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代表メッセージ

太洋繊維は屋号「ワークランド」の下、作業服専門店として 40 年以上に渡り、様々な業種で活躍されるお客様
のニーズやご要望にお応えしつつ、「働く現場」を応援して参りました。現在東京、神奈川を中心に全 21 店舗
を展開し、インターネットを利用した通販ショップも運営しております。今日まで当社が応援する「働く現場」
は建設・建築、製造、運輸、農林水産業を始め、医療・介護や飲食業の分野まで広がっています。

現場のお客様方から生の声を聞いて培った商品知識で、業種毎のニーズに合わせた商品を、価格競争力を持って
提供し、作業服だけでなく、安全靴や工具、小物などを豊富に取り揃え、名入れや丈詰めなどのサービスも合わ
せて対応し、ワンストップ作業服専門店の形作りを切り開いてきたと自負しております。また作業服の機能性だ
けでなく、ブランド商品をどこよりも安く、作業現場に都会派のテイストをお届けします。

私どもは「真の心、奉仕の心、感謝の心」を社訓として、お客様に信頼、安心、満足を提供します。これからもお
客様のよりよいパートナーであり続けたいと努めて参ります。引き続きワークランドにご支援、ご指導を賜りま
すようお願い申し上げます。

ご挨拶



会社概要

商号　　　　　太洋繊維株式会社

創業年月日　　1964 年（昭和 39 年）9 月

設立年月日　　1972 年（昭和 47 年）3 月 8 日

本社所在地　　〒 216-0003
　　　　　　　神奈川県川崎市宮前区有馬 5 丁目 23-14     　　　　　 
　　            TEL044-888-0543( 代表 )
　　　　　　　FAX044-888-3834

代表者　　　　代表取締役　池内　瑛俊

資本金　　　　1,000 万円

事業内容　　　■作業服 ･ 作業用品などの店舗販売及び通信販売
　　　　　　　■作業服・作業用品などの官公庁・市町村・病院・学校・及び
　　　　　　　　各企業・事業所への販売
　　　　　　　■各種衣料品のネーム刺繍・プリント加工



沿革

1964 年（昭和 39 年）　9 月 東京都渋谷区本町にて創業
1972 年（昭和 47 年）　3 月 川崎市宮前区東有馬に社屋新設　太洋繊維株式会社を設立改組
1996 年（平成 8 年）　  4 月 横浜市都筑区東山田に港北店オープン
1996 年（平成 8 年）　11 月 横浜市鶴見区駒岡に綱島店オープン
1997 年（平成 9 年）　  6 月 川崎市多摩区枡形に向ヶ丘店オープン
1998 年（平成 10 年）12 月 横浜市緑区中山町に中山店オープン
2001 年（平成 13 年）    3 月 代表取締役　池内 治 就任
2001 年（平成 13 年）11 月 川崎市川崎区南町に川崎駅前店オープン
2002 年（平成 14 年）11 月 相模原市高根に相模原店オープン
2003 年（平成 15 年）　8 月 東京都世田谷区野沢に世田谷店オープン
2004 年（平成 16 年）    5 月 東京都江東区亀戸に錦糸町店オープン
2006 年（平成 18 年）    6 月 横浜市神奈川区片倉町に三ツ沢店オープン
2006 年（平成 18 年）11 月 横浜市鶴見区市場富士見に鶴見市場店オープン
2007 年（平成 19 年）12 月 川崎市宮前区東有馬に本社事務所を移転 
2008 年（平成 20 年）12 月 川崎市宮前区東有馬に川崎流通センターを移転 
2009 年（平成 21 年）    8 月 東京都大田区千鳥に千鳥店オープン 
2009 年（平成 21 年）11 月 川崎市幸区に小向店オープン 
2009 年（平成 21 年）    9 月 川崎流通センターを本社事務所に統合 
2009 年（平成 21 年）11 月 東京都足立区に西新井店オープン  
2010 年（平成 22 年）    1 月 横浜市港北区に港北インター店オープン 
2011 年（平成 23 年）    4 月 東京都世田谷区に環八尾山台店オープン（千鳥店から発展移転） 

2013 年（平成 25 年）    5 月 川崎流通センターを拡張 
2013 年（平成 25 年）11 月 東京都大田区大森南に大森店オープン
2014 年（平成 26 年）    1 月 川崎市川崎区南町に川崎駅前店工具館オープン
2014 年（平成 26 年）    4 月 横浜市都筑区に総本店をオープン
2014 年（平成 26 年）    5 月 旧本店の店舗名を ” 有馬店 ” に改称
2015 年（平成 27 年）11 月 横浜市戸塚区に横浜原宿店オープン 
2016 年（平成 28 年）10 月 東京都練馬区に赤塚店オープン
2016 年（平成 28 年）11 月 世田谷店改装オープン
2017 年（平成 29 年）  11 月 有馬店移転オープン
2018 年（平成 30 年）    3 月 本社新社屋へ移転 
2018 年（平成 30 年）    5 月 埼玉県さいたま市見沼区に東大宮店オープン
2019 年（令和 元  年）10 月 千葉県千葉市稲毛区にイオンタウン稲毛長沼店オープン
2020 年（令和 2 年）　 10 月 川崎駅前店改装オープン
    川崎市川崎区南町に川崎駅前 B'ONE style オープン
2021 年（令和 3 年）　 11 月 代表取締役　池内 幸子 就任 
2022 年（令和 4 年）　   9 月 代表取締役　池内 瑛俊 就任 
2022 年（令和 4 年）　 10 月 大森店リニューアルオープン
 
現在に至る



店舗一覧

ワークランド総本店
所在地 〒224-0016神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘1-26　 
 ミオカステーロ港北中川Ⅱ 1 階
TEL　 045-530-0044　　/　FAX 045-530-0044

ワークランド綱島店
所在地 〒 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町 3-9-42　 
TEL　 045-543-6993　　/　FAX 045-543-6993

ワークランド三ツ沢店
所在地 〒 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉 2-67-2  
　　　　  コンフォート片倉 101
TEL　 045-413-1301　　/　FAX 045-413-1301

ワークランド鶴見市場店
所在地 〒 230-0026 神奈川県横浜市鶴見区市場  
 富士見町 1-10 月田ビル
TEL　 045-502-9350　　/　FAX 045-502-9350

ワークランド港北店
所在地 〒224-0023神奈川県横浜市都筑区東山田3-1-31　 
TEL　 045-591-8855　　/　FAX 045-591-8855

ワークランド港北インター店
所在地 〒 224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町 138
 友ビル１号１階
TEL　 045-548-8698　　/　FAX 045-548-8698

ワークランド中山店
所在地 〒 226-0019 神奈川県横浜市緑区中山 4-21-6 
TEL　 045-935-7676　　/　FAX 045-935-7676

ワークランド横浜原宿店
所在地 〒 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿 3-7-2  
TEL　 045-410-7036　　/　FAX 045-410-7036

ワークランド有馬店
所在地 〒 216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬 5-23-17 
TEL　 044-888-0563　　/　FAX 044-888-0563

ワークランド川崎駅前店
所在地 〒 210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町 16-7　  
 かわさきスカイビル１階
TEL　 044-244-8348　　/　FAX 044-244-8348

ワークランド川崎駅前 B'ONE style
所在地 〒 210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町 16-7　  
 かわさきスカイビル B1
TEL　 044-244-8400　　/　FAX 044-244-8400

ワークランド向ヶ丘店
所在地 〒 214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形 2-8-16
　　　　サンパティークレジダンス１階

TEL　 044-933-3894　　/　FAX 044-933-0553

ワークランド川崎駅前店工具館
所在地 〒 210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町 16-7  
かわさきスカイビル１階 -102
TEL　 044-201-6328　　/　FAX 044-201-6328

＜神奈川県　横浜市＞

＜神奈川県　川崎市＞

ワークランド相模原店
所在地 〒 252-0221 神奈川県相模原市中央区高根 1-7-7
TEL　 042-757-9588　　/　FAX 042-757-9583

＜神奈川県　相模原市＞



ワークランド世田谷店
所在地 〒 154-0003 東京都世田谷野沢 3-30-8
TEL　 03-3795-7556　　/　FAX 03-3795-7556

ワークランド西新井店
所在地 〒 121-0814 東京都足立区六月 1-16-10　 
　　　　 日吉第一ビル１階

TEL　 03-5856--6980　　/　FAX 03-5856--6980

ワークランド大森店
所在地 〒 143-0013 東京都大田区大森南 1-24-3  
 スカイプラザⅡ 1 階
TEL　 03-6423-6656　　/　FAX 03-6423-6656

ワークランド錦糸町店
所在地 〒 136-0071 東京都江東区亀戸 1-8-4
　　　　 由田ビル 1 階
TEL　 03-3682-6240　　/　FAX 03-3682-6240

ワークランド赤塚店
所在地 〒 179-0081 東京都練馬区北町 8-37-22　
 第 5 相原ビル 1 階

TEL　 03-6915-7036　　/　FAX 03-6915-7036

＜東京都　23 区＞

店舗一覧

インターネット事業

インターネット事業部
所在地 〒 216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬
 5-23-14
TEL　 050-3539-5137　/　FAX044-888-0563

ネット通販ワークランド
https://wl-netshop.com/

ネット通販白衣ワークランド
https://www.hakui-workland.com/

ワークランド東大宮店
所在地 〒 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 
 1-86-6
TEL　 048-812-4036　　/　FAX 048-812-4036

ワークランドイオンタウン稲毛長沼店
所在地 〒 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町 112-2  
 イオンタウン稲毛長沼店 1F
TEL　 043-307-3603　　/　FAX 043-307-3603

＜埼玉県　さいたま市＞ ＜千葉県　千葉市＞



取り扱い商品

作業着・ユニフォーム・
鳶衣料
機能的でカッコイイワークス
タイルをご案内いたします。

工具

作業着と一緒に、道具も
揃う！

安全靴・履物

豊富な種類で足元もクー
ルに！

ポロシャツ・ハイネック

カラーバリエーションも
豊富です。

手袋

現場の必需品！
溶接用から軍手まで

カジュアル

柄モノ T シャツや、ワイシャ
ツ、B 系ファッションなど。



取り扱い商品

雨合羽・ヤッケ

雨の日も快適に！機能性抜
群のレインウェアあります。

ヘルメット・帽子

作業現場の必需品。メッシュ
帽子はカラー豊富です。

防寒着

寒さ対策もバッチリ！動
きやすいベストタイプも。

小物

ワークランドオリジナルの
クールなベルトにご注目！

ソックス

定番以外にカジュアルソック
スも激安価格で取り揃え！

加工・サービス

企業ロゴの刺繍やズボンの
丈つめ、Tシャツプリントなど



主な取扱いメーカー（ブランド）

白衣に介護ユニフォーム。
飲食店やオフィスの制服
もワークランドで。
病院や介護施設で使われる白衣。学校の給食エ
プロン、飲食店の制服、保育園の先生のエプロ
ンなど、私たちの生活にユニフォームは欠かせ
ません。
ユニフォームだけでなく、帽子やシューズと
いった現場に必要なものをトータルでご提案い
たします。






