
平成31年3月20日

各　　　位

（コード番号：9025　東証第一部）

TEL　03-3575-5753

　 当社が昨年9月から、大阪木津卸売市場内で建設を進めていた食品加工場がこのほど完成。

4月3日（水）に同拠点にて竣工式を行います。

　 つきましては、本日添付のニュースリリースを行いましたので、お知らせいたします。 

以　　上

経営企画本部本部長　　　　　　 佐 藤 隆 夫

　

会 社 名 鴻池運輸株式会社

代 表 者 名 代表取締役兼社長執行役員　　鴻 池 忠 彦

問 合 せ 先 常務執行役員

「大阪木津市場内の『鴻池運輸　食品加工場が完成』」に関するお知らせ
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鴻池運輸株式会社

が昨年 9 月から、
内で建設を進めていた

※1：国内の物流関連企業において、
※2：2018

 
本加工場は、

がある大阪木津市場の敷地内に
てきた、流通加工や⽣産請負のノウハウも活⽤し、
る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の
出拠点として開設

完成した本加工場の延べ床面積
構造の２階建てとな
 

■【竣工式概要】
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 4. 主な出席予定者（当社関係者）

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報道関係者様お問わせ先）鴻池運輸㈱広報

鴻池運輸株式会社(
月から、大阪木津卸売市場（

内で建設を進めていた
国内の物流関連企業において、
2018 年 9 月 10 日報道発表

本加工場は、大阪港、関⻄国際空港にも近
大阪木津市場の敷地内に
、流通加工や⽣産請負のノウハウも活⽤し、

る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の
拠点として開設。4
完成した本加工場の延べ床面積

構造の２階建てとなってい

【竣工式概要】 

日   時：

場   所：

           

式 次 第：

       

          

主な出席予定者（当社関係者）

   代表取締役

取締役兼

執⾏役員

物流企業初

大阪木津市場
         

ニュースリリース

（報道関係者様お問わせ先）鴻池運輸㈱広報

(本社：大阪市中央区、代表取締役
大阪木津卸売市場（

内で建設を進めていた※2 ⾷品加工場がこのほど完成
国内の物流関連企業において、2019

日報道発表（ https://ssl4.eir

大阪港、関⻄国際空港にも近
大阪木津市場の敷地内に位置しています。
、流通加工や⽣産請負のノウハウも活⽤し、

る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の
4 月中旬より稼働を開始する予定

完成した本加工場の延べ床面積
っています。（設計・施工は三和建設株式会社）

時： ４月３日

所： 大阪木津

           および近隣ホテル内レストラン

第： 神 事   
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直会・祝賀会

 

主な出席予定者（当社関係者）

代表取締役兼社⻑執⾏役員

兼常務執⾏役員

執⾏役員 ⽣活関連事業本部
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木津市場内の
      4 月
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本社：大阪市中央区、代表取締役
大阪木津卸売市場（大阪市浪速区、

⾷品加工場がこのほど完成
2019 年 3 月 19 日現在、鴻池運輸調べ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9025/tdnet/1628886/00.pdf

大阪港、関⻄国際空港にも近
位置しています。

、流通加工や⽣産請負のノウハウも活⽤し、
る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の

より稼働を開始する予定
完成した本加工場の延べ床面積は約 1,022

（設計・施工は三和建設株式会社）

日(水)  10：

大阪木津市場敷地内

および近隣ホテル内レストラン

    10：

    10：
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⽣活関連事業本部本部
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内の「鴻池運輸
3 日に竣工式を実施

（報道関係者様お問わせ先）鴻池運輸㈱広報
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本社：大阪市中央区、代表取締役兼
大阪市浪速区、 http://kizu

⾷品加工場がこのほど完成。4 月
日現在、鴻池運輸調べ
parts.net/doc/9025/tdnet/1628886/00.pdf

大阪港、関⻄国際空港にも近い輸出に最適な⽴地に
位置しています。鴻池運輸が物流の枠を超えた広範な業務の中で培っ

、流通加工や⽣産請負のノウハウも活⽤し、和⾷材（農水産物）の
る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の

より稼働を開始する予定です。
1,022 ㎡（木津市場全体の敷地面積は約

（設計・施工は三和建設株式会社）
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⾼品質な複合

「鴻池運輸 食品加工場
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（報道関係者様お問わせ先）鴻池運輸㈱広報室 
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鴻池運輸が物流の枠を超えた広範な業務の中で培っ

和⾷材（農水産物）の
る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の

です。 
㎡（木津市場全体の敷地面積は約

（設計・施工は三和建設株式会社）
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       鴻池
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食品加工場」
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 岩切、古屋

執⾏役員 鴻池 
ichiba.com 、

日（水）に同拠点にて竣工式を⾏います
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あり、⾼品質な⾷材の調達に特⻑
鴻池運輸が物流の枠を超えた広範な業務の中で培っ

和⾷材（農水産物）の複数の
る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の

㎡（木津市場全体の敷地面積は約
（設計・施工は三和建設株式会社） 
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 忠彦、以下鴻池運輸
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複数の加工工程（切る・煮
る・焼く・蒸すなど）と新たな⾼度急速冷凍加工を組み合わせた、業界初の⾼級和⾷⾷材の
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以下、大阪木津市場）

日（水）に同拠点にて竣工式を⾏います。 

あり、⾼品質な⾷材の調達に特⻑
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■鴻池運輸株式会社の概要 
KONOIKE グループは、物流の枠を超え、製造、医療、空港業務などを通じ、社会課題の解決と⾰新に 
挑戦し続ける、プロフェッショナルサービス集団です。 
商号 鴻池運輸株式会社 ※東証 1 部 代表者 代表取締役兼社⻑執⾏役員 鴻池 忠彦 

大阪本社 大阪市中央区伏⾒町 4-3-9 東京本社 東京都中央区銀座6-10-1 
創業 1880（明治 13）年 5 月 会社設⽴ 1945（昭和20）年5月30日 

資本⾦ 1,710百万円（2018年3月31日現在） 従業員数 
約24,000名（連結） 
 (2018年3月31日現在) 
※臨時雇⽤者数を含む 

売上⾼ 276,761百万円（連結、18年3月期） 営業利益 11,067百万円（連結、18年3月期） 

事業内容 
⽣産工程サービス、⼀般物流サービス、国際物流サービス、医療関連サービス、 
ファッション&アパレルサービス、空港関連サービス、定温物流サービス、 
環境関連サービス、エンジニアリングサービス、エコエネルギーサービス 

 
 
 

以上 


