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千原商工が実現したいこと
工場・倉庫など物流の現場を支えるために無くてはならない機器であるフォークリフト。
当社はその総合商社を目指して日々努力を重ねている。新車、中古車の販売から備品の
販売、そして修理。そんな中で一番お客様からのお問い合わせが多いのが、バッテリー
の修理であった。フォークリフトはバッテリーを多量に使うため、設備の導入と維持に
は多額の経費がかかる機器。そこで千原社長は「だからこそコスト削減は企業発展の
ための重要な仕事であり、さらにはビジネスチャンスである」と考えたそう。その難し
さ故に簡単には習得できないバッテリー修理の技術に磨きをかけ続け、今ではその独自
ノウハウを構築。自社だけではなく全国の協力店を支援するなど、その技術と知識を
広める努力を続けている。

事業内容
1フォークリフトバッテリー販売
●電動式フォークリフトバッテリー
（新品国内バッテリーメーカー各種）
●中古再生フォークリフトバッテリー
●リチウムイオンバッテリー

2フォークリフト販売と買取
●新車販売
●中古車販売
●中古車買取

3フォークリフト法定点検
●特定自主検査（年次点検）
●定期自主検査（月次点検）
●出張修理

4フォークリフト修理
●新品タイヤ販売
（国内メーカー、格安海外メーカー各種）
●バッテリー修理
●オイル・エレメント交換
●エンジン修理
●ブレーキ修理
●電飾品修理
●マスト修理
その他各種

5修理用オリジナル道具販売
●セル抜き器
●溶接用鋳型
●比重計セット
●単セル配送用木枠
●放電器、充電器各種
その他各種

6太陽光発電事業
●運用とメンテナンス

7フォークリフト用品販売
●フォークリフト用ドライブレコーダー
●安全用LEDラインライトアーチ
●高性能LEDラインライトPRO
●安全用LEDラインライト
●前後進ボイスアラーム
●荷重計
●スピードアラーム
●フォークリフト用スポットクーラー
●ツメ（フォーク）
●サヤフォーク

8新品～中古部品販売
●フロートキャップ
●センサー
●セルコネクター
●電極カバー
●セルコネクターカバー
●L型電極端子
●一括補水機能セット
●ケーブル
●アンダーソンソケット
●精製水
●荷締め道具
●延長コード
●充電コード

9協力店支援活動
●研修制度あり

取り組みの社会的有益性

地球環境の保護
バッテリーをリサイクルすることにより、二酸化炭素の排出
量と廃棄物量の削減、環境負荷低減の寄与など、21世紀型
リサイクルに貢献し、企業価値の向上を期待することができる。
また、新規購入の機会が減ることで、バッテリーを製造する
際に排出されるエネルギーや二酸化炭素の低減、さらに原料
となる天然資源の節約にもつながる。

コストの削減
バッテリーには寿命があり数年で新品に交換しなければ
ならないものだと思われがちであるが、実際にはひどく経年
劣化したり物理的損傷を受けたものでなければ、修理再生・
再利用が可能である。廃バッテリーの再生品は、リスクはある
が良質であれば安価で提供できるため、再生利用することで
大幅なコスト削減を実現できる。フォークリフト関連の企業
などさまざまな分野に利益をもたらすことが期待できる。

廃棄物量の削減
使用済みになったフォークリフトのバッテリーには鉛が含
まれている。これを一般廃棄物として捨てることは資源の有
効利用や環境保護の観点から望ましくなく、また廃棄物処理
法においても適正な処理が義務づけられている。バッテリー
の再生により、年間4000万個ともいわれる廃バッテリーの
廃棄量を削減することができ、また不法投棄を減らすことや
環境汚染、危険な電解液の流出を
防ぐことができる。

＊本コーナーでご紹介を希望される会員事業所様は経営支援課までお気軽にご連絡ください（TEL. 072-775-1221）

24時間電話対応OK

千原社長
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