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R E V O L U T I O N A R Y  L O G I S T I C S
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機動力、そして総合力。JOUSAIグループは、城西運輸機工が1964年の創業以来今日まで、その二

つの「力」を研鑽し続けることによって、お客様にとってのメリットを追求してきました。高度経済成長

に伴う活発な都市開発という時代のニーズを掴み、当社の出発点である輸送事業、5～650トンまでの

幅広いラインナップを誇るクレーン事業、建物の基礎を支える重機土木事業、高層建築物の工事に欠

かせないスカイレンタル事業、お客様のバックオフィス業務を支える倉庫事業と、着実に事業領域を拡大。

豊富な設備機器の陣容と広範な営業網を駆使したサービスの迅速性、コスト・パフォーマンスの高

さは、北陸市場はもとより、首都圏市場におきましても高い評価をいただいております。40年を数え

る歩みの中で培ってきた技術と知識を「安心」「信頼」という付加価値に変えてご提供する、これ

が私達のミッション（使命）です。お客様の理想的な物流業務の在り方を模索し、変革していく唯

一無二のパートナーとして、JOUSAIグループにしかできない企業活動を推進していきます。

革 新 を 運 ぶ 力。
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豊 富な製品バリエーションで、あらゆる現場に的確に対応 。 
工事のあらゆる現場に適合させるため、市街地用の小型機種から国内にも数台しかない650トンクラスの大型機種まで、 
最新のフルライン機種を取り揃えております。重量物搬入据付工事一式など、さまざまな顧客ニーズにお応えいたします。 

オールテレーンクレーン 
舗装道路から不整地までオールマイティに走行が可能。大きなクレーン能力を持ちなが

ら走行性と小回り性に優れ、在来工法に頼らない施工方法により、工期短縮が可能とな

ります。 

クローラクレーン 
長期の現場でその能力を発揮します。

大型現場でよく使われます。 

C R A N E  L E A S E
【クレーンリース】 

SL-800Ri（75t吊） 

AC700（650t吊） 

7100（100t吊） 

AC700

ラフテレーンクレーン 
一つの運転席で走行とクレーン操作が行える自走式クレーンです。不

整地や比較的軟弱な地盤、狭い現場での機動性に優れ、マンション現

場や再開発現場で活躍します。 
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危険な高所作業に安全性と効率性をレンタル。 S K Y  R E N T A L
【スカイレンタル】 

必要な場所に必要な高所作業車をスピーディに手配します。最新機種をフルライン装備しており、 
オペレーターの派遣も行っていますので、誰でも確実かつ安全に高所作業を行うことができます。 

BT400（40m） 

AT120（12m） AT400（40m） AZ200（20m） 
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ブリッジチェッカー 
橋梁の点検・メンテナンスに特化したモデルでしたが、近年は各種プラ

ントや都市部のサイン設置・メンテナンスに活躍の場を広げています。大

きな障害物を乗り越え、反対側のブラインド作業を安全確実に行います。 

スーパーデッキタイプ 
重量物や仮ステージ、長尺物の取付、マンションの引っ越しなど幅広く

活躍し、これまでの常識を超えた高所作業車です。最新の制御装置に

より、危険な重量物を扱う作業を安全確実に行います。 

ブームタイプ 
あらゆる場面の作業に活躍する、高所作業車の基本ラインです。機動

性・操作性の両面を併せ持つ機種です。 



優れた運転品質・作業品質を支える盤石のメンテナンス体制 。 
2003年7月、城西整備センターは国土交通省より民間車検工場の認証を受けました。 
ドライバー、オペレーターの安全な作業環境をサポートする体制の強化に努めています。 

M A I N T E N A N C E
【整備】 

過酷な作業現場で稼働する特殊車輌だけに、マシンの定期的な

保守点検は、作業の品質はもとより、ドライバーやオペレーターの安

全を考える上でも重要な責務といえます。 

城西整備センターでは、専任スタッフが当社の原動力である各種

作業機械を一括してメンテナンスしています。工場は点検整備場、

機械加工場、現車作業場、洗車場、完成検査場の各セクションに

分かれており、国土交通省が定めた作業基準に則り、クレーン性能

検査、年次・３カ月点検などを行っています。2003年7月には指定自

動車整備事業の認定を受け、車検整備も可能になりました。 

交通モラルの遵守を見据えた速度規制や、環境保護の観点から

首都圏を中心とした排ガス規制など、自動車業界を取り巻く環境は

変化を続けています。こうした時代の要請に応えるべく、より高度な

技術ノウハウの習得およびエキスパートの養成に力を注いでいきます。 
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I T 社 会を支える軽 快なフットワーク。 
用途や運搬量により、トレーラーからユニック、タンクローリーなどさまざまな車種を取り揃えています。 
「安全はすべての作業に優先する」を基本に、社員一人ひとりの健康管理から技能研修まで全社的な社員教育を徹底しています。 

T R A N S P O R T
【輸送】 

TW15（15tウィング） TM15（15tユニック） 

FT30（40t低床トレーラー） 

営業品目 

■一般貨物自動車運送業 

重機や鉄骨など重量の大きなものからビールなどの食品類まで、運送品目

は多岐にわたります。全国各地の協力会社との連絡網も発達しており、お

客様からの緊急の要請にも迅速な配車体制で対応。スケールメリットと機

動力は高い評価を受けています。 

■産業廃棄物収集運搬業 

今や世界的な規模で環境保護が叫ばれている昨今、資源の有効活用・廃

棄物の適正な処理は、企業にとって不可避な命題と言えます。作業現場

で発生する建設廃材を処理場まで運搬する業務などを行っています。 
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物 流システムのアウトソーシングに貢献 。 
S T O C K

M A N A G E M E N T
【倉庫】 物流システムのアウトソーシング化の流れにもいち早く対応。営業倉庫による総合物流システムを提供しております。 

在庫管理、配送管理、運行管理などトータル面でコストダウンや業務の効率化に貢献します。 

物流基地サポートシステム 

お客様との打ち合わせにより、ご希望の物流倉庫をプランニングか

らのトータルサポートでお引き受けします。 

品物を機能的に 
管理・保管する 

倉庫 

お客様のニーズに 
あった物流倉庫を、 

金沢港に隣接した場所にて 
プランニング＆ビルドします。 

北陸自動車道、国道8号線 
とのアクセスに便利。 

流通に適した 
機能を持った 
立地条件 
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湊倉庫 

大型フォークリフト（FD160E-8） 大野倉庫 

湊倉庫内部 

松本工場内部 松本工場 
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ハード・ソフトの両面から企業活動を強力に支援しています。 
業界屈指の陣容を誇る当社のハードウェア（保有車種・台数）。これらを迅速かつ的確にオペレート・管理するためのソフトウェア（情報システム・人材教育）が充実しているからこそ、 
そのスケール・メリットが遺憾なく発揮できるのです。ハードとソフト、量と質の理想的なバランス、これがJOUSAIグループの強みです。 

Jousai Web System 

北陸を中心に首都圏まで営業網を拡大して

いるJOUSAIグループにとって、鮮度の高い

情報をいかに早く、正確にグループ内で共有

するかは大きな課題でした。 

「Jousai Web System」は、インターネット上

で顧客別・保有機種別の受発注データや在

庫管理データを閲覧できる画期的な販売シ

ステムです。リアルタイムで情報を更新でき、

業務の効率化やコストダウンに大きく貢献し

ています。将来的にはお客様にとって最適な

輸送手段、輸送システムを分析、シミュレーシ

ョンできるプログラムの構築も視野に入れて

います。 

インターネット上の情報を有効活用した営業

ツールの作成にも積極的に取り組んでいます。

当社ホームページに掲載されている製品の

CADデータを、お客様の現場図面と照合して、

最適な工程設計として二次加工した「施工

提案書」は、ユーザー・オリエンテッドの考え

に基づくわかりやすい資料としてご好評をい

ただいています。 

徹底した安全教育を実践 

お客様に安心して現場を任せていただける、

高度な技術スキルを持つプロ集団でありたい。

当社では、専任の教育スタッフによる厳格な

安全教育を実施しています。作業車のオペレ

ーションからトラブル処理、お客様に対するマ

ナーまで、基礎的な技能をすべて習得した者

だけを現場に登用しています。その他、キャリ

アに応じた再教育カリキュラムや全社的な安

全に対する啓蒙活動の推進など、「企業は人

なり」を実践しているのです。 

安全性優良事業所 

安全性優良事業所認定制度とは全国貨物自動車運送適正化事業実施

機関（全日本トラック協会）が厳しい評価の結果で認定、Gマークを交付す

るものです。 

城西運輸機工、城西物流倉庫は2006年3月にGマークの認定を受けました。 
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企業概要

■本社
石川県金沢市湊4丁目70番地
■設立年月日
1970（昭和45）年8月10日 　

■代表者
代表取締役会長 操川由一
代表取締役社長 操川一郎
■資本金
3億円
■取引銀行
北國銀行本店営業部
北陸銀行金沢中央支店　
商工中金金沢支店
みずほ銀行金沢支店
三菱東京UFJ銀行金沢支店
金沢信用金庫英町支店　他
■営業内容
●一般貨物自動車運送業
貨物運送（全国一円）、引越、貸倉庫
●建設揚重業（クレーンリース業）
橋梁・鉄塔・組立解体、鉄骨・木造建方、鳶工事

●機械器具設置業
とび・土工工事業

門型・天井・固定クレーン設置・解体作業、重量物・

引出し・移動・据付作業
●有料職業紹介事業　17-ユ-300021
●産業廃棄物収集運搬業
収集箱リース、運搬処理
●高所作業車（スカイマスター）レンタル
無足場工法
●自動車整備業
●不動産賃貸業
■免許・資格
●一般貨物自動車運送業　名陸自第2477号
●建設業許可　国土交通大臣（般26）第20780号
●産業廃棄物（特管）収集運搬業
石川県許可第1704002447号
　　　　　第1753002447号

●自動車整備業　石第2685号 

■本社
長野県松本市大字笹賀6001-1
■設立年月日
2005（平成17）年11月7日

■代表者
代表取締役社長 操川一郎
■資本金
1,000万円

■営業内容
●クレーンリース業
橋梁・鉄塔・組立解体
鉄骨・木造建方・鳶工事
●機械器具設置業
門型・天井・固定クレーン設置・解体作業
重量物・引出し・移動・据付作業
●高所作業車レンタル
無足場工法

■免許・資格
●建設業許可　長野県知事（般23）第23062号

松本クレーン株式会社

■本社
神奈川県海老名市中央3丁目3-18
中村第一ビル2F
■設立年月日
2013（平成25）年4月1日

■代表者
代表取締役社長 操川一郎
■資本金
1,500万円 

■営業内容
●建設揚重業　
（オペレーター付移動式クローラクレーン賃貸）
●建設基礎工事業
●土木工事業一式請負
■免許・資格
●建設業許可
神奈川県知事（般18）第39699号とび土工工事業

株式会社龍松工業

■本社
石川県金沢市湊4丁目63番地
■設立年月日
2016（平成28）年8月25日
■代表者
代表取締役社長 操川一郎
■資本金
2,000万円

■営業内容
●トラック車・クレーン車の誘導、後方警備
●搬入先・搬出先の事前調査
●トラック車、積載物の積み下ろし
●自家用自動車貸渡業
●前各号に附帯する一切の業務

株式会社先導社

城西運輸機工株式会社

■本社
山梨県苗吹市石和町井戸99
■設立年月日
2007（平成19）年4月1日 　

■代表者
代表取締役社長 操川一郎
■資本金
1,000万円

■営業内容
●クレーン作業
●一般貨物自動車運送業
●敷鉄板リース
●車検整備一式
■免許・資格
●一般貨物自動車運送業　関自貨2第764号
●建設業許可　山梨県知事（般22）第8197号
●自動車整備業　8-12号

株式会社関東リース興業

■本社
石川県金沢市湊4丁目70番地
■設立年月日
2002（平成14）年1月10日

■代表者
代表取締役会長 操川由一
代表取締役社長 操川一郎
■資本金
4,000万円
■営業内容
●一般貨物自動車運送業
●貨物運送取扱事業（全国一円）

城西物流倉庫株式会社
●産業廃棄物収集運搬業
石川県許可第1707122187号
富山県許可第1607122187号
福井県許可第1802122187号

●倉庫業
●梱包・荷役業
●機械器具設置業
●とび・土工工事業
■免許・資格
●一般貨物自動車運送業　中運自貨取第230号
●倉庫業免許　中運航第156号
●グリーン経営認証登録  T170015-1～4
●建設業許可　国土交通大臣（般28）第26284号
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城西運輸機工株式会社　URL http://www.jousai.co.jp/
■管理部 
 ❶ 本社代表 石川県金沢市湊 4丁目 70 番地  〒920-0211 TEL（076）238-1313 FAX（076）237-3556
 ❷ 城西整備センター 石川県金沢市大野町 4丁目レ 40 番 177  〒920-0231 TEL（076）237-3988 FAX（076）237-3991

■クレーン事業部        
 ❷ 金沢営業所 石川県金沢市大野町 4丁目レ 40 番 177  〒920-0231 TEL（076）238-1517 FAX（076）238-5452
 ❸ 白山営業所 石川県白山市橋爪新町 1番 1  〒924-0814 TEL（076）277-6555 FAX（076）277-6833
 ❹ 加賀営業所 石川県加賀市分校町に 10 番地  〒922-0304 TEL（0761）74-2424 FAX（0761）74-4080
 ❺ 七尾営業所 石川県羽咋市千代町い 26-1  〒925-0615 TEL（0767）57-3646 FAX（0767）57-3577
 ●37福井営業所 福井県坂井市丸岡町一本田 25-1-1  〒910-0254 TEL（0766）43-1430 FAX（0766）43-1440
 ❻ 富山中央営業所 富山県射水市小杉白石 800 番 1  〒939-0304 TEL（0766）55-4141 FAX（0766）55-4114
 ❼ 福野出張所 富山県南砺市焼野 36-1  〒939-1516 TEL（0763）22-1028 FAX（0763）22-1029
 ❽ 白川営業所 岐阜県大野郡白川村保木脇 211-6  〒501-5501 TEL（05769）5-2089 FAX（05769）5-2223
 ❾ 上越営業所 新潟県上越市平成町 600 番地  〒943-0151 TEL（025）523-4545 FAX（025）523-4646
 ●38柏崎営業所 新潟県柏崎市西山町坂田 5328-1  〒949-4135 TEL（0257）41-6288 FAX（0257）41-6299
 ●10 新潟営業所 新潟県新潟市南区北田中字宮下 497 番 42  〒950-1237 TEL（025）371-2600 FAX（025）371-2055
 ●11 松本出張所 長野県松本市大字今井字北耕地 3571-2  〒390-1131 TEL（0263）87-3879 FAX（0263）87-3698
 ●34 久喜ヤード 埼玉県久喜市菖蒲町三箇 633 番地  〒346-0104 TEL（0480）53-9891 FAX（0480）53-9892
 ●12 福岡営業所 福岡県古賀市今の庄 2-5-3  〒811-3117 TEL（092）941-6820 FAX（092）941-6824
 ●13 福岡第一ヤード 福岡県古賀市筵内字丸尾 426-1  〒811-3121 TEL（092）410-4820 FAX（092）410-4819
 ●13 福岡第二ヤード 福岡県古賀市薬王寺 1876-1  〒811-3124
 ●39福岡空港ヤード 福岡県福岡市博多区西月隈 4丁目 919-1  〒812-0857 TEL（092）558-0337 FAX（092）558-0338
 ●40 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町 34-3  〒803-0801 TEL（093）383-9910 FAX（093）383-9921
 ●35 長崎営業所 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 39-125  〒859-3605 TEL（0956）82-6466 FAX（0956）82-6477
 ●14 熊本営業所 熊本県菊池郡大津町杉水 3521-2  〒869-1236 TEL（096）234-7870 FAX（096）234-7871
 ●33 仙台出張所 宮城県名取市美田園 6丁目 1-6  〒981-1217 TEL（022）302-6432 FAX（022）302-7162
 ●16 茨城出張所 茨城県日立市留町 2435 番地 6 日立港木材ビル 2階  〒319-1231 TEL（0294）33-5545 FAX（0294）33-5604
15 ●31 神戸営業所 兵庫県三木市別所町小林 902  〒673-0434 TEL（0794）88-6310 FAX（0794）88-6311
15 ●36 山口営業所 山口県下松市葉山 1丁目 819-5  〒744-0061 TEL（0833）48-8333 FAX（0833）48-7120

■レンタル事業部        
 ●17 金沢営業所 石川県金沢市近岡町 850 番地 1  〒920-8217 TEL（076）238-1514 FAX（076）238-4077
 ●18 金沢南出張所 石川県金沢市東力 2丁目 85 番地  〒921-8015 TEL（076）292-1283 FAX（076）292-1293
 ●19 福留出張所 石川県白山市福留町 575-1  〒924-0051 TEL（076）277-7290 FAX（076）277-7291
 ●20 高岡営業所 富山県高岡市能町字飛田 868-1  〒933-0003 TEL（0766）28-2251 FAX（0766）28-2261
 ●21 富山インター店 富山県富山市赤田 978-1  〒939-8064 TEL（076）461-6310 FAX（076）461-6311
 ●22 東新潟営業所 新潟県新潟市中央区姥ヶ山 312 番 1  〒950-0923 TEL（025）257-0075 FAX（025）257-0090
 ●23 東京営業所 埼玉県越谷市神明町 3丁目 93 番地 1  〒343-0805 TEL（048）960-5371 FAX（048）960-5377

■輸送事業部
 ❶戸水営業所 石川県金沢市湊 4丁目 70 番地  〒920-0211 TEL（076）238-1108 FAX（076）237-3556

城西物流倉庫株式会社　URL http://www.jousai.co.jp/
●1 本社 石川県金沢市湊 4丁目 70 番地  〒920-0211 TEL（076）238-7500 FAX（076）237-1545

●25 金沢営業所 石川県金沢市大野町 4丁目レ 40 番 151  〒920-0231 TEL（076）238-1515 FAX（076）237-1545

●5 羽咋営業所 石川県羽咋市千代町い 26-1  〒925-0615 TEL（0767）26-2344 FAX（0767）26-3063

●26 能登中核駐在所 石川県羽咋郡志賀町若葉台 19-2  〒925-0375 TEL（0767）38-1455 FAX（0767）38-1466

●6 富山中央営業所 富山県射水市小杉白石 800 番 1  〒939-0304 TEL（0766）55-8950 FAX（0766）55-8960

●10 新潟営業所 新潟県新潟市南区北田中字宮下 497 番 42  〒950-1237 TEL（025）371-2001 FAX（025）371-2055

●16 茨城営業所 茨城県日立市留町 2435 番地 6 日立港木材ビル 2階  〒319-1231 TEL（0294）33-5545 FAX（0294）33-5604

●33 仙台営業所 宮城県名取市美田園 6丁目 1-6  〒981-1217 TEL（022）302-7180 FAX（022）302-7162

●36 山口営業所 山口県下松市葉山 1丁目 819-5  〒744-0061 TEL（0833）48-8399 FAX（0833）48-7120

●25 建材センター 石川県金沢市大野町 4丁目レ 40 番 151  〒920-0231 TEL（076）238-1866 FAX（076）238-1867

●1 湊倉庫（タイヤ） 石川県金沢市湊 4丁目 70 番地  〒920-0211 TEL（076）238-4857 FAX（076）238-1825

●25 大野倉庫 石川県金沢市大野町 4丁目レ 40 番 151  〒920-0231 TEL（076）238-1515 FAX（076）237-1545

●10 新潟倉庫 新潟県新潟市南区北田中字宮下 497 番 42  〒950-1237 TEL（025）371-2001 FAX（025）371-2055

●27 松本工場 石川県白山市松本町 1268 番 10  〒924-0057 TEL（076）274-4167 FAX（076）274-4167

■　　　グループ
松本クレーン株式会社
●29 長野県松本市大字笹賀 6001-1  〒399-0033
 TEL（0263）87-3600 FAX（0263）87-3698

 URL http://www.matsukure.co.jp/

株式会社関東リース興業
●30 山梨県笛吹市石和町井戸 99  〒406-0045
 TEL（055）263-7011 FAX（055）263-7050

 URL http://www.kantolease.co.jp/

株式会社龍松工業
●32 神奈川県海老名市中央 3丁目 3-18 中村第一ビル 2F  〒243-0432
 TEL（046）231-7960 FAX（046）236-3553

 URL http://www.ryusyokogyo.co.jp/

株式会社先導社
●41 石川県金沢市湊 4丁目 63 番地  〒920-0211
 TEL（076）254-0740 FAX（076）254-0741

 URL http://www.sendosha.co.jp/
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