
乾汽船

荷物用：（IN1)4/22 10～11時

(IN2)4/22 11～12時

乗用 ：4/22 午後

搬送機：(環七側) 4/21 9～12時

(トラック側)4/21  13～16時

ダイワコーポレーション

荷物用：(DA1)4/22 13～14時

(DA2)4/22 14～15時

乗用 ：4/22 午前

搬送機：(環七側) 4/25 9～12時

(トラック側)4/25  13～16時

寺田倉庫

荷物用：(KA1)4/27 10～11時

(KA2)4/27 11～12時

乗用 ：4/27 午前

搬送機：(環七側) 4/22 9～12時

(トラック側)4/22  13～16時

鈴与

荷物用：(SY1)4/26 10～11時

(SY2)4/26 11～12時

乗用 ：4/26 午前

搬送機：4/19 9～12時

日本運輸倉庫

荷物用：(NI1)4/22 15～16時

乗用 ：4/22 午後

搬送機：4/19  13～16時

ヤマタネ

荷物用：(YA1)4/26 13～14時

(YA2)4/26 14～15時

乗用 ：4/26 午後

搬送機：4/18 9～12時

その他の点検日程

２０２２年４月 Ａ－１棟 業務委託点検表

・防鼠点検・・・・・・・・・・・４月２８日（木）

・外周シャッター点検・・・４月１９日（火）

・エレベーター点検日

・垂直搬送機点検日

安田倉庫

荷物用：(YS1)4/27 15～16時

(YS2)4/27 13～14時

(YS3)4/27 14～15時

乗用 ：(YS4)4/27 午後

(YS5)4/27 午後

搬送機：(運河側) 4/20 13～16時

(モノレール側)4/20     9～12時

東京団地倉庫㈱ 平和島事業所



住友倉庫

荷物用：(SU1)4/28 10～11時

(SU2)4/28  11～12時

搬送機：(モノレール側)4/27 9～12時

(運河側) 4/27  13～17時

神興運輸

荷物用：(SI1)4/27   9～10時

搬送機：4/28 9～12時

鈴江コーポレーション

荷物用：(SZ1)4/28 13～14時

(SZ2)4/28  14～15時

搬送機：(モノレール側)4/25 13～17時

(運河側) 4/25  9～12時

その他の点検日程

平田倉庫

荷物用：(HI1)4/27  10～11時

搬送機：4/28 13～17時

日新

荷物用：(NS1)4/27 13～14時

(NS2)4/27  14～15時

搬送機：(環七側) 4/26 9～12時

(トラック側)4/26  13～17時

２０２２年４月 Ａ－２棟 業務委託点検表

東京団地倉庫㈱ 平和島事業所

・防鼠点検・・・・・・・・・・・４月２８日（木）

・外周シャッター点検・・・４月１９日（火）

・エレベーター点検日

・垂直搬送機点検日



中京倉庫

荷物用：(CH-F7)4/11 9:00～11:30

(CH-F8)4/11 9:00～11:30

乗用 ：4/21  午前

搬送機：4/21  13～16時

共栄商事

荷物用：(KY-F9) 4/11  12:00～13:00

(KY-F10) 4/11  14:30～15:30

乗用 ：4/21  午前

搬送機：(環七側) 4/12 9～12時

(トラック側)4/12  13～16時

濃飛倉庫運輸

荷物用：4/8 12:00～13:00

乗用 ：4/21  午前

搬送機：4/26  13～16時

その他の点検日程

住化ロジスティクス

荷物用：(SU-F11)4/8 9:00～11:30

(SU-F12)4/8 9:00～11:30

乗用 ：4/21  午前

搬送機：4/21 9～12時

ヤマタネ

荷物用：(YA-F3)4/12 9:00～12:00

(YA-F4)4/12  9:00～12:00

乗用 ：4/21  午前

搬送機：(環七側) 4/14 9～12時

(トラック側)4/14  13～16時

２０２２年４月 Ｂ棟 業務委託点検表

帝国倉庫

荷物用：4/12 12:00～13:00

乗用 ：4/21  午前

搬送機：4/26 9～12時

富士ロジテック

荷物用：(ＦU-F5)4/6  11:15～12:30

(ＦU-F6)4/7 11:15～12:30

乗用 ：4/21  午前

搬送機：(環七側) 4/19 9～12時

(トラック側)4/19  13～16時

・エレベーター点検日

・垂直搬送機点検日

東京団地倉庫㈱ 平和島事業所

・防鼠点検・・・・・・・・・・・４月２８日（木）

・外周シャッター点検・・・４月２０日（水）



共栄商事
荷物用：4/9  12:00～15:30

乗用 ：4/27  午前

その他の点検日程

ヤマタネ

荷物用：4/13 9:00～12:00

乗用 ：4/27  午前

２０２２年４月 Ｃ棟 業務委託点検表

櫻井倉庫

荷物用：(SA1)4/22 10～11時

乗用 ：4/22  午前

搬送機：4/27  13～16時

矢倉倉庫

大東倉庫

荷物用：(YG1)4/22  12～13時

（DT1)4/22    9～10時

乗用 ：4/22  午後

醍醐倉庫

荷物用：(DG1)4/22 14～15時

(DG2)4/22  13～14時

乗用 ：(DG3)4/22 午後

(DG4)4/22   午後

搬送機：(環七側) 4/27 9～12時

(トラック側)4/27  9～12時

・エレベーター点検日

・垂直搬送機点検日

東京団地倉庫㈱ 平和島事業所

・防鼠点検・・・・・・・・・・・４月２８日（木）

・外周シャッター点検・・・４月７日（木）



その他の点検日程

２０２２年４月 Ｄ・管理棟 業務委託点検表

Ｄ棟Ａブロック(矢倉倉庫)

荷物用：4/26 午前

Ｄ棟Ｂブロック

荷物用：4/26 午後

管理棟

乗用：4/26 午前

エレベーター点検日

東京団地倉庫㈱ 平和島事業所

・防鼠点検・・・・・・・・・・・４月２８日（木）

・外周シャッター点検・・・４月２０日（水）


