
昭和２６年　６月 西群運送株式会社設立（群馬県安中市伝馬町） 平成　９年　９月 新ターミナル完成（本社配送センター内）
昭和２８年　２月 一般路線貨物自動車運送認可 　　　　  　 １０月 安中榛名駅路線バス運行開始
昭和３５年　６月 企業近代化に着手 平成１０年　１月 ボルテックスＯＢ会発足
昭和４０年１２月 安中市原市に車庫、倉庫等の建物完成               　３月 上越物流センター開設
昭和４５年１０月 社員持株制度導入 　　　　　　　　５月 上越物流センター保税蔵置場認可取得
昭和４６年　２月 本社事業所現在地に新築               １０月 資本金９,６００万円に増資
　　　　  　　 ６月 創業２０周年 平成１１年  １月 引越専門協同組合高崎・安中センター開設

高別当社宅完成 アークプラザ開設
昭和４７年　６月 郷原社宅、独身寮完成 （ボルテックスアーク、ピース、サポート複合新店舗）
　　　　  　　 ９月 自家整備事業認可                 ３月 ＩＳＯ９００1認証取得
昭和５１年　３月 常総運輸倉庫㈱設立 資本金１億３,９５０万円に増資
　　　　  　　 ８月 産業廃棄物収集運搬業認可                 ６月 佐世保営業所開設
昭和５２年　４月 西和産業株式会社設立 平成１２年　３月 本社事務所完成

　８月 コンピューター導入                 ６月 上越物流センター危険物低温倉庫完成
昭和５３年　１月 直江津営業所開設                 ６月 通関業許可
昭和５６年　６月 創業３０周年記念式典                 ６月 ㈱ボルテックスアーク、大型バス導入
　　　　  　　 ９月 千葉営業所開設               １２月 西群神社遷座
昭和５９年　４月 本社配送センター完成 人見物流センター危険物自動倉庫完成（２棟目）
昭和６０年　５月 白河営業所開設 平成１３年　５月 警備室及び上越物流センターテレビ電話導入
　　　　  　　 ７月 埼玉営業所開設 　　　　　　　 ６月 上越物流センター福橋倉庫保税蔵置場認可取得
　　　　  　　 ８月 高崎営業所開設               １１月 ㈱ヒューマンサポート設立
昭和６１年　４月 新潟県一般区域貨物自動車運送事業免許取得 平成１４年　６月 ㈱ヒューマンサポート人材派遣業認可
　　　　  　 １０月 白河営業所配送センター完成                 ６月 ㈱ボルテックスセイワ洗車場開店（くりーんあっぷ）
昭和６２年　５月 資本金２,０００万円に増資 平成１５年　９月 トヨタ生産方式導入：物流改革推進室発足
　　　　  　　 ７月 西群会創立 平成１６年　４月 ㈱ヒューマンサポート高崎営業所開設
　　　　  　 １２月 西群保険サービス㈱設立 　　　　　　　　７月 アサヒタクシー㈲ボルテックスグループに加入
昭和６３年　３月 福島県一般区域貨物自動車運送事業免許取得 　　　　　　　　８月 アサヒタクシー㈲→㈲アークタクシー
　　　　  　　 ５月 コンピューター大型化 　　　　　　　１１月 三栄運輸㈱ボルテックスグループに加入
　　　　  　　 ６月 運輸大臣表彰受賞(武井悌二前社長) 平成１７年１０月 三栄商管㈱ボルテックスグループに加入
　　　　  　　 ９月 武井宏代表取締役社長に就任 　　　　　　　１１月 横野平物流センター開設
平成 元年　６月 直江津営業所配送センター完成 平成１８年　９月 グリーン経営認証取得
平成　２年　１月 千葉県一般区域貨物自動車運送事業免許取得 １１月 白河営業所事務所新築
　　　　  　　 ７月 高崎営業所を高崎デリバリー㈱として設立 １２月 群馬県環境ＧＳ事業所認定
平成　３年　１月 ＣＩ開発着手 平成１９年　４月 三栄商管㈱三栄運輸㈱と合併
　　　　  　　 ２月 特定旅客自動車運送事業認可 １２月 長野営業所開設
　　　　  　　 ９月 従業員持株会発足 平成２０年　４月 従業員宿舎「健心荘」に太陽光発電システム導入
　　　　  　 １１月 創立４０周年記念式典 ６月 特定保税承認者承認

資本金５,５００万円に増資 １０月 白河営業所保税蔵置場認可取得
マーガレットカップ少年サッカー大会協賛開催 １２月 安全性優良事業所認定（本社、上越、千葉、白河）

　　　　  　 １２月 郡山出張所(信越石英㈱内)開設 平成２１年１１月 三栄運輸㈱藪塚物流センター開設
平成　４年　２月 社名変更　西群運送㈱→㈱ボルテックスセイグン 平成２２年　６月 ㈱ボルテックスジョウソー閉鎖

高崎デリバリー㈱→㈱ボルテックスデリバリー ８月 郡山出張所移設（郡山市冨久山町へ）
常総運輸倉庫㈱→㈱ボルテックスジョウソー 平成２３年　２月 東京事務所移転統合

　　　　  　　 ５月 本社配送センター倉庫増設     　　　　　　６月 創立６０周年
　　　　  　　 ７月 直江津倉庫増築 １０月 組織変更実施(組織のフラット化)
　　　　  　 １１月 従業員宿舎「健心荘」完成 平成２４年　２月 人見物流センター中野谷危険物倉庫完成

社名変更　西和産業㈱→㈱ボルテックスセイワ     　　　　　　７月 明石事務所開設
西群保険サービス㈱→㈱ボルテックスピース     　　　　　　１０月 健康管理室開設

平成　５年　１月 東京事務所開設 平成２５年１０月 明石事務所閉鎖
　　　　  　　 ７月 一般貸切旅客自動車運送事業認可 １２月 人見物流センター中野谷危険物倉庫増設

㈱ボルテックスアーク設立 平成２６年  ８月 ㈱ボルテックスサポート閉鎖
　　　　  　 １２月 本社新配送センター事務所完成     　　　　　　１０月 引越専門協同組合高崎・安中センター閉鎖

㈱ボルテックスセイワ整備工場完成     　　　　　　１１月 鷺宮物流センター開設
平成　６年　４月 育英資金制度発足 平成２７年　１月 事業所内託児所「うずまき保育園」開設
　　　　  　　 ７月 一般乗合旅客自動車運送事業認可 ６月 上越危険物第２倉庫竣工
               ９月 安中市代替バス運行開始 平成２８年　９月 運転者点呼システム特許取得

資本金８,２５０万円に増資 １２月 ㈲アークタクシー本社事務所移転
平成　７年　３月 ㈱ボルテックスセイワ指定自動車整備工場認可 平成２９年１０月 三栄運輸㈱→㈱ボルテックスサンエイ
               ５月 冷蔵自動倉庫完成 １２月 人見物流センター中野谷危険物倉庫一般取扱所増設
　　　　　　　９月 本社配送センター保税蔵置場認可取得 平成３０年　５月 本社物流センター内に新潟運輸㈱安中営業所竣工

　　　　　　　１１月 ボルテックスカップ少年サッカー大会主催にて開催 令和 元年　５月 健康管理機能付運転者点呼システム特許取得
（マーガレットカップ少年サッカー大会開催５回目より） １２月 資本金９,０００万円に減資

平成　８年　６月 創立４５周年記念式典 令和 ３年　３月 ㈲アークタクシー閉鎖
平成　９年　４月 組織変更実施 ６月 創立７０周年
                ５月 人見物流センター完成 ７月 上越物流センター危険物倉庫増設

組織変更実施 １１月 認定通関業者承認
人見物流センター保税蔵置場認可取得 令和 ４年　３月 人見物流センター第二倉庫危険物倉庫増設

<ボルテックスセイグン沿革>


