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 ASAHI DOCUMENT STORAGE SERVICE

ワンランク上の
文書保管を
旭倉庫の文書保管サービス

■ 会社概要 ■ 施設概要

創立 1918年(大正7年) 11月28日

本社 〒 104-0052 東京都中央区月島1丁目14番7号
 TEL 03-3531-3111 FAX 03-3531-0296

代表者 取締役社長 渡辺貫治

資本金 6400万円(2018年12月1日現在)

売上高 16億円(2018年11月期)

従業員数 50名(2019年3月1日現在)

取引銀行 三菱UFJ銀行 月島支店·築地支店
 三井住友銀行 新橋支店·築地支店
 みずほ銀行 深川支店·築地支店

決算期  11月(年1回)

事業内容 倉庫業及び付帯する事業
 貨物利用運送業
 工業薬品の製造及び販売業
 不動産賃貸及び管理業

名称 板橋営業所

倉庫面積 6.435m2 （1,950坪）

所在地 〒175-0082  東京都板橋区高島平6丁目１番７号

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建・耐震耐火構造

防犯体制 ICカード認証式入退室管理・EV制御
 監視カメラ・機械警備・24時間有人警備・リモート監視

保管環境 常温常湿

消火設備 消化器・消火栓

取扱貨物 文書（書類）・カルテ・レントゲンフィルム 等

認証取得 プライバシーマーク
                    ISO 9001: 2018

お気軽にお問い合わせください

0120-335-397 受付時間／9：00-17：00
（月～金 ※土曜・日曜・祝日は除く）

■ 所在地　〒 175-0082  東京都板橋区高島平6丁目1番7号 (東京団地倉庫板橋事業所内)   TEL:03-3975-7460   FAX:03-3975-7466
■ アクセス　　
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不動産部 営業グループ

http://www.asahi-wh.co.jp03-3531-0296
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東京23区内で
便利な立地！

高島平IC

より詳しいサービス内容はホームページにて 旭倉庫

東京23区内
の好立地

創業100年超の
信頼と実績



事務所のスペースを有効活用！
(一般社団法人)

事務所のスペースに保管していた申請書類を外部委託することで、スペースを有効活用することができま
した。大量の申請書類の発生にも柔軟に対応してもらい、大変満足しております。

(人材派遣)

トランクルームから乗り
換え、経費を大幅に削減！

(医療関係)

担当者の対応が常に
迅速・丁寧!

(コンサルタント関係)

厳重なセキュリティだから
安心して機密文書の保管
を任せられる！ (システム関係)

東京23区内なのに
料金が安い！

(弁護士事務所)

海岸沿いでなく内陸部な
ので水害の心配なし！

(自動車関係)

保管の他に、電子化もし
てもらい、業務効率UP！

取引実績
●金融（銀行・クレジット・証券・保険）
●製造（自動車・電機・機械・化学・アパレル）
●サービス（人材派遣・信用調査・旅行・出版）

●商社（総合・専門）
●法律・会計事務所
●医療・福祉関連

●特殊法人・各種団体
●官公庁
● IT・ソフトウェア・情報処理

0201

保管品目 ●文書・書類全般
●特殊文書（カルテ・図面など）

●書籍・パンフレット
●各種フィルム（レントゲンなど）

ご契約者様の声

「オフィスをもっと広く使いたい」

「できるだけ安く、安全に、書類を保管してほしい」

そんな企業様はぜひ一度、創業100年を超える旭倉庫の

文書保管サービスをご利用ください。

厳重なセキュリティ、継続しやすいご利用料金、

お客様の声から生まれた様々なサービス。

既に多くの企業様から高い評価をいただいております。

BACK UP

 5年間※の
契約継続率
 95％
※2014～2018年実績
（全量廃棄による解約除く）

¥
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人気の理由

1 アクセスしやすい立地
文書保管庫は板橋区にあるため、東京23区内からのアクセ
スは抜群です。閲覧室（人気の理由5にて後述）ご利用の際
にも移動に時間をとられません。

旭倉庫
西高島平駅

新宿駅

池袋駅

大手町駅 35分

45分

34分

34分永田町駅

人気の理由

2

強化ダンボールを使用した
専用の保存箱をご用意
ガムテープを使用せずに組み立てができる専用の文書保存
箱をご用意しております。または、規定サイズ（幅32cm×奥
行44cm×高さ30cm）以内であればお客様がご用意され
た箱でも保管は可能です。

専用の文書保管庫で大切に保管

人気の理由

4

人気の理由

5

人気の理由

6

徹底した出入室管理
文書保管庫内への出入口はICカード認証式システムを導
入しており、限られた弊社スタッフのみの入退室に限定し
ております。また監視カメラによるモニター監視、営業時間
外の機械警備、24時間常駐警備と管理体制は万全です。

閲覧室を完備
「1箱だけ届けてほしいけど運送料がかかってしまう」「見
たい箱数が多い場合、社内では作業スペースが足りない」
そんなお客様のご意見を基に文書保管庫に併設して閲覧
室をご用意しております。閲覧室内には複合機を設置、コ
ピーや社内へのFAX等にご利用いただけます。

バーコードによる
システム管理
お客様よりお預かりした文書箱は、1箱ごとにバーコード
管理を行います。目視確認のみによる管理上のヒューマン
エラーを防ぎます。

コスト減

快適

運送コスト節約につながります。

閲覧室は1社のみの専用スペースです。

監視カメラ 監視カメラ映像 書庫入り口

セキュリティエリアとして区画された文書保管庫内に設置
した専用の保管棚にて、1箱ごと大切に保管いたします。他
の一般貨物との混在保管はいたしません。もちろん管理は1
箱ごとに行いますのでトランクルームと比較しても管理面・
運用面及びコスト面において、大きなメリットがあります。

トランクルーム 文書保管庫

空間の大きさで
料金がかかります

1箱から安く利用
できて管理が簡単です

人気の理由

3

44cm
32cm

30cm
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オプションサービス

オーダーをご送付いただいてから2～3営業日中に、弊社手配の車両（弊社と秘密保持契約を締結した
専門委託業者による文書専用便）により集配に伺います。また状況に応じて宅配便を選択いただくこと
も可能です。箱数やコストに応じてお選びください。

在庫廃棄サービス（お預かり後保管期限を迎える文書箱の廃棄）はもちろんのこと、通過廃棄サー
ビス（保管せずに廃棄のみを行う）についても承っております。その為、シュレッダー処理等の時間・
労力を大幅に削減できます。在庫廃棄・通過廃棄共に、弊社と秘密保持契約を締結した専門委託業
者が安全・確実に廃棄処理いたします（廃棄後は「機密処理証明書」を発行）。

文書の運送

不要文書の廃棄

各種フレキシブルサービス
人気の理由

8

Webで遠隔管理&オーダー

Webシステムの機能一覧

各種オーダーはExcelのフォーマットでメールをいただ
くことで受領とさせていただきます。また、Webシステ
ム（無料）で一部オーダーを受領することもできます。詳
しくは弊社営業担当までお問合わせください。

人気の理由

7

電子化

什器・備品の保管も
オフィス内で保管している一定数以上
の什器・備品の同時保管も承っており
ます。

e-文書法の制定後、増加傾向にある電
子化対策についてもお気軽にご相談く
ださい。

各種認定・認証を取得
（プライバシーマーク、ISO9001:2008）

常に改善を重ね、品質 （サービス）の向上を図ることを
目的に、第三者機関による品質保証の認定・認証を取得
しております。

人気の理由

9

弊社で保管中の箱リストの閲覧

弊社で保管中の箱リストのCSV出力

お届けオーダー 廃棄オーダー


