
国土交通大臣（14）第 1075 号 ＜媒介＞
シービーアールイー株式会社 関西支社
〒 530-0011 大阪市北区大深町 4 － 20 グランフロント大阪タワー A 32F

担当 土居（ドイ） 090-4627-2207

アドバイザリー＆トランザクションサービス 
インダストリアル＆ロジスティクス

現地案内・会場

2021年 7月竣工
産業団地内で 365日 24時間稼働可能
1棟 4層の BOX型 約 6,200坪

合同イベントのご案内
2021 年 10 月 21 日（木）

開催時間・申込方法

所在地 大阪府箕面市森町西三丁目 4 番４３号

アクセス 新名神高速道路「箕面とどろみ」IC 約 2.0km

Ti t le 2021/03/30 
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1 km地図の誤りを報告する

地図データ ©2021

対象地対象地

IC

お問い
合せ先

2021 年 10 月 21 日（木）

① 10:30 ／② 13:00 ／③ 15:00

この度、『ロジプラザ箕面森町』竣工後、初のお客様向け内覧会を開催いたします。
当日、ピッキングアシストロボット『ラピュタ AMR』の実機デモも開催いたします。
最新設備を備えた新築倉庫と、次世代の物流自動化ソリューションに触れられるこの機会に、
是非、ご内覧へお越しください。

ロジプラザ箕面森町
ラピュタAMRは独自の群制御AIを用いて、既存の
倉庫レイアウトを変えることなく作業効率を上げるこ
とが可能です。大手物流会社で現場稼働しています。

ラピュタロボティクス株式会社
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国土交通大臣（14）第 1075 号 ＜媒介＞
シービーアールイー株式会社 関西支社
〒 530-0011 大阪市北区大深町 4 － 20 グランフロント大阪タワー A 32F

担当 土居（ドイ） 090-4627-2207

アドバイザリー＆トランザクションサービス 
インダストリアル＆ロジスティクス

階 倉庫 事務所 条件・入居可能日

4F 1,602.12 坪 29.86 坪

諸条件：相談
入居可能日：即入居可

3F 1,506.80 坪 125.18 坪

2F 1,506.80 坪 125.18 坪

1F 1,202.90 坪 90.32 坪

計 5,818.62 坪 370.54 坪

所在地 大阪府箕面市森町西三丁目 4 番４３号
アクセス 新名神高速道路「箕面とどろみ」IC 約 2.0 ㎞
敷地面積 11,516.75 ㎡・3,483.81 坪
用途地域 商業地域（建蔽率・容積率：80%・300％）

構造・規模 鉄骨造　地上 4 階建

延床面積 21,663.82 ㎡・6,553.30 坪
竣工 2021 年 7 月竣工

駐車場
乗用車 41 台（内軽自動車 2 台）
トラック待機場 2 台、バイク 8 台

床形式 高床式（1m）
床荷重 1.5t/ ㎡

有効天井高 倉庫各階（梁下有効）5.5 ｍ
基準スパン 10.4 ｍ× 10.0 ｍ

搬送設備
乗用 EV1 基（15 人乗）× 1 基
荷物用 EV（3.5 ｔ）× 2 基
垂直搬送機汎用（1.5 ｔ）× 2 基

トラックバース 12 台　※うち 1 台 4 ｔ専用
ドックレベラー 3 台

空調設備 事務所部分個別空調

募集区画

物件概要 設備概要

内 覧 会 参 加 申 込 書  F A X :０６-７６３５-７００７
希望時間　 ① 10:30 ～　 ② 13:00 ～　 ③ 15:00～　／ 参加希望人数 人　　／ 来場車台数　　　台

貴社名 お名前

Email TEL

内覧会・物件についてご質問ございましたらご記入ください。

【個人情報の取り扱いについて】　
ご提供いただいた個人情報の取り扱いに関しては、シービーアールイー株式会社、ラピュタロボティクス株式会社の情報提供及び営業活動のみに利用させていただきます。それぞれのポリシーにつきま
しては、こちらをご覧ください。https://bit.ly/3uqz9Rp

完全予約制

ロジプラザ箕面森町　物件概要

：駐車場 41台
※軽自動車用 2台
車椅子用 1台 含む

：バイク駐輪場 8台

：トラック待機場 2台

：1階 車路

トラック出入り口普通車出入り口

05

配置図

：植栽

倉庫区画 1,202.90坪

車路

事務所区画 90.32坪
※ドライバートイレ含む

荷物用EV：2基

垂直搬送機：2基

ドックレベラー：3基（1階のみ）

トラックバース

フォーク充電エリア：200V3相5口×2エリア

06

1階・2階フロア平面図

倉庫区画 1,506.80坪

事務所区画 125.18坪

荷物用EV：2基

垂直搬送機：2基

トラックバース

フォーク充電エリア※200V3相5口×2エリア

1階

2階

倉庫区画 1,202.90坪

車路

事務所区画 90.32坪
※ドライバートイレ含む

荷物用EV：2基

垂直搬送機：2基

ドックレベラー：3基（1階のみ）

トラックバース

フォーク充電エリア：200V3相5口×2エリア

06

1階・2階フロア平面図

倉庫区画 1,506.80坪

事務所区画 125.18坪

荷物用EV：2基

垂直搬送機：2基

トラックバース

フォーク充電エリア※200V3相5口×2エリア

1階

2階

07

3階・4階フロア平面図

倉庫区画 1,602.12坪

事務所区画 29.86坪

荷物用EV※2基

垂直搬送機※2基

トラックバース

フォーク充電エリア※200V3相5口×2エリア

3階

4階

倉庫区画 1,506.80坪

事務所区画 125.18坪

荷物用EV：2基

垂直搬送機：2基

トラックバース

フォーク充電エリア：200V3相5口×2エリア

07

3階・4階フロア平面図

倉庫区画 1,602.12坪

事務所区画 29.86坪

荷物用EV※2基

垂直搬送機※2基

トラックバース

フォーク充電エリア※200V3相5口×2エリア

3階

4階

倉庫区画 1,506.80坪

事務所区画 125.18坪

荷物用EV：2基

垂直搬送機：2基

トラックバース

フォーク充電エリア：200V3相5口×2エリア

建　物

1F配置図

3F 4F

2F

物件の周辺には、新興の住宅街
「箕面森町ピースガーデン」、
ときわ台駅周辺は、古くからの住
宅地域が広がっており労働人口の
確保が可能なエリアです。

Tit le 2021/09/27
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500 m地図の誤りを報告する

地図データ ©2021

対象地対象地

箕面森町
ピースガーデン
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お問い
合せ先

ときわ台駅


