［安心の認定マーク］

トランクルームの

押入れ産業新潟は、国土交通省認定

押入れ 産業 新 潟は、物品を収 納す

押入れ産業新潟は、社団法人全日本

優良トランクルームです。

るためのスペースが、安心・安全な

トラック協会認定安 全 性優 良事業

認定番号963号

サービスを提供できる施設です。

所（Gマーク認定事業所）です。

新潟

●トランクルーム・オープンスペース
所在地 ：〒951-8104 新潟市中央区西大畑町620-43

524 004 687*24
Google マップ

西大畑
トランクルーム
警察署 日銀
●
●
●
どっぺり坂

NEXT21
●
寄居町

●
ネルソンの庭

使い方に合わせて選べる２つのタイプ（ルーム・コンテナ） 荷物の運搬もおまかせください！

至新潟駅

●
三越

●レンタルコンテナ
所在地 ：〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山東107番地

524 146 367*36

レンタルコンテナをお客さまの家まで
出前し、専門スタッフがお荷物を
運搬・収納を行います。

Google マップ
新潟競馬場
●

新潟方面

●
笹山小学校

●
イオン（株）SRIロジテム
XD （株）セキュリティリサイクル研究所内

新新バイパス

競馬場 IC

新発田方面

豊栄 IC

電源完備！ インターネット環境も充実！！
オープンスペースではお仕事から休憩まで
自由に使えてとても便利♪
365日、お客さまご自身で自由に収納品の
出し入れ・管理が行えるルームタイプのレン
タルスペース

［会社概要］

社

代表取締役社長 北村 真

名 ：株式会社 SRIロジテム

代表者 ：代表取締役社長 北村 真
設 立 ：平成2年7月5日
資本金 ：4500万円
所在地 ：〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山東107番地
ＴＥＬ ：025-388-2110
事業内容：トランクルーム事業、コンテナ保管事業、
機密文書類の集配送管理、タイムカプセル事業

わたしたち
整理収納アドバイザーに
ご相談ください♪

収納棚やクローゼット、壁掛けタイプの
収納グッズをルームにカスタマイズすること
ができます！

新 潟 県 内では 携 帯 電 話 からも通 話 料 無 料！ 下 記フリーダイヤ ル へお 電 話ください！
新潟県内からのお申し込み・お問い合わせ

押入れ産業新潟のコンテナは、湿度の
変化やカビやホコリに強いレンタルコンテ
ナサービス専用に作られたものです。

【受付時間】９：００ - １８：００

押入れ産業新潟
https://www.niigata-trunkroom.com

※県外からは

025 - 388 -2110 へお電話をお願いいたします

niigatatrunkroom

@saorin̲niigata

niigata.trunkroom

niigata.container

株式会社

SRIロジテム

株式会社

SRIロジテム

トランク
ルーム

コンテナ

引越し

お客さま

あなたの『大切』を
大事にお守りする。
それがわたしたちの使命です。
「安心」
・
「安全」を徹底した収納スペースのご提案を。
それが、
「お客さまの大切なもの」を同じ想いでお預かりする
押入れ産業新潟のサービスコンセプトです。

オープン
スペース

片づけ・
収納

荷物の
集配送

トランクルームの

1

新潟

2

トランクルーム［西大畑］

いつでも必要なときに出し入れ可能！！ 活きた

プライベートスペースが手に入ります。

ご家庭や職場スペースの有効利用を考え、あなた

の「大切」を大事にお守りいたします。

トランクルームでは、お客さまご自身で自由に収納品の出し入れ・管理を行っていただけるルームタ
イプのレンタルスペースをご用意しております。マンションの建物内のフロアを区分けしたスペース
なので、ご自宅の収納部屋のように気軽に使える、使い勝手の良さが魅力です。

個人のお客さま

団体・サークル

すぐに使わないものを社外保管して、

第二のクローゼットとして家の中を

荷物を保管。オープンスペースでは

スペースを有効活用！オフィスを持たない

スッキリできます。

仲間内で話し合いもできます。

営業担当者の[倉庫]兼[作業スペース]にも。

タイヤなどのカー用品や自
転 車、資 材 や工 具 な どの
DIYグッズ

アウトドア用品、ゴルフ用
品、スキー、釣具、楽器、フ
ィギュアなどの趣味のもの

衣類・季節用品

本・アルバム・
大切なもの

季節の服や、オフシーズン
の家電製品、雛人形・クリ
スマスなどの年に一度の装
飾品

コンテナ

ミニコンテナ
Sコンテナ

3,000円〜

※13,14ページに詳細あり

8,000円

0.6坪

趣味用品・少量の家財

（一例）

0.7坪

レジャー・季節用品など

9,000円
10,000円

0.9坪

13,500円

1.0坪

15,000円
引越し・リフォーム時の家財保管など

1.5坪

22,500円
30,000円

2.0坪
店舗商品在庫、事務用品・備品類

3.5坪

広さの目安

引越しやリフォーム時の家
財の一時保管、ラグやマッ
ト、カーテンやすだれなど
のインテリア用品

個人に人気

ファミリーに
オススメ

法人に
オススメ

52,500円

0.7坪

家財の一時保管

本やアルバム、子どもの成
長記録などの思い出、家族
の大切なもの

月額料金（税抜）

ダンボール収納、趣味用品、タイヤなど

ルームタイプ

店舗・オフィス用品
書類やカタログ、商品在庫
や 備品、販 促物、オフィス
用品、記 録 メディアやフィ
ルムなど

収納の目安

タイプ・広さ

企業・法人

個人的な管理負担を減らせ、共有したい

趣味・スポーツ・
レジャー用品

1階、2階の2フロアに約128室。0.6坪（1.2畳）〜 3.5坪（7.5畳）まで、豊富なサイズのお部屋をご用意していますので、お客さまの使い
方や収納量に合わせたお部屋をお選びいただけます。

一時的に保管が必要なときはもちろん、

DIY・カー用品

●トランクルーム［西大畑］料金表

幅110×奥行220×高さ270cm

収納前

収納後

●トランクルーム
［西大畑］
のポイント

1

2

お荷物の搬入・搬出が便利
◀当社の専門スタッフが
荷物の集配送も承っております。
重い荷物の運搬はわたしたちに
お任せください！

朝7時から夜9時まで、
自由に入退出が可能。

収納スペースをカスタマイズ

3

カードキーと防犯カメラで安心セキュリティ

お客さまのご希望に合わせてルームをカスタマイズすることができま
す。収納棚やクローゼット、壁掛けタイプの収納グッズなど、お客さま
のご要望にあわせて専門スタッフが組立・施工します。

契約者専用の共有スペースがあり、
休憩や荷物の整理・仕事に使えると
大人気！▼

広い駐車場完備！８台の駐車スペース有

3

カードキー発行

台車・リフトもご自由にお使いいただけます！
通路も広々☆重い荷物も楽々運ぶことができます♪

壁面収納やハンガーパイプを設置することで、上の方まで収納でき、
収納効率と利便性がUPします！

初回無料！！

防犯カメラでしっかり録画☆
安心して保管・収納できます！

平日９時から17時までスタッフ常駐だから安心☆

4

トランク
ルーム

こんなに便利 〜用途紹介〜

広い駐車場

即日見学、その日に契約

駐車場が広いので、荷物を運ぶのがとても楽です。満車の心

引越しの都合ですぐに利用する必要があったのですが、

配もなく、気軽に来ることができます！

即日見学から契約まで済ませることができたので、本当

（20代・男性・法人利用）

トランク
ルーム

よくある質問

すぐに見学したいのですが、
いつでも見学できますか

スタッフが在駐している平日9時から17時の営業時間内は、ご見学可能です。
まずはフリーダイヤル（0120-372-110）にお電話いただくかホームページより
お問い合わせください。

に助かりました！
（30代・女性・個人利用）

新潟市中心にあり、立地条件がいい！
新潟市中央区古町周辺のオフィスからほど近く、移動に便利♪
（30代・男性・法人利用）

友達とシェアして、広いお部屋を安く借りる

Wセキュリティで安心
セキュリティがしっかりしているから、

何時まで
出入りすることができますか

365日、朝７時から夜９時までの間、ご自由に荷物を出し入れしていただけま

契約する際にどのような
費用がかかりますか

初回のお支払いは（初月分＋翌月分のご利用料）のみ。事務手数料や管理費

す。

は不要です。その後も毎月のご利用料金のみで、更新料も必要ありません。
カードキー発行も初回無料です！

安心して荷物を
預けられます♪
（40代・女性・個人利用）

友達とシェアしているので、

すぐに利用したいんだけど、
いつから可能ですか

ご契約したその日からご利用可能ですので、お急ぎの方もまずはご相談くだ

セキュリティは大丈夫ですか

入退館はカードキーにて管理、個室もそれぞれ施錠されている“Wセキュリテ

さい。

広いお部屋を安く借りることができてうれしい。
（30代・男性・個人利用）

引っ越し時、一時保管に便利

ィ ”で安心です！カードキーで、入館・退館の記録も行っているので、部外者

家を改築することになり、一時的に引越し。すぐ

の侵入を許しません。24時間体制の防犯カメラもあり、安心です。

に使わないものを保管できたので、仮住まい先で
は広々と過ごせました。
（50代・男性・個人利用）

収納ラックをレンタル

オープンスペースが便利

ラックのレンタルができたので、上部

オープンスペースは無線LANと電源があり、パソコンを

空間を有効利用できています。

使って仕事ができます。ちょっとした空き時間も有効に

（30代・男性・法人利用）

ウォークインクローゼットとして利用できて便利
て施工してもらい、ウォークインクロ
ーゼットとして活用しています。衣替
えのときや、カバンやスーツケースな
ども収納できて便利です♪
（40代・女性・個人利用）

荷物専用リフト完備なので、大きい荷物も重たい荷物も大丈夫！台車を用意
してますので、自由にご利用いただけます。荷物が多くてご自身で運搬でき
ない場合、当社スタッフにお申し付けください。

使えて便利です。とてもきれいで落ち着くスペースなので、
よく利用させてもらってます。
（40代・男性・法人利用）

希望に合わせてクローゼットを組み立

重たい荷物を運ぶのが大変

収納量が変わった場合等、
大きさの違う部屋への変更は、
できますか

もちろん可能です。

どれくらいの期間から
利用可能ですか

最短1 ヶ月からご利用可能です。

収納棚等の収納グッズを
自分で持ってきて使うことは
できますか

もちろん可能です。また、レンタルラック（月額500円・税抜)もありますので、

オープンスペースでは
どのようなことができますか

無料Wi-Fiと電源があるので時間を気にせずネット作業ができます。また、

手数料無料でお部屋の変更ができますので、お気軽にスタッフへご相談くだ
さい。

シーズンオフのアウトドア用品保管に便利
趣味のアウトドア用品が増えてい
き、保管しています。タイヤや家
電なども季節に合わせて入れ替え
られるので、家の収納場所もかさ

用途に合わせてお使いいただけます。お客さまのご要望に合わせて、壁掛け
収納など便利なカスタマイズも可能です。

ばりません！
（40代・男性・個人利用）

収納品の整理や読書といったプライベートな時間も過ごせます。
※9,10ページに詳細あり
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トランク
ルーム

企業・法人さま向けサービス

トランク
ルーム

企業・法人さま事例
大切な商品を保管する上で、セキュリ

●オフィスサポートパック

ティ万全、気温の変化による影響を受

大型家電メーカーさま

け難いことは一番です！！

企業・法人さまへ便利なオプションをご用意しております☆

大型家電量販店、大型スーパーなどで、店頭展示や

オプションは１つからでもご利用可能です。

実演販売などの営業展開を２県にまたがり活動されている、家電専門メーカーの営業ご担当さま

荷受サービス(企業・法人さま限定）
トランクルームに届いた荷物を、お客さまの代わりにスタッフが受け取りいたします。
サンプル・デモ用機器・カタログなど、荷物の到着時間を気にする必要がありません!!
ご希望に応じて、荷物の発送代行も承ります。

棚が設置されているスペースをご利用いただき、デモ機やダンボールなどの高さに合わせ、棚割り
され上手に活用されています。手前のスペースを更に有効に活用していただくため、棚を入れカス
タマイズを開始しています。収めるものを確認し、実寸からスタート！お客さまの収納するものに合
った設置をしています。もちろん“オフィスサポートパック”もご活用いただいています。
ご本人より
家電製品のデモ機を保管する上で、セキュリティ完備、雨や気温の変化に強い館内トランクルームは
必然でした。大型荷物の搬入搬出も楽にできる広い通路も助かります。
利用頻度はまちまちですが、新製品発売の時期は頻繁に荷物の出し入れをしています。デモ機、ディス

カードキー複数枚発行

プレイ、パンフレット等は本部へ必要なものを依頼し、入れてもらいます。そんな本部からの荷物を代

ご利用されるご担当者さまの人数に合わせて

わりに受け取ってくれるサービスは本当にありがたいです。

カードキーを必要枚数発行することが可能です。

事務所を持たずに営業しているので自宅にも荷物を置いていますが、全て入りきらないので、大きな

1枚目は無料、2枚目からは有料です。

物や什器などはトランクルームへ預け、パンフレットなどの小物は車に積むなど使い分け、車で営業活

※追加1枚2,000円（税抜)

動をしています。
駐車場があり、家電製品を傷めることなく積替えができることも嬉しいです。
オープンスペースでは、デスクワークや打合せだけでなく、これから様々なことができるように思いま
す。住宅街にあるトランクルームという立地条件を活かし、新製品紹介のイベントや、親子で家電製品
に触れるワークショップなどできたらいいと考えています。

事務所の移転・引越し(企業・法人さま限定)

押入れ産業のトランクルームを全国で７割程度の営業拠点が利用しています。

押入れ産業新潟では、企業・法人さまの事務所の引越しを承ります。
厳しい条件の立地でも、お客さまとの打ち合わせと事前の調査と確認で、
安心・安全な移動が可能です。
事務所の移転や引越しは、オフィス家具等の組み立て・施工・引越し・運送の
スペシャリストが揃う、押入れ産業新潟にお任せください。

事務所が無い在宅営業にとって、
荷物の受取・出荷のサポートは

ボッシュ株式会社さま

とても便利！！

新潟と長野の営業を一手に行っている、電動工具メーカーの営業ご担当者さま
15年以上、ご愛用いただいています。そのためスペースには収納力がアップする工夫がたくさんで

必要でなくなった書類・物の引取（企業・法人さま限定）
書類、パンフレット、段ボール、オフィス家具等、必要でなくなった物の引取も行います。
機密書類については、グループ企業で安心・安全に処理いたします。

す。デモ用工具セットや、細かい部品、そして販促物もたっぷり収納されています。そして、荷物の受
取代行サービスの “オフィスサポートパック”をご活用いただいています。
ご本人より
朝、必要な荷物を取りに寄り、そのまま長野へ営業に出かけ、出張帰りにオープンスペースでパソコン
を開きデスクワーク、そして翌日の準備！！
静かな空間でじっくりと仕事ができます。
おかげさまで家でパソコンを開く機会が減りました。
立地条件も良く、
自宅からもちょうどいい距離で、平均１ヶ月に８回以上は利用しています。
なんといっても一番の決め手は、
“荷物の受取代行サービス”です。

7

オープンスペースの貸切り利用

本社から荷物が送られて来るのを待っていたり、取りに行ったりする必要がなく、その

ご利用中のみなさまでお使いいただける共有スペースを、

分営業活動に時間を使うことができます。

時間毎で貸切り利用ができます。

使い勝手の良いトランクルームを求めていくつか移動してきた結果、押入れ産業新潟を

※用途や料金は要相談

長年利用しています。
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トランク
ルーム

オープンスペース［西大畑］

トランクルームには、ルームをご利用いただいているみなさまに共有して使っていただける
オープンスペースがございます♪

パソコンでのお仕事や打ち合わせにも

こんな利用法も……

インターネット環境が充実しているから、パソコンでのお仕事や会社への連絡もばっちり！机にコンセントもあるので、パソコ

・休憩や読書といったのんびりした時間♡

ン・携帯の充電も。複合機で書類のコピーや印刷も可能です。営業活動の合間にメールチェックや報告書の作成ができるから、

・収納品の整理や梱包、大きなものを広げたり組立てたり！

時間の有効活用ができます！トランクルームに保管してある商品の在庫管理も簡単。お届けしたいときにすぐに持ち出せます！

・企業さまと合同イベント、カルチャースクール開催♪

会社への報告をパソコンで！
リフレッシュや気分転換にも♪

お客さまを交えて、
ちょっとした打ち合わせにも！

マンガに集中！

広い机で作業ができるよ！
Wi-Fiも自由に使ってね！

広々とした空間でお仕事

静かに読書

ヨガ教室を開催

イベント開催

カルチャースクール

勉強会やセミナー・講演会にも
オープンスペースを貸し切りでご利用いただくことも可能です。落ち着いた空間での、
勉強会・セミナー・講演会などのイベント開催もご好評いただいています。参加人数
やプレゼンスタイルに合わせて、机を自由にレイアウトいただけます。席数は24席を
ご用意しております。ホワイトボードやプロジェクターもございます。
貸し切りでセミナー・講演会も！
ホワイトボードも使えます。

プロジェクターでプレゼンも！
打合せや会議に便利です。

トランクルームに保管したロードバイクを点検
週末ライドへお出かけ前に
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レイアウト変更OK
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トランク
ルーム

オープンスペース［西大畑］

個人のお客さまの声
お気に入りの本を広げ、オープンスペースでゆっくりとした

本を収納されているお客さまは、毎日のようにトランク
ルームをご利用いただき、オープンスペースをとても気
に入っていただいたようです。

時間を過ごし、時折うとうとしてしまうことも……。

●お片づけセミナー・見学会
ルームスタッフには整理収納アドバイザー 1級・2級有資格者がおります。
ただ収納するだけではなく、 もの と向き合う大切さをお伝えしたり、

そのくらい心地よい空間です。

日々のお悩みを相談したりできる、見学会やセミナーを開催しています。

散歩好きなわたしにとって、西大畑町にあるトランクルームはちょ

セミナーページ

お片づけセミナー

うどいい場所！！車を止めて、軽く1時間の散歩、コースも色々で
季節の花を撮影しながらの時間はあっという間です。その後オ
ープンスペースでちょっと一休み、なんて使い方！！皆さんにもお
すすめしたいぐらいです。
家に置くと“そんなにたくさんの本！古い本はもう整理したら…… ”
なんて言われそうだけど、ここならそんなことも気にすることなく、
たっぷり保管できる！そして、スタッフがいる安心感、会話のある
トランクルームはわたしにとって居心地の良い空間です。
明るく元気で、笑顔いっぱいのスタッフもおススメですよ。

カフェ風のとてもおしゃれな
空間です♪

部屋が片づくといいことがある！

医療関係業者さまの声
どのようにトランクルームをご利用されていますか？
• 出張帰りや行く前に寄ることが多い。
• 月末の書類まとめ時に。

エリア担当者が交代されても引続きご利用いただき、今

ものを整理することは、頭と心の整理とつながります。目の前の一つ一つのものと向き合うことで、悩んでいたことや、本当の自分の
想いに気づきます。きっと明日からのあなたの人生が変わります！

では４代目！ご利用年数にすると約２０年になります。
そんな長くご利用いただいている営業ご担当者さまよ
り、お気に入りのオープンスペースの使い方をご紹介い
ただきました。

• 自宅で仕事をしたくないとき／気分転換に場所を変えて仕事を

Before

After

したいとき。

どのような荷物を保管されていますか？
• 医療関係の製品見本などで、２ｍ弱のダンボール品から小さ
な箱まで大きさは様々。
• パンフレット類も多く、古いものに関してコンスタントに処分し
ていくことが今の課題。
• お客さまより引取った品を、本社へ返却する際の一時保管に
活用している。
• 自宅に置ききれない仕事関係のものを置けるので、重宝してい
る。

オープンスペースについて、率直なご意見ご感想を！

部屋が片づくと
いいことがある

♪

• ないと困る！
• 良い気分転換になっている。
• 自宅から近ければ毎日でもここで仕事したい。
• オープンスペースがなくなったら他にうつる！
（などと、冗談まじりに言ってくださいました）

お片づけ動画を公開中！
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インターネット環境充実！
会社に戻らずお仕事できます☆
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レンタルコンテナ・ミニコンテナ

20年以上の実績とノウハウをもとに、快適な収納を実現するため、新しい発想で時代の
ニーズにお応えする押入れ産業新潟 は、保管する倉庫をお客さまの地元新潟で確保
しております。

●レンタルコンテナ
収納専用のコンテナを屋内倉庫で保管します。普段使わない荷物の収納や、引越し・リフォーム時の
家財・家電の一時保管にぴったりです。

●レンタルコンテナ料金表
SサイズからLHサイズまで大小4サイズのコンテナをご用意しています。大型家具や季

広さの目安

節用品など、保管したい家財の量や大きさにあわせてお選びいただけます。
※収納時の梱包資材費は実費となります。
大きさ（単位：cm）

ご自宅前までトラックでコンテナを
出前します♪スタッフに任せて楽々☆

専門スタッフがお客さまの目の前で
荷物の運搬・収納・梱包！だから安心☆

スタッフがお客さま立ち会いのもと
コンテナを封印します！

集配送・引越しの専門会社だ
からスタッフのレベルが違い
ます！

安全な屋内倉庫での保管な
のでセキュリティもばっちり
☆

ご自宅まで無料で見積もり！

倉庫にて荷物の出し入れを
する際は事前の予約が必要
となります。

引越し・保 管・不用品の引取
まで全てお任せください☆

Mサイズ
幅173×奥173×高180 cm

収納の目安

月額料金（税抜）

Ｓ
（幅113×奥138×高144）

ふとんセット、ベビーたんす、
折りたたみ自転車、ミニコンポ、段ボール

Ｍ
（幅173×奥173×高180）

応接セット、たんす×２、
ふとんセット×２、段ボール×１０ケース

10,000円

Ｌ
（幅193×奥193 ×高194）

応接セット、たんす×３、
ふとんセット×２、段ボール×１０〜１５ケース

12,000円

ＬH
（幅241×奥143×高208）

応接セット、ユニット家具、
ダブルベッド等の背の高い家具

14,500円

8,000円

●湿度の変化やカビやホコリに強い収容専用コンテナ
押入れ産業新潟のコンテナは、腐食に強いガルバニウム鋼板で密封性を高めてレンタルコンテ
ナサービス専用に作られたものです。湿度の変化やカビやホコリに強いこのコンテナを安全な
倉庫内に保管しますので、大切なお荷物を安心して保管できます。

●安心の管理

お手頃な
月々３，
０００円！
！

●ミニコンテナ
365日出し入れ自由！
！ミニコンテナ（幅97cm×奥行94cm×高さ81cm)の

トランクルームタイプとは異なり、倉庫施設への立ち入りには事前のご予約が必要とな

Ｌサイズ
幅193×奥193×高194cm

●利用時間・利用方法
4回まで無料です。

通称 ミニコン
幅:97cm

分だけの『秘密BOX』そんな使い方で愛用者
多数♪大切な書籍、マンガ、フィギュアやお

無断で積み替えることはなく、家財のキズや紛失の心配もありません。
ご利用前日までにご連絡いただければ、営業日・営業時間内は出し入れ可能です。年間

価格はお手頃な 月々 3,000円（税抜） です。※ミニコンテナは、西大畑トランクルームでのご利用となります。

サイズは小さいけれど、大きな夢が広がる自

ります。出し入れ時には必ずお客さまの立ち合いのもとで封印の開閉錠を行います。

便利な収納用品も常備

高さ:81cm

もちゃ、子どもの成長記録、季節家電、タイ
ヤの保管も可能です！

広さの目安
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奥行:94cm

とても丈夫な段ボールをご用意。 クローゼットのお洋服をハンガー 布団袋はお引越しの必需品！！
お引越し用にもOKです。
のままお引越し！ ハンガー BOX。

業務用の乾燥剤（シリカゲル）
長期保管の際はおススメします！
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コ
ナ
コン
ンテ
テナ

こんなときに便利です！ 〜用途紹介〜

●建替・リフォーム中の家財お預かり

●引越し

必要最小限のお荷物だけでの仮住まいは、スペースも広々♪ 快適に生活していただけます。

・入居までの数日間、家財一式の行き場に困ったとき

新居へお引越しの際も、荷物が少ないから荷造りもらくらく♪

・新居に全ての荷物が入らなかった……そんなお悩みも解決！

お預かりした家財はそのまま新居へお届け！！新しいお家でお待ちいただくだけでOKです。

・すぐに使わないものは、持っていかずに保管！
お部屋を広々使えます
・実家に一時的に帰省、すでにある家電は
次の出番まで一時保管

●転勤・留学・研修期間中
・勤務の間、戻ってくるまで家財一式を保管
・留学中、住んでいない賃貸料金を払い続けるより、
保管したほうが経済的で安心！
・研修期間中、配属先や引越し先、採用期日が決まる
まで一時保管

●お客さまの声

ご自宅の建替えやリフォーム、店舗の改築や改装は、家具や什器の移動先が悩みのタネ。

●空き家・親の家の片づけ

工事期間中だけコンテナで保管してはいかがでしょうか。運送だけでなく、引越し作業や不用品の引取のご相談も承ります。

建て替えでご利用されたお客さまからご感想をいただきました！

・空き家の譲度にあたり、荷物置き場となっていた物を保管

ご利用されたコンテナ ..........Ｌサイズコンテナ 2個

・同居したいが、家財が多く置き場所がない

ご利用期間............................ 約3 ヶ月
押入れ産業新潟を選んでいただいた“4つの決め手”
①家財の保管と運搬が同じ会社であったこと
②価格です！リーズナブルであったこと
③自分の考えにフィットしたサービスであったこと
④電話で問い合わせたときの対応がすごく良かった！！
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・施設に入居するため、賃貸・売却等で家を空けたい
・バリアフリーにリフォーム！工期中の家財保管に困っている
・処分したがらない
・仕分けする時間がない

手離すことができない大切なものは保管して安心を
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コ
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よくある質問

コンテナのサイズと収納量を
教えてください

メディア掲載
4タイプ（LH・L・M・S）のコンテナをご用意しております。タンスや大型商

押入れ産業新潟（株式会社SRIロジテム）は、1990年に新潟市で創業以来、 収納をもっと楽しく、

品を収納できるL型・LH型から、小物を収納するS型までお選びいただけま

もっと便利に をコンセプトに、お客さまに喜んでいただけるサービスをご提供してまいりました。

す。例えば、ワンルームマンションでひとり住まいの荷物ですと、Lサイズコ
ンテナ1台分程度となります。

多くの個人ユーザーさま・法人ユーザーさまにご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
今後もお客さまのニーズ・時代にマッチした整理収納サービスを幅広くご提供させていただき、

人気のLコンテナとMコンテナでどれくらい収納力が違うのか、実際にシミュレーションしてみました。
Mコンテナ

ゆとりあるライフスタイル・ワークスタイルをサポートしてまいります。

2016
YouTube・LINEスタンプ
niigatatrunkroom

トラック・看板 リニューアル

2016

にゃん子ママ〜主婦の日常編〜

L コンテナ

ダンボール(S) ...................... 8個

ベンリ 証明OABOX ............. 1個

ダンボール(M)..................... 1個

ベンリ 引出しBOX ................ 1個

ダンボール(L) ...................... 2個

ベンリ 美術絵画BOX............ 1個

2014

ベンリ キッチンBOX(S)....... 3個

ハンガー BOX....................... 3個

NHK新潟放送局のニュース番組

ベンリ キッチンBOX(M) ..... 4個

ふとん袋 ................................ 1個

ベンリ キッチンBOX(L)....... 2個

収納庫(H1200 W900) ...... 1個

NHK 新潟ニュース610

テレビ東京系列の報道番組

WBS ワールドビジネスサテライト

2013

ダンボールに入ったイス....... 2個

契約前に見学はできますか？

スタッフが在駐している平日9時から17時の営業時間内は、ご見学可能です。
まずはフリーダイヤル（0120-372-110）にお電話いただくかホームページよ
りお問い合わせください。

電話での見積もりは
できますか？

ご契約前に正式な見積もりをお取りいただくことをおすすめします。お見
積もりはすべて無料です。専門スタッフがお伺いし、お見積もりさせていた

2013
新潟日報朝刊（県内経済）掲載

法人向け オフィス機能の提供

見積もり当日はどのくらいの
時間がかかりますか？

お荷物の量により差がありますが、およそ30分〜 1時間程度となります。

2012
2012
2012

お荷物をあらかじめ仕分けしていただくかリストを作成していただきます
と、作業時間も短く、正確なお見積もりができます。
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建替・リフォーム向け改築サポート

月の途中からの利用は
可能ですか？

可能です。その場合、初月の保管料は日割りにて計算します。

支払い方法は
どのようになっているので
しょうか？

初回契約時は現金にてお支払いいただきます。その後の月々のご利用料
金については、口座引き落とし、もしくはお振込のいずれかをお選びいた
だけます。ご利用料金は原則『前払い』となっています。

新潟日報朝刊（県内経済）掲載

効率的な収納を！
（カスタマイズサービス開始）

個人向け 自宅の整理整頓支援

2013

だきます。
新潟日報朝刊（県内経済）掲載

日本経済新聞掲載

日本経済新聞掲載

高齢者向け 自宅の整理整頓支援

新潟日報朝刊（県内経済）掲載

新卒者向けパック
（研修期間家財お預かり）

2011
1990

株式会社SRIロジテム 創業

トランクルームの

新潟
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