蔵所 
・屋外一般取扱所 
・ドラム缶 
・一般取扱所 
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施工・アフターサービス 

研究・開発 

自動倉庫を支える基盤技術 物流システムの要素技術開発 

JFEには基盤技術研究所、総合材料研究所、エンジニアリング研究所の3つの研究所
があり、当物流部門と緊密な連携のもとに共同で数々の成果をあげています。 

■制震型立体自動倉庫 
 
大地震時の安全性を増やすために極低降伏点鋼によ
る制震デバイスを用いた自動倉庫を研究。その他各種
制震／免震システムの研究開発を行っています。 

■自走式デパレタイザ 
 
CAPSは、自動倉庫内の棚から直接フェース単位
で製品をピッキングすることを実現した画期的な
システムです。常に客先のニーズと直結した製品
開発を行っています。 

■ラック骨組の疲労試験 
 
繰り返し荷重を受ける自動倉庫の安全性を研究。高速、
高負荷の物流システム実現に向け、種々の研究開発を
行っています。 

■完成車立体自動車倉庫の振動実験 
 
PAWの車体落下防止性能を振動台を用いて確認。各
種商品に対して徹底した検証実験を行っています。 

■高速大容量仕分け機 
 
省スペースと高速大量仕分けを実現したCATSや、
高速大量仕分けに保管機能を付加したRISAなど、
常に時代のニーズを先取りした実用製品を各種
開発しています。 

本社・営業所  
□本社 
＜本社ビル＞ 
〒230-0044 
神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地7 
tel. 045-510-3500　fax. 045-510-3520 
＜ECビル＞  
〒230-8611 
神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目1番地 
＜新宿オフィス＞  
〒163-1014 
東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワー14階  
tel. 03-3340-6565　fax. 03-3340-6581  

□北日本支社 
〒980-0803 
宮城県仙台市青葉区国分町3丁目4番33号　 
仙台定禅寺ビル5階 
tel. 022-216-8061　fax. 022-216-8063 

□北海道支店 
〒060-0005 
北海道札幌市中央区北五条西2丁目5番地　 
JRタワー17階 
tel. 011-221-0661　fax. 011-221-3427 

□新潟営業所 
〒950-0087 
新潟県新潟市東大通1丁目3番地1号　 
新潟帝石ビル4階 
tel. 025-240-5461　fax. 025-240-5467 

□埼玉営業所 
〒360-0023 
埼玉県熊谷市大字佐谷田113 
tel. 048-529-2985　fax. 048-529-2986 

□名古屋支社 
〒450-0002 
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号　
大名古屋ビル10階 
tel. 052-586-3730　fax. 052-586-3731 

□静岡営業所 
〒422-8061 
静岡県静岡市駿河区森下町1番35号　 
静岡MYタワー13階 
tel. 054-288-0154　fax. 054-288-0156 

□関西支社 
〒541-0046 
大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号　 
大阪ガスビル7階 
tel. 06-6223-7530　fax. 06-6223-7002 

□松山営業所 
〒791-8042 
愛媛県松山市北吉田町1242番地2 
tel. 089-974-8387　fax. 089-974-8360 

□関西コージェネセンター 
〒564-0053 
大阪府吹田市江の木町24番20号 
tel. 06-6339-1770　fax. 06-6339-1781 

□中国支社 
〒730-0036 
広島県広島市中区袋町4番25号　 
明治安田生命広島ビル14階 
tel. 082-246-0900　fax. 082-246-0920 

□九州支社 
〒812-0044 
福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号　 
パピヨン24　5階 
tel. 092-643-2611　fax. 092-643-2615 

□沖縄営業所 
〒900-0015 
沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号　 
國場ビル9階 
tel. 098-868-1012　fax. 098-868-1703 

□館山管理センター 
〒294-0054 
千葉県館山市湊494番地67 
tel. 0470-22-5111　fax. 0470-22-0479 
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物流・流通システム

物流・流通システム CA7012

SOLDEC'07.8-1SOLDEC.A

本　　社　〒230-8611｠｠横浜市鶴見区末広町二丁目1番地　TEL : 045-505-8980   FAX : 045-505-8982
http://www.jfe-eng.co.jp

ロジスティクス エンジニアリング センター

大  阪  支  社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号（大阪ガスビル7階） TEL：06-6223-7500 FAX：06-6223-7592

名 古 屋 支 社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号（大名古屋ビル10階） TEL：052-561-8611 FAX：052-561-8620

北 海 道 支 社 〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西二丁目5番地（JRタワー 17階） TEL：011-271-2211 FAX：011-271-2218

東  北  支  社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33号（仙台定禅寺ビル5階） TEL：022-264-2411 FAX：022-221-4760

千  葉  支  社 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見二丁目3番1号（塚本大千葉ビル8階） TEL：043-225-1081 FAX：043-225-1084

東  京  支  社 〒163-1014 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号（新宿パークタワー14階） TEL：03-3340-6585 FAX：03-3340-6581

神 奈 川 支 社 〒230-8611 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地（鶴見事業所内） TEL：045-505-7835 FAX：045-505-7409

新  潟  支  社 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通一丁目3番1号（新潟帝石ビル4階） TEL：025-245-5341 FAX：025-244-2566

静  岡  支  社 〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町1番35号（静岡MYタワー13階） TEL：054-288-0151 FAX：054-288-0158

中  国  支  社 〒730-0036 広島県広島市中区袋町4番25号（明治安田生命広島ビル14階） TEL：082-543-2600 FAX：082-543-2424

九  州  支  社 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代一丁目17番1号（パピヨン24 5階） TEL：092-632-1511 FAX：092-632-1519

沖 縄 支 店  〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地三丁目21番1号（國場ビル9階） TEL：098-868-9426 FAX：098-868-1703

青 森 営 業 所  〒039-1103 青森県八戸市長苗代内前田38番2号 TEL：0178-28-9805 FAX：0178-28-9805

北 陸 営 業 所  〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル2階） TEL：076-432-3511

神 戸 営 業 所 〒651-0075 兵庫県神戸市中央区北本町通一丁目1番28号 TEL：078-232-5606 FAX：078-232-5603

四 国 営 業 所  〒760-0017 香川県高松市番町一丁目1番5号（日本生命高松ビル11階） TEL：087-825-0081 FAX：087-825-0082

山 口 営 業 所  〒747-0801 山口県防府市駅南町9番43号（三友ビル5階） TEL：0835-25-1510 FAX：0835-25-1510

熊 本 営 業 所  〒862-0972 熊本県熊本市新大江三丁目14番85号（アクトM1階） TEL：096-213-0331 FAX：096-213-0356

海 外 事 務 所 香港、ヤンゴン


