
1941年 東洋火熱工業株式会社創立
1955年 横浜コンベヤ工場開設、「トーヨーコンベヤ」の製造販売開始
1961年 日本初のソータ納入（トヨタ自動車販売様　春日倉庫）
1969年 社名をトーヨーカネツ株式会社に変更
 小売業の大型配送センターに日本最大規模120 シュートのソータ納入（西友ストアー様　府中流通センター）
1970年 東京証券取引所市場第一部に上場 
1973年 新東京国際空港（成田空港）向けBHS （手荷物搬送システム）を納入
1978年 日本初の高速ソータを納入/仕分け能力毎時7,400 ケース×2 系統（イトーヨーカ堂様）
1981年 海外市場への進出/マニラ新国際空港（フィリピン）、チャンギ新国際空港（シンガポール）のBHSを納入
 日本初のデジタルピッキングシステム・ピックディレクターを開発し納入（サンリオ様）
1985年 世界初のクリーンルーム対応のロボティック・スタッカークレーンを開発し納入（米国IBM様）
1990年 世界最先端を行く新東京郵便局に主要搬送設備を納入
1996年 大規模フードプロセスセンターの総合エンジニアリングを受注、納入（ココスジャパン様）
1997年 世界初のコンベヤ方式によるセリの物流システムを九州日観植物様に納入（ロジスティクス大賞技術賞受賞）
1998年 たばこ全自動ピッキングシステムを開発・納入（東京・中部•関西・九州たばこサービス様）
 クアラルンプール新国際空港（マレーシア）に世界最大級のBHS を納入
2000年 通販大手アスクル様に物流システムを納入（アスクル様、日立製作所様とともにロジスティクス大賞を共同受賞）
2001年 コープこうべ様に「高度にIT化した物流システムの再構築」を納入（コープこうべ様と2002 年自動認識システム大賞優秀賞を共同受賞）
2002年 トーヨーカネツ株式会社物流システム事業部門が分社化し、トーヨーカネツソリューションズ株式会社となる
2004年 次世代集品システムクライミングソータを開発、納入（日本生活協同組合連合会様）
2005年 中部国際空港（国内線、国際線）にBHS を納入
2010年 高速入出庫可能なケース自動保管システム「マルチシャトル」を開発  大手ネット通販様へ納入
 東京国際空港（羽田空港）国際線向けBHS およびCHS （航空貨物搬送システム）を納入
2014年 東京国際空港（羽田空港）国際線拡張工事、BHS納入
2016年 トーヨーカネツ株式会社創立75周年を機に本社移転
 国内初となる、マルチシャトルによるGTP (Goods To Person：定点ピック）を大手ネット通販様へ本格納入
2019年 トーヨーカネツソリューションズ株式会社はトーヨーカネツ株式会社と合併し、ソリューション事業本部としスタート
2020年 AIとIoTを活用して設備の異常を事前に検知する「予知保全サービス」開発・販売開始し、大手精密機器メーカー様の物流センターに初導入
 日本通運様へ「AutoStore」を初納入
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　トーヨーカネツ ソリューション事業本部は、物流システム部門として1955年創業以来、
「カスタマーファースト」をポリシーとし、常により良きものを造りお客さまのご要望に
応えるとの心構えで、様々な物流ソリューションを提供してまいりました。
　今日では、ESG 視点を経営に取り入れ、「国内人口の減少への対応」「新技術の開発
と活用」等のマテリアリティへ積極的に取り組み、SDGs 達成を含む社会課題の解決に
貢献することで持続的な成長を目指しています。
　こうした中で、物流システムは、絶えず多様化・高度化するニーズに柔軟に対応して
いく事が強く求められております。理想的な物流センターの構築は当然のことながら、
その後の変化に対応した様々なソリューションを機動的に提供していくことが私たちの
使命であると考えております。
　今後も「カスタマーファースト」の精神の下、社員一丸となってChallenge＆Change
マインドを持ち続け、お客さまに信頼される企業として貢献してまいる所存です。
引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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空港

2020年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

スケジュール

センター移行
スケジュール

稼働準備
スケジュール

◦フィジビリティースタディ
◦コンセプトの提案
◦マスタープラン作成

お客さまの課題と解決策を
徹底的に検討

1 コンサルティング

◦設計（運用システム・レイアウト）
◦製造
◦施工

最新の技術とノウハウを結集した
物流センターを構築

2 エンジニアリング

◦試運転調整
◦操作教育
◦移行計画策定

スムーズなセンター立ち上げを
サポート

3 センター立ち上げ

◦運用指導教育
◦設備習熟教育
◦日常点検／障害対処教育

能力を最大限に活かす
運用確立

4 センター運用サポート

”止めない物流”を実現

5 メンテナンス

◦センター内の生産性改善
◦物流サービスレベルの向上
◦リニューアルコンサルティング

物流環境の変化に対応した
最適な提案

6 改善提案

1980年代、当社が開発したデ
ジタルピッキングシステムは、
生協様の共同購入における生産
性の劇的な向上を実現。

このしくみにより、全国の生協様の共同購入の発展
に貢献しました。
現在では、デジタルピッキングシステムだけでな
く、歩行レスピッキングを実現する最新のシステム
を導入されるなど、共同購入の中心が班配送から
個配送へとシフトするなか、長きにわたりお付き合
いをさせていただいております。

1960年代、日本初の
仕分けシステム（ソー
タ）の提供開始。その後も
仕分け、ピッキング作業を効率化する製品
を数多く開発し、多くの卸・小売り・3PL様に
ご用命いただいておりました。
「物流」が変化し続ける今日では、物量や出
荷スピード、取扱いアイテムに応じて最適
なソリューションを提供し続けております。

通販・EC

荷物や商品を自動的に仕分けるシ
ステム。搬送物条件（オリコン・段
ボール・商品形状など）や必要能力
などから、豊富なラインアップより最
適な仕分けシステムをご提案

必要な商品を必要な個数だけオーダ
単位に集品するピッキングシステム。
必要な商品をオーダ別に仕分ける種
まきシステム。
お客さまの規模に合わせた最適な
ピッキング・種まきシステムをご提案

定型品だけでなく、サイズ・形状がバ
ラバラな段ボールケースの積付け
や、個別商品のピッキングを効率的
に行うことができるロボティクスシス
テムで、お客さまの時間と労力を大
幅に削減

荷物を自動で目的の場所まで搬送
するシステム。
CO２排出を抑えた環境と人に優し
いコンベヤを標準機器として、トータ
ルなモノの流れをご提供

荷物や商品を効率的に保管・管理す
るシステム。高い入出庫能力と省ス
ペースを実現する自動保管システム
や、高密度保管とGTP（歩行レスピッ
キング）を実現するピッキングシステ
ムなど豊富に提案

無人走行するフォークリフトや、各種
無人搬送車（AGV/AMR）をご提供

最適な倉庫、物流センターを実現する
各種周辺機器をご提供

高い信頼性と豊富な納入実績
数々の物流センター構築を手がけて
きたノウハウをベースに、WMSを中
心としたソリューションをご提供

”止めない物流”の実現の為、最適化し
たメンテナンスプランを提案し、シス
テムの運用効率を最大限に高め、お
客さまのビジネスをサポート

メーカー

卸・小売・
3PL

高能力の証

マルチシャトルやAutoStoreは、そのようなお客さまの
ニーズに応える高速入出庫かつ高密度保管を実現し、
世界的大手のネット通販様、電子部品メーカー様をはじ
め、多くのお客さまにご導入いただいております。

仕分けシステム
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(物流センター
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◦予知保全
◦遠隔支援
◦予防保全
◦オンデマンド対応

生協

通販・EC業界様においては、
ご利用者様の注文に応じて当日配送を可能とする正確
かつ迅速な出荷を実現し、お客さまの差別化と競争力
の向上に貢献しております。

常に生産性を追求するメー
カー様においては、部品保管場所の集約とジャストイン
タイムの供給を実現し、生産効率の大幅な向上に貢献
しております。
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◦マスタープラン作成

お客さまの課題と解決策を
徹底的に検討

1 コンサルティング

◦設計（運用システム・レイアウト）
◦製造
◦施工

最新の技術とノウハウを結集した
物流センターを構築

2 エンジニアリング

◦試運転調整
◦操作教育
◦移行計画策定

スムーズなセンター立ち上げを
サポート

3 センター立ち上げ

◦運用指導教育
◦設備習熟教育
◦日常点検／障害対処教育

能力を最大限に活かす
運用確立

4 センター運用サポート

”止めない物流”を実現

5 メンテナンス

◦センター内の生産性改善
◦物流サービスレベルの向上
◦リニューアルコンサルティング

物流環境の変化に対応した
最適な提案

6 改善提案

1980年代、当社が開発したデ
ジタルピッキングシステムは、
生協様の共同購入における生産
性の劇的な向上を実現。

このしくみにより、全国の生協様の共同購入の発展
に貢献しました。
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1941年 東洋火熱工業株式会社創立
1955年 横浜コンベヤ工場開設、「トーヨーコンベヤ」の製造販売開始
1961年 日本初のソータ納入（トヨタ自動車販売様　春日倉庫）
1969年 社名をトーヨーカネツ株式会社に変更
 小売業の大型配送センターに日本最大規模120 シュートのソータ納入（西友ストアー様　府中流通センター）
1970年 東京証券取引所市場第一部に上場 
1973年 新東京国際空港（成田空港）向けBHS （手荷物搬送システム）を納入
1978年 日本初の高速ソータを納入/仕分け能力毎時7,400 ケース×2 系統（イトーヨーカ堂様）
1981年 海外市場への進出/マニラ新国際空港（フィリピン）、チャンギ新国際空港（シンガポール）のBHSを納入
 日本初のデジタルピッキングシステム・ピックディレクターを開発し納入（サンリオ様）
1985年 世界初のクリーンルーム対応のロボティック・スタッカークレーンを開発し納入（米国IBM様）
1990年 世界最先端を行く新東京郵便局に主要搬送設備を納入
1996年 大規模フードプロセスセンターの総合エンジニアリングを受注、納入（ココスジャパン様）
1997年 世界初のコンベヤ方式によるセリの物流システムを九州日観植物様に納入（ロジスティクス大賞技術賞受賞）
1998年 たばこ全自動ピッキングシステムを開発・納入（東京・中部•関西・九州たばこサービス様）
 クアラルンプール新国際空港（マレーシア）に世界最大級のBHS を納入
2000年 通販大手アスクル様に物流システムを納入（アスクル様、日立製作所様とともにロジスティクス大賞を共同受賞）
2001年 コープこうべ様に「高度にIT化した物流システムの再構築」を納入（コープこうべ様と2002 年自動認識システム大賞優秀賞を共同受賞）
2002年 トーヨーカネツ株式会社物流システム事業部門が分社化し、トーヨーカネツソリューションズ株式会社となる
2004年 次世代集品システムクライミングソータを開発、納入（日本生活協同組合連合会様）
2005年 中部国際空港（国内線、国際線）にBHS を納入
2010年 高速入出庫可能なケース自動保管システム「マルチシャトル」を開発  大手ネット通販様へ納入
 東京国際空港（羽田空港）国際線向けBHS およびCHS （航空貨物搬送システム）を納入
2014年 東京国際空港（羽田空港）国際線拡張工事、BHS納入
2016年 トーヨーカネツ株式会社創立75周年を機に本社移転
 国内初となる、マルチシャトルによるGTP (Goods To Person：定点ピック）を大手ネット通販様へ本格納入
2019年 トーヨーカネツソリューションズ株式会社はトーヨーカネツ株式会社と合併し、ソリューション事業本部としスタート
2020年 AIとIoTを活用して設備の異常を事前に検知する「予知保全サービス」開発・販売開始し、大手精密機器メーカー様の物流センターに初導入
 日本通運様へ「AutoStore」を初納入
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　トーヨーカネツ ソリューション事業本部は、物流システム部門として1955年創業以来、
「カスタマーファースト」をポリシーとし、常により良きものを造りお客さまのご要望に
応えるとの心構えで、様々な物流ソリューションを提供してまいりました。
　今日では、ESG 視点を経営に取り入れ、「国内人口の減少への対応」「新技術の開発
と活用」等のマテリアリティへ積極的に取り組み、SDGs 達成を含む社会課題の解決に
貢献することで持続的な成長を目指しています。
　こうした中で、物流システムは、絶えず多様化・高度化するニーズに柔軟に対応して
いく事が強く求められております。理想的な物流センターの構築は当然のことながら、
その後の変化に対応した様々なソリューションを機動的に提供していくことが私たちの
使命であると考えております。
　今後も「カスタマーファースト」の精神の下、社員一丸となってChallenge＆Change
マインドを持ち続け、お客さまに信頼される企業として貢献してまいる所存です。
引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


