
２０１９年度（第１２期）

物流改善研究会

株式会社イー・ロジット

コンサルタントと一緒に「改善手法」と「プレゼン技法」を学ぶ

開催のお知らせ

改善能力UP

プレゼン能力UP

論理的思考能力UP



物流改善研究会開催のご案内物流改善研究会開催のご案内
物流改善研究会は、発足から12期目を迎えました。本研究会で改善手法を学ばれ、それを自社の現場に落とし込み、その実績

をプレゼンし、コンサルタントから評価を受け、また、それがご参加企業様の人事考課にまで繋がるイー・ロジットクラブの超高速人
材育成部会です。
物流改善が出来るリーダーに育て上げたい、もっと物流コストダウンができるまで知恵を絞らせたい、定期的に社員教育ができ

る力をつけさせたい、顧客や社内へのプレゼン力をつけさせたいなど、今後期待される人材を育てます。2019年版は５ヶ月という
期間ですが、１回６時間×３回の研究会で学ぶほか、その間の期間にコンサルタントによる現場訪問で、何がダメで何が伸ばせる
かを判断し、短期で確実に出来る改善を身につけさせます。
第２回には、午前改善講義、午後物流施設の見学。第３回には、参加者様の改善プレゼン大会を順番に行い、コンサルタントか

ら評価を受け、派遣担当者様に結果を送付させていただきます。
また、第１回は物流改善の進め方研修で改善をしっかり学び、10月の戦略物流セミナー、2月の新春セミナーへもイー・ロジットク

ラブ会員価格で参加出来る特典が入っておりますので、イー・ロジットクラブ会員様と同様の条件下で最新の物流学べたり、他社と
の交流による人脈形成や異業種の物流を学ぶことも出来ます。
毎回の研究会後の情報交換会では交流を図り、刺激を与え合うことで、モチベーションを更にＵＰさせます！

★物流改善研究会の活動★

1. 「物流改善の進め方」丸一日研修への参加＆ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＆ 情報交換会

• ベストセラー「物流改善の進め方」を教材に、現場改善の事例を盛
り込んだオリジナル資料で丸一日研修を行います。ここでは改善の
基本を習得して頂きます。書籍は当日無料配布いたします。

• 終了後の情報交換会で、参加者同士で、お互いの物流課題を知る機
会を作ります。

2. 物流改善研究会 ★少人数での改善研究会でじっくり指導！！

• 当社代表の角井亮一が最新の事例や現場活性化のコツをじっくりお伝
えし、当社コンサルタントが現場改善手法を徹底指導します。

• さらに、当社コンサルタントがサポートしながら、参加企業様の参
加者自身が、現場の改善課題を決定して、具体的に改善に取り組み
その成果をプレゼンします。

• ６０分発表をする経験は、論理的な思考力やプレゼン力をＵＰせま
す。

3. コンサルタントの現場訪問

• 当社コンサルタントが参加企業様の物流現場に、一度は必ず訪問し、
改善手法を指導します。

• また、その内容を勉強会でシェアするための資料作成などもサポー
トします。

• 問題発見・問題整理手法、改善手法など、多くのスキルを得ること
ができます。

• ※訪問に際して、一都三県以外は旅費交通費の実費がかかります。

4. 戦略物流セミナーへの参加（東京会場）

• 毎年恒例２００人規模の戦略物流セミナーに特別枠で参加できます。
• クラブ会員限定の情報交換会にも参加できます。

5. 新春セミナーへの参加（東京会場）
• １００人規模の新春セミナーに特別枠で参加できます。
• クラブ会員限定の新春パーティーに参加できます。

10月

17日（木）

2月

19日（水）



年間スケジュール年間スケジュール

実施事項 日時 講師 内容

★第１回物流改善研究会★

物流改善の進め方研修受講後
開講式 キックオフオリエン
テーション＆情報交換会

05月09日(木)
10:00～19:00

宮野雅則 「物流改善の進め方」丸1
日研修で、物流改善基礎
講習受講【当研究会会員
は受講料不要！】

★第２回物流改善研究会★

コンサルタントからの講義
07月11日(木)
10:00～13:00

宮野雅則 各種改善のポイント、
改善の見つけ方を講義。
現場改善事例を学ぶ。

他社訪問＆現場見学会

※7/09(火)～7/10(水)開催、
物流施設見学会in北海道へ
ご参加が可能です!!

07月11日(木)
14:00～19:00

宮野雅則 他社の物流現場を見学。
改善への決断や改善活
動を現場で学ぶ。

★第３回物流改善研究会★

改善実践発表大会

09月19日(木)
10:00～16:00

宮野雅則 発表者一人一人にコン
サルタントが書面にて
評価をつけ、派遣責任
者へお渡しします。

角井亮一の直接講義

情報交換会

09月19日(水)
16:00～19:00

角井亮一
宮野雅則

目の前で角井の講義が
聴ける唯一の場です。

★コンサルタント訪問★

各受講生の会社へ訪問＆現
場にて改善指導。

５月中旬～６月
上旬

宮野雅則 改善項目の選定と改善
への道筋を指導。

プレゼン方法の指導。

戦略物流セミナー
情報交換会

10月17日(木)
13:30～19:00

角井亮一
スペシャル
ゲスト

最新物流事情の聴講。
先進企業の物流講義。

新春セミナー
新春パーティー

02月19日(水)
13:30～19:00

角井亮一
スペシャル
ゲスト

最新物流事情の聴講。
先進企業の社長講演。

※情報交換会へのご参加は任意です。本研究会参加費には含まれません。

※スケジュールにつきましては、参加人数により日時・内容変更もございます。

※受講生６名の限定募集。



ご参加いただくメリットご参加いただくメリット

★期待される効果★

効果１

効果３

★ご参加の特典★

特典１

特典２

特典３

戦略物流セミナー、新春セミナーへは会員価格で
参加できます！

第1回の5月9日に同時開催する物流改善の進め方丸1日研修への出席を必須としております。

会員24,000円、一般35,000円の費用は不要で、無料で参加いただけます。

ここで基本改善を学びます。

効果４

他のメンバーとの交流による人脈形成や異業種の物流を学べる他、お互いのやっていることや成功事
例、また、悩みを聞くことで、参加者自身のモチベーションを上げていきます。

研究会後の懇親会でメンバー同士で刺激し合う

５ヶ月という期間ですが、３回の講義で学ぶほか、その間の期間にコンサルタントによる現場訪問
で、何がダメで何が伸ばせるかを判断させ、短期で確実に出来る改善を身につけさせます。

参加者様の改善プレゼン評価を受けられる

本研究会で学んだことを、現場に落とし込み、その実績のプレゼンをコンサルタントから評価を受け、
それがご参加企業様の人事考課にまで繋がったイー・ロジットクラブの超高速人材育成部会です。
全３回終了後には、派遣担当者様に結果を送付させていただきます。

効果２ 物流改善が出来るリーダーに育て上げる

物流コストダウンができる知恵を絞らせる、定期的に社員教育ができる力をつけさせる、顧客や社内への

プレゼン力をつけさせるなど、今後期待される人材に育てます。

コンサルタントの指導の下、改善手法を学べる

物流改善の進め方丸1日研修に無料で参加します

10月17日に開催予定の戦略物流セミナー、2月19日に開催予定の新春セミナーへもイー・ロジットク
ラブ会員価格で参加できます。セミナーの部で最新物流を学び、セミナー後の情報交換会へも参
加できます。

第2回の7月11日に開催いたします「物流施設見学会」に参加いただくだけでなく、前日、前々日の物流
施設見学会in北海道へも優先参加申込みが出来ます。最大3日間連続で物流現場ツアーに参加出来る
これまでにない特別な研究会です!!

物流施設見学会で現場を学べる!!



物流改善研究会での成果物流改善研究会での成果

発表者を細かく点数評価し、どん
なところを改善していけばレベル
ＵＰできるかひと目でわかる！

コンサルタントの視点（第三者的立
場）で、参加者の良い点、悪い点を具
体的にアドバイスをします。自社での
評価や次年度の研究会参加の改善ＰＯ
ＩＮＴになります。

参加者の発表に対しての評価シートを送付致します。
※第三者的立場で参加者の研究会での成長を評価いたします

物流改善研究会での参加者の発表の様子を報告致します。
※発表している参加者の様子を写真で確認できます

派遣責任者様には、厚生労働省指定の教育訓練給付制度への報告書提出などに活用していただくため、年間活動報告
をお送りいたします。



主な講師紹介
株式会社イー･ロジット チーフコンサルタント角井 亮一

上智大学経済学部経済学科（田中利見ゼミ）を3年で単位取得終了し、渡米。ゴールデンゲート大学からマ
ーケティング専攻でＭＢＡ取得。帰国後、船井総合研究所に入社。1996年楽天創業前に、船井総研で最初
のネット通販をテーマにセミナー講演。その後、家業の物流会社、光輝物流に入社。光輝物流では、日本
初のゲインシェアリング（成功報酬型アウトソーシング、東証一部企業）を達成。2000年2月14日、株式
会社イー・ロジット設立、代表取 締役に就任する。イー・ロジットは、現在２7０社以上から通販物流を
受託する国内NO1の通販専門物流代行会社 であり、20０社の会員企業を中心とした物流人材教育研修や物
流コンサルティングを行う。

またライトヴァンというアーティストグッズ販売やファンクラブ運営を行う会社を経営し、2015年、再配達
撲滅するための生活アプリを開発するウケトルを立ち上げ、タイではSHIPPOPという物流IT企業をタイ最大の
ネット通販会社 Tarad.com創業者のPawoot (Pom) Pongvitayapanuと共同で立ち上げた。書籍は、日本語だけで
なく、英語、中国語（簡体、繁体）、韓国語でも書籍を累計22冊以上出版している。
また、TBS「ひるおび！」、フジテレビ「とくダネ！」など、15以上のTV番組他、NHKラジオ「夕方ニュース
先読み」、TBS「森本毅郎・スタンバイ!」など、7番組以上のラジオにも出演し、通販を取り巻く物流の行方
を解説している。

株式会社イー・ロジット コンサルタント宮野 雅則
大手物流会社で１０年勤務後、2000年6月、 株式会社イー・ロジットへ入社。設立間もない同社で社内業務
体制の整備や通販向け配車・倉庫管理システム、物流経理システムを構築。 コンサルティング部部長を経
て現在はロジスティクスコンサルタントとして物流サービス及び品質の向上、コスト改善、作業効率化のた
めの業務改善指導を中心に企業活動をサポート。ここ数年は、製造兼卸売業での改善指導が多い。講師活動
においては基調講演、企業研修、集合研修で、年間３０本程度受け持つ。

＜共著＞角井亮一監修図解「基本からよくわかる物流のしくみ」日本実業出版社2014年2月出版
＜共著＞角井亮一監修「マンガでやさしくわかる物流」日本能率協会マネジメントセンター2017年12月25日
出版

●B 社 K.T 様
申し込んだきっかけは、上司が物流に力を入れるにあたり、「改善研究会」というのがあるぞ。
参加してみないか？というのがきっかけで、参加しました。最初は、プレゼンもやったことがな
く、パワーポイントもほとんど使ったことがないレベルでした。研究会に参加したお陰で、自信
がついて、社内でプレゼンするのも苦にならなくなりました。

●Y 社 K.K 様
初めて、このような他社との勉強会を１年間通して参加する中で自分の考えを上手く人に伝え

ることを真剣に取り組むきっかけとなりました。研究会では、参加企業の物流など多くを学べま
した。た、自分では気が付かない、自分の長所や欠点を再認識することができました。今後は、
社内で積極的に発表するように手を上げて改善に取り組んでいこうと思いました。

●K 社 M.O 様
４０代になるまで、恥ずかしながら、人前でパワーポイントを使って、プレゼンをする機会が

ほとんどありませんでした。管理職として、お客様先や社内でも話すことに苦手意識を持ってい
ましたが、参加メンバーも大勢の人前で話すことが苦手な人が集まっているので、気軽に相談し
たりすることができました。最終回の発表では、緊張したが、指導のおかげもあり、自分でも８
０分間を話し切ることができて、自信が持てました。

●D社 N.O様
研究会に参加するまでは、現場リーダーとして、現場作業を中心として、座学での勉強はほとん
どして来ませんでした。正直、半日も座っていることすらつらい状況の中で、１年間の物流改善
研究会を続けられるか自信がありませんでした。不安でしたが、初回の丸１日研修の情報交換会
で、自分と同じ気持の仲間がいることがわかって、勉強を続けることができました。最終回では
、パワーポイントも何とか覚えた程度でしたが、８０分間を話し切ることができて、プレゼンに
自信を持つことができました。

参加者の声



1. 派遣責任者様が、

将来の管理職として
育成したい部下を

思い浮かべてくださ
い。

2. 参加させるメンバー
が確定したら、裏面

の用紙に住所・氏名
・電話番号など書い
てＦＡＸ。

活動の様子活動の様子



2018年度 物流改善研究会 お申込書２０１９年
度

物流改善研究会 お申込書

ご記入は任意です。ご記入いただいた個人情報は、当該セミナーの運営と、弊社サービスに関する案内資料の送付に利用させていただきます。上記に記入漏れがありますと、ご
参加いただけない場合があります。［個人情報保護に関する記載事項] 事業者名：株式会社イー・ロジット。個人情報保護管理者：東京本部戸村俊洋。個人情報に関する問合せ
窓口：代表取締役 角井亮一。個人情報に関する問合せ手段：本人または代理人により、上記問合せ窓口あて、自由形式の書面にて、お問合せください。ご本人からの問合せで
あることを確認のうえ回答をさせていただきます。東京都千代田区神田和泉町1番地1-7。TEL: 03-5825-1720 ＦＡＸ 03-5825-1721

■受講料：お支払はNP掛け払い（※下記参照）を利用しております。

価格は税別です（１９年度改訂不確定のため） おひとり様

イー・ロジットクラブ会員様 ８４,０００円

上記以外のお客様 １６８,０００円

※受講料は消費税別となります。

※セミナー名、開催日、プログラム、受講料等が予告なく変更になる場合があります。
※お申し込み時点で定員に達している等の理由により、お申込みいただけない場合があります。
※キャンセル料は、開催日の３営業日前に達した時点から、受講料の１００％を頂戴いたします。

代理出席は受付いたします。

※クレジットカード決済もご利用できます。ご利用の際はWEBより直接お申込み願います。

受講申込用紙
（可能な限りＷＥＢからのお申込み
をお 願い致します）

下記項目に、もれなくご記入の上、

ＦＡＸ：０３－３５２７－１２１４へお送りいただくか、

WEB⇒ http://www.e-logit.com/seminar/20190509mm.php へ！！

御社名
＜イー･ロジットクラブ会員企業の方はチェックしてください→□

御住所

（請求先）

（〒 － ）

お申込者様
様

部署

受講票送付先

e-mail
お役職

ＴＥＬ ＦＡＸ

受講者様① □同上 様
部署 □同上

e-mail
又はFAX □同上

お役職 □同上

受講者様② 様 部署

e-mail
又はFAX

お役職

ＮＰ掛け払い
につきまして

コンビニ、郵便局、銀行での後払い決済となり、個人申込は手数料205円、法人申込は手数料90円をご負担願います。ＮＰ後
払いでのお申込みには、株式会社ネットプロテクションズの提供するNP後払いサービスが適用され、サービスの範囲内で個
人情報を提供し、代金債権を譲渡します。ご利用限度額はお申込者様単位で累計残高で３０万円（税込）迄です。セミナー
終了後に請求書を発行、送付致します。お支払は、個人は請求書の発行後14日間以内に、法人は毎月末締め翌月末までに、
お願い申し上げます。※クレジット払いは、ＷＥＢから直接お申込下さい。


