ニュー浜屋冷蔵株式会社

会社案内

船橋冷蔵庫
名称

船橋冷蔵庫

所在地

〒273-0012 千葉県船橋市浜町３丁目１番６号

営業時間

平日

8：30 〜 17：00

土曜日

8：30 〜 14：00（第２，４土曜日は休業）

許認可

関東運輸局営業倉庫登録
横浜税関許可保税蔵置場
農林水産動物検疫輸入指定検査場

建築構造

鉄筋コンクリート造 5 階建て

冷蔵能力

18,868 トン
Ｆ１級（-20℃〜 -30℃）： 16,311 トン（10 室）
Ｃ級（-10℃〜 +10℃）： 2,557 トン（12 室）

冷却方式

F１級
C級

お 問 合 せ

船橋冷蔵庫

047-437-7531
受付時間

ヘアピンコイル冷却方式
ユニットクーラー冷却方式

荷役設備

エレベーター

トラックバース

エアーシェルター

３トン積／４基

コンセント設備

冷凍コンテナコンセント

10 バース
４台

047-437-7759

平日 8:30 〜 17:00
土曜 8:30 〜 14:00（第２，４土曜日は休業）

f_info@hamaya-reizou.co.jp

船橋冷蔵庫の特徴
「ヘアピンコイル冷却方式」による高品質保管

庫内の温度管理を自動化

ヘアピンコイル冷却方式を採用し庫内を無風状

「冷凍監視装置システム」を使用し庫内の温度

態で管理しています。お客様の大切な保管品の

管理を自動化しています。大切な保管品の最適

乾燥・変色・劣化を最小限に抑えることが可能

温度を維持し、品質管理が図られています。

です。

荷捌室の低温化管理

作業効率の高い荷捌室

自動密閉式のエアーシェルターを採用していま

広々とした荷捌室は、選別・仕訳のスペースが

す。外部からの暖気の流入および庫内冷気の

十分とれます。作業効率が非常に高く、荷役中

外部への流出を遮断し、１階荷捌室は低温化

の保管品の品質保持にたいへん効果的です。

が図られています。

F１級、C 級あわせて、庫腹量 18,868トン（47,170 ㎥） あらゆる貨物への対応力
F１級冷蔵庫 16,311トン、C 級冷蔵庫 2,557ト

冷凍食品、水産物、畜産物、農産物、果汁な

ンの能力を備えています。C 級冷蔵庫は、利用

ど多種多様な商品をお預かりいたします。また、

目的に応じて−10℃〜＋10℃までの範囲で室

カートン貨物はもちろんのこと、ドラム、ペール、

温設定が可能です。また、ご要望によっては他

缶などあらゆる荷姿の商品に対応します。

温度帯の商品、又は常温保管の商品もお預か
りいたします。
詳細は船橋冷蔵庫ＷＥＢサイトページにて
http://new-hamaya.co.jp/funabashi/

2

ニュー浜屋冷蔵株式会社

釧路冷蔵庫

第 1 号冷蔵庫
建築構造
冷蔵能力
冷却方式
荷役設備

鉄筋コンクリート造 4 階建て
F１級（−20℃〜−30℃）：2,022 トン（２室）
リタ−ンダクト冷却方式
エレベーター ３トン積／１基

第３号冷蔵庫
建築構造
冷蔵能力
冷却方式

鉄筋コンクリート造平屋建て
F１級（−20℃〜−30℃）：6,868 トン（4 室）
リタ−ンダクト冷却方式

釧路製氷工場
名称
所在地
営業時間

日産

名称
所在地
営業時間

釧路冷蔵庫
〒085-0023 北海道釧路市海運 3 丁目 1 番 19 号
平日
8：30 〜 17：00
土曜日 8：30 〜 14：00（第２，４土曜日は休業）

許認可

北海道運輸局営業倉庫登録
函館税関許可保税蔵置場

第２号冷蔵庫
建築構造
冷蔵能力
冷却方式

鉄筋コンクリート造平屋建て
F１級（−20℃〜−30℃）：7,552 トン（5 室）
リタ−ンダクト冷却方式

第５号冷蔵庫
建築構造
冷蔵能力
冷却方式

鉄筋コンクリート造平屋建て
F１級（−20℃〜−30℃）：8,031 トン（4 室）
ヘアピンコイル冷却方式

釧路製氷工場
〒085-0023 北海道釧路市海運 2 丁目 1 番 1 号
平日
８：３０〜１７：００
土曜日 ８：３０〜１４：００
朝：秋刀魚、イカ、鯖鰯漁期は魚市場開場時間と同様に対応。
夕：沖底船水揚終了迄対応。
50 トン

お 問 合 せ

釧路冷蔵庫

0154-24-5511

受付時間

0154-25-4193

平日 8:30 〜 17:00
土曜 8:30 〜 14:00（第２，４土曜日は休業）

k_info@hamaya-reizou.co.jp

釧路冷蔵庫の特徴
「ヘアピンコイル冷却方式」による高品質保管

庫内の温度管理を自動化

第 5 冷蔵庫（8,031 トン）は、ヘアピンコイル

「冷凍監視装置システム」を使用し庫内の温度

冷却方式を採用し庫内を無風状態で管理してい

管理を自動化しています。大切な保管品の最適

ます。お客様の大切な保管品の乾燥・変色・

温度を維持し、品質管理が図られています。

劣化を最小限に抑えることが可能です。

作業効率の高いカ−エプロン

庫腹量 24,473トン（61,182.5 ㎥）

第 2，3，5 冷蔵庫は、鉄筋コンクリート造平屋

F１級冷蔵庫 24,308 トン、F４級冷蔵庫 165 ト

建てで、22ｍ×98ｍの広いカ−エプロンを有し

ンの能力を備えています。

ています。作業効率の極めて高いカーエプロン
では、1 日約 600 トン（1 棟当たり）の入庫作
業を行っています。
詳細は釧路冷蔵庫ＷＥＢサイトページにて
http://new-hamaya.co.jp/kushiro/
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ニュー浜屋冷蔵株式会社

会社情報
社名

ニュー浜屋冷蔵株式会社

本社住所

〒273-0012

代表者

代表取締役会長

濱屋

克弘

取締役社長

新田

正

千葉県船橋市浜町 3 丁目 1 番 6 号

設立

平成 13 年 10 月

資本金

1 億円

事業内容

倉庫業、製氷業

事業所

船橋冷蔵庫、釧路冷蔵庫、釧路製氷工場

ホームページ

https://www.hamaya-reizou.co.jp/

ニュー浜屋冷蔵のこだわり
安全はすべてに優先
業務を行う上で最優先するべきは「安全」です。お客様、地域の皆様、
職員の安全が何より大切であると考えています。また、もしもの時の備
えとして船橋冷蔵庫には AED を設置しており、定期的に使用方法につい

ドライバー様ファースト
私たち冷蔵倉庫のお客様は資産（商品）を預けてくださる「荷主様」です。
「荷主様」を大切にすることは、私たち冷蔵倉庫として最も重要なことの
一つです。それと同様に、私たちが毎日接するドライバー様も大切なお
客様なのです。
•職員一同いつも笑顔で対応します
•待ち時間ゼロを目指し、常に最善を尽くします
•ドライバー様の求めるサービスを最大限追求します

営業冷蔵庫としての役割を追求
職員は、お客様の多様化するニーズにお応えできるよう商品知識の向上、
関税法等の税務知識の向上に日々精進しています。営業冷蔵庫としての
役割を追求し、お客様の発展、地域の発展に貢献してまいります。

人に優しくすること
自分が幸せじゃないと人に優しくするのは難しい。職員がそれぞれの幸
せを感じられる職場環境づくりが、人への優しさにつながり、チームワー
クを良くしていきます。
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