
●●●●ビジネス・キャリア検定試験とは？ビジネス・キャリア検定試験とは？ビジネス・キャリア検定試験とは？ビジネス・キャリア検定試験とは？

ビジネス・キャリア試験は、平成6年度以降、厚生労働大臣認定講座修了者等を対象とした

「教育訓練の成果確認試験」として実施してまいりましたが、平成19年度からはビジネス・パーソンを

対象とした「公的資格試験」（能力評価試験）「公的資格試験」（能力評価試験）「公的資格試験」（能力評価試験）「公的資格試験」（能力評価試験）にリニューアルいたしました。 新試験につきましては、

試験名称を「ビジネス・キャリア検定試験」に改め、企業の人材マネジメントに、また、ビジネス・パーソンのキャリアアップに、

一層お役に立てるよう、旧ビジネス・キャリア試験単位のユニットを企業の職務内容に対応して大括り化し、職務遂行に必

要な実務能力を評価するため試験問題を質量ともに拡充するなど、従来にも増してより企業実務に即した専門的知識・能

力を客観的に評価できる試験として実施しています。

特に３級の試験は、職務全般に関する幅広い専門知識を基に、担当者として上司の指示･助言を踏まえ、自ら問題意識

を持ち定例的業務を確実に遂行することができる人材をターゲットとしている。

（例えば、係長、リーダー等を目指す人、又は担当職務を的確に遂行できることを目指す人）

※※※※中央職業能力開発協会（中央職業能力開発協会（中央職業能力開発協会（中央職業能力開発協会（JAVADA）ホームページ）ホームページ）ホームページ）ホームページ http://www.bc.javada.or.jp/

★★★★イー・ロジットイー・ロジットイー・ロジットイー・ロジット『『『『物流マネージャー育成講座物流マネージャー育成講座物流マネージャー育成講座物流マネージャー育成講座』』』』 ５大特長５大特長５大特長５大特長★★★★

１．１．１．１．物流現場マネジメントに必要な幅広い専門知識を体系的に学びます。講師はテキスト執筆者で、物流現場マネジメントに必要な幅広い専門知識を体系的に学びます。講師はテキスト執筆者で、物流現場マネジメントに必要な幅広い専門知識を体系的に学びます。講師はテキスト執筆者で、物流現場マネジメントに必要な幅広い専門知識を体系的に学びます。講師はテキスト執筆者で、

習得の証として、公的資格試験「ロジスティクス管理３級」習得の証として、公的資格試験「ロジスティクス管理３級」習得の証として、公的資格試験「ロジスティクス管理３級」習得の証として、公的資格試験「ロジスティクス管理３級」100％全員合格を目指したサポート指導を行います。％全員合格を目指したサポート指導を行います。％全員合格を目指したサポート指導を行います。％全員合格を目指したサポート指導を行います。

２．２．２．２．過去問題を徹底して解いて合格へ導きます。過去問題を徹底して解いて合格へ導きます。過去問題を徹底して解いて合格へ導きます。過去問題を徹底して解いて合格へ導きます。

３．企業の発展に貢献できるマネージャー＆プロフェッショナルを育成するため、３．企業の発展に貢献できるマネージャー＆プロフェッショナルを育成するため、３．企業の発展に貢献できるマネージャー＆プロフェッショナルを育成するため、３．企業の発展に貢献できるマネージャー＆プロフェッショナルを育成するため、実務に即役立つ実務に即役立つ実務に即役立つ実務に即役立つ

専門知識の理解専門知識の理解専門知識の理解専門知識の理解 を目指し、を目指し、を目指し、を目指し、豊富な副教材豊富な副教材豊富な副教材豊富な副教材を使ってを使ってを使ってを使って 説明します説明します説明します説明します 。。。。

４．単なるテキスト知識講義ではなく、講師の４．単なるテキスト知識講義ではなく、講師の４．単なるテキスト知識講義ではなく、講師の４．単なるテキスト知識講義ではなく、講師の『『『『現場長現場長現場長現場長』』』』実体験に基づく、実体験に基づく、実体験に基づく、実体験に基づく、CSCSCSCS顧客満足＆顧客満足＆顧客満足＆顧客満足＆ESESESES従業員従業員従業員従業員

満足、そして経営戦略視点に裏打ちされた実戦的な講義満足、そして経営戦略視点に裏打ちされた実戦的な講義満足、そして経営戦略視点に裏打ちされた実戦的な講義満足、そして経営戦略視点に裏打ちされた実戦的な講義 を学べます。を学べます。を学べます。を学べます。

５．５．５．５．週末の金・土曜日の４回の集中開催の為、週末の金・土曜日の４回の集中開催の為、週末の金・土曜日の４回の集中開催の為、週末の金・土曜日の４回の集中開催の為、業務に支障なく、ロジスティクスを学べます。業務に支障なく、ロジスティクスを学べます。業務に支障なく、ロジスティクスを学べます。業務に支障なく、ロジスティクスを学べます。

●物流マネージャー育成がなぜ必要なのか？物流マネージャー育成がなぜ必要なのか？物流マネージャー育成がなぜ必要なのか？物流マネージャー育成がなぜ必要なのか？

・未曾有の実体経済悪化の下、会社経営の将来を担う中堅社員への十分な専門

教育が実施されていないのが実態です。国交省による３PL調査でも、人材育成の

問題が最大の弱点と指摘されています。イー・ロジット社「物流マネージャー育成

講座」を活用して、『現場力アップ』を計り、企業競争を勝ち抜く専門性の高い中堅専門性の高い中堅専門性の高い中堅専門性の高い中堅

マネージャー＆プロフェッショナル層の育成を実現、マネージャー＆プロフェッショナル層の育成を実現、マネージャー＆プロフェッショナル層の育成を実現、マネージャー＆プロフェッショナル層の育成を実現、業績ＵＰに繋げましょう。

●●●●講座参加対象者講座参加対象者講座参加対象者講座参加対象者

・将来のマネージャーやエキスパートとして将来のマネージャーやエキスパートとして将来のマネージャーやエキスパートとして将来のマネージャーやエキスパートとして

育成したい育成したい育成したい育成したい中堅社員の皆様

・コンサルタントやエキスパートとして、自己の

専門知識を高め、“物流プロフェッショナル”“物流プロフェッショナル”“物流プロフェッショナル”“物流プロフェッショナル” を目指す方

・物流の知識を体系的に学んで、資格を取得したい方

経営幹部経営幹部経営幹部経営幹部

マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー 及び及び及び及び

プロフェツショナルプロフェツショナルプロフェツショナルプロフェツショナル

一般社員一般社員一般社員一般社員

専門職

（プロフェッショナル）

総合職

「ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ管理３「ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ管理３「ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ管理３「ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ管理３

級」標準ﾃｷｽﾄ＋豊級」標準ﾃｷｽﾄ＋豊級」標準ﾃｷｽﾄ＋豊級」標準ﾃｷｽﾄ＋豊

富な副教材＋模擬富な副教材＋模擬富な副教材＋模擬富な副教材＋模擬

試験を使用します。試験を使用します。試験を使用します。試験を使用します。

★★★★安定的に運営する安定的に運営する安定的に運営する安定的に運営する 日常管理運営・マネジメントノウハウの習得！！日常管理運営・マネジメントノウハウの習得！！日常管理運営・マネジメントノウハウの習得！！日常管理運営・マネジメントノウハウの習得！！

★★★★競争力ある状態に競争力ある状態に競争力ある状態に競争力ある状態に 改善する実戦的な専門知識の習得！！改善する実戦的な専門知識の習得！！改善する実戦的な専門知識の習得！！改善する実戦的な専門知識の習得！！

試験概要試験概要試験概要試験概要 内内内内 容容容容 （（（（※※※※詳細は詳細は詳細は詳細はJAVADAホームページをご参照下さい）ホームページをご参照下さい）ホームページをご参照下さい）ホームページをご参照下さい） 備備備備 考考考考

１．受験申請受付期間１．受験申請受付期間１．受験申請受付期間１．受験申請受付期間 平成２５年１１月２５日（月）～平成２６年１月６日（月）平成２５年１１月２５日（月）～平成２６年１月６日（月）平成２５年１１月２５日（月）～平成２６年１月６日（月）平成２５年１１月２５日（月）～平成２６年１月６日（月） ※※※※受験料５５００円（税込）受験料５５００円（税込）受験料５５００円（税込）受験料５５００円（税込）

２．試験実施日２．試験実施日２．試験実施日２．試験実施日 平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年 ２月１６日（日）２月１６日（日）２月１６日（日）２月１６日（日） ※※※※試験開始１４：３０～１６：２０試験開始１４：３０～１６：２０試験開始１４：３０～１６：２０試験開始１４：３０～１６：２０ （１１０分）（１１０分）（１１０分）（１１０分）

３３３３. . . . 受験対象者受験対象者受験対象者受験対象者 受験制限なし。どなたでも受験できます。受験制限なし。どなたでも受験できます。受験制限なし。どなたでも受験できます。受験制限なし。どなたでも受験できます。 ※※※※得点率概ね得点率概ね得点率概ね得点率概ね60％以上で合格。％以上で合格。％以上で合格。％以上で合格。

４．結果発表日４．結果発表日４．結果発表日４．結果発表日 平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年 ３月１４日（金）３月１４日（金）３月１４日（金）３月１４日（金） ※※※※合格証発送合格証発送合格証発送合格証発送 ２６年２６年２６年２６年 ４月以降４月以降４月以降４月以降



開催日時開催日時開催日時開催日時 学習章学習章学習章学習章 学習節学習節学習節学習節 主要な学習項目（抜粋）主要な学習項目（抜粋）主要な学習項目（抜粋）主要な学習項目（抜粋）

２０１３年２０１３年２０１３年２０１３年

１０月１１日（金）１０月１１日（金）１０月１１日（金）１０月１１日（金）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１７：００１７：００１７：００１７：００

オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション

１章．物流の概念と物流管理１章．物流の概念と物流管理１章．物流の概念と物流管理１章．物流の概念と物流管理 １節．物流の基礎

２節．物流管理の基礎

３節．物流と関連組織のかかわり

１節：物流の要素、ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽとSCM
２節：物流管理ｻｲｸﾙ、領域

２章．物流サービスの管理２章．物流サービスの管理２章．物流サービスの管理２章．物流サービスの管理 １節．物流サービスの基本概念

２節．物流サービス管理のステップ

３節．物流における品質管理

２節：ベンチマーキング、

物流サービス水準

３節：納期、納品の正確性、貨物

品質、QC７つ道具など

★★★★過去問題配布と進め方過去問題配布と進め方過去問題配布と進め方過去問題配布と進め方

１０月１２日（土）１０月１２日（土）１０月１２日（土）１０月１２日（土）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１７：００１７：００１７：００１７：００

３章．物流政策と関連法規３章．物流政策と関連法規３章．物流政策と関連法規３章．物流政策と関連法規 １節．わが国の物流政策の動向

２節．物流活動にかかわる各種法律の

基礎知識

２節：法令の種類と用語の意味

労務・調達、道路交通、

運輸、倉庫、環境関連法規

４章．物流システム管理４章．物流システム管理４章．物流システム管理４章．物流システム管理 １節．物流システムの基礎知識

２節．物流システムの代表例

３節．物流データ分析

４節．物流拠点設定

５節．委託先管理

６節．物流システムの効率化

１節：ノード・リンク・モード、DC・TC・

PC ・SP等、輸送機関、倉庫内作業

２節：メーカー、卸売業、小売業、

特別積合せ便

３節：OD表、出荷頻度分析、作業分析

４節：拠点の動向、

見直しの５原則、重心法

５節：委託先選定のポイント、物流子会社

６節：共同配送、拠点集約

１２月１３日（金）１２月１３日（金）１２月１３日（金）１２月１３日（金）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１７：００１７：００１７：００１７：００

５章．在庫管理５章．在庫管理５章．在庫管理５章．在庫管理 １節．在庫管理の目的

２節．在庫管理手法

３節．適正在庫量の決定

４節．在庫分析

５節．棚卸

１節：顧客サービス、効率化

２節：入出庫、保管、出庫、

在庫管理システム

３節：適正在庫量と補充方式、

安全在庫と補充量

４節：在庫保有量の評価指標、

在庫分析手法

５節：棚卸の方法

６章．物流コスト管理６章．物流コスト管理６章．物流コスト管理６章．物流コスト管理 １節．物流コスト管理の基礎知識

２節．運賃料金の体系

３節．物流コストの計算方法

４節．物流におけるコスト・トレードオフ

１節：物流コストの分類と体系

２節：トラック・鉄道・倉庫料金・

その他の委託料金

３節：損益計算書、物流原価

計算、トラック輸送原価

４節：物流におけるトレードオフ

在庫に掛るコスト等

１２月１４日（土）１２月１４日（土）１２月１４日（土）１２月１４日（土）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１７：００１７：００１７：００１７：００

７章．物流情報システムの概念７章．物流情報システムの概念７章．物流情報システムの概念７章．物流情報システムの概念 １節．物流情報システムの目的と特徴

２節．基幹システムと物流情報システムの関連

３節．物流情報システム設計の基本

２節：基幹ｼｽﾃﾑと物流情報,ｼｽﾃﾑの関連

３節：物流情報ｼｽﾃﾑ設計の

ｽﾃｯﾌﾟと留意点

８章．業務別物流情報システム８章．業務別物流情報システム８章．業務別物流情報システム８章．業務別物流情報システム １節．受注処理システムの基礎知識

２節．発注処理システムの基礎知識

３節．倉庫管理システムの基礎知識

４節．輸配送管理システムの基礎知識

１節：ｵｰﾀﾞｰｴﾝﾄﾘｰの種類と処理

２節：発注の種類と流れ

３節：在庫受払、ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ、作業管理

４節：配送・配車、運行、荷物追追跡

＋追加 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ３級

第10章 約款と物流保険、関連JIS



菅田勝菅田勝菅田勝菅田勝 （株）ロジスティクス革新パートナーズ（株）ロジスティクス革新パートナーズ（株）ロジスティクス革新パートナーズ（株）ロジスティクス革新パートナーズ 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役

経歴：㈱ﾘｺｰ入社の後、2000年ﾘｺｰﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ出向。全社ｺｽﾄ構造改革/顧客

CRM/物流技術LT・OPS・HTT・WMS・梱包設計S/輸配送TMSや、全社ISO（14001･9001･情報27001）取得等に取組む。

2004年CSR実践体制の構築・総務部・物流ｾﾝﾀｰｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ等、物流現場への洞察深く、効率化・高度化等幅広いﾌｨｰﾙﾄﾞで活躍中。

公職：経産省/国交省ｸﾞﾘｰﾝ物流PS会議委員・日中韓ｸﾞﾘｰﾝ物流専門家会議委員、中小企業庁物流効率化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、

環境省ｴｺｱｸｼｮﾝ21審査人・環境ｶｳﾝｾﾗｰ、中央職業能力開発協会ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱ検定試験標準ﾃｷｽﾄ執筆委員

【ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ分野】、JILS・日本MH協会委員・講師、JETROエキスパート。産業能率大学＆流通経済大学 非常勤講師

著書：ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱ標準ﾃｷｽﾄ『ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ管理２級・３級』、『同ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ３級』共著中央職業能力開発協会

★★★★★★★★講師のご紹介★★講師のご紹介★★講師のご紹介★★講師のご紹介★★

第４期生 合格者の声

全6回の物流マネージャー育成講座に参加し、23年度後期試験に合格しました。菅田先生は現場中心の

改善に視点をもち、その事例を講座に結び付けていく手法でいつの間にかに講座内容を習得していました。

思い出は、講座で貸し切っている部屋が17時半で終了だったのですが、先生に質問をぶつけると

「ロビーでやろう」と20時近くまで真摯にご対応いただいたことにあります。

最終回講座は試験対策ポイントに重点をおき、講座内容はとても充実しました。驚いたのが配布された資料

を6回の講座を終わって整理すると、一冊の本になっていました。

これは間違いなく自分自身の達成感につながりました。資格は取る事がゴールではありません。

これからはこの知識・手法をどう展開していくかが課題になります。お客様の視点に立って、あらゆる課題に

活用していきます。最後になりますが、菅田先生・事務局清水様に深く御礼を申し上げます。

ロジスティクス、物流とは何かを現場、各種セミナー、参考書等で日々勉強する中で、具体的な事例を基に

教えてもらえる講座があることを知って、申し込みをしました。ロジスティックスの基礎的な事を総合的に学び、

実戦でやらなければならない事を講座の中で、豊富な事例から学ぶことができました。

今まで物流について、なんとなくは、分かっていても体系的に完全に把握できていない事を、講座にて学習

する中で、各所で再認識させられました。今回の講座を通して、私自身のロジスティクスの知識向上につなが

り、本試験に合格することもできました。今後は、自社の事業の発展のために、この講座で学んだ内容を

社内全体に広げ、管理者全員にロジスティクス管理3級を受験させ、知識豊富なスタッフを育成したいと思い

ます。イー・ロジットの講師、スタッフの皆様、この様な機会を頂きましてありがとうございました。

宮野宮野宮野宮野 雅則雅則雅則雅則 株式会社イー・ロジット株式会社イー・ロジット株式会社イー・ロジット株式会社イー・ロジット コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント

経歴：経歴：経歴：経歴：1968年2月生まれ。東京大学教育学部附属高等学校卒。

大学卒業後、大手物流会社に入社。配送・物流センターの実務を全うし、後に営業職、安全対策委員代表を務め、管理職に着任。

2000年6月、前職での10年間以上の経験を活かし、現在の株式会社イー・ロジットへ入社。

入社後、社内業務体制の整備や通販向け宅配、配車システムを構築。現在はコンサルタントとしてＣＳを基本として通販企業サポート、

業務改善活動や現場教育、全国各地での講演活動やOFFJTプログラムでの講師を務めている。

公職：公職：公職：公職： 【【【【財財財財】】】】東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家登録番号６２９号東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家登録番号６２９号東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家登録番号６２９号東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家登録番号６２９号

福田福田福田福田 将彦将彦将彦将彦 株式会社イー・ロジット株式会社イー・ロジット株式会社イー・ロジット株式会社イー・ロジット コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント

経歴：経歴：経歴：経歴：大学院（情報科学研究科）卒業後、システム開発会社にて物流に関するシステム構築や物流センターのコンベヤシステム開発を行う。

システム開発会社では、大手出版卸業へのシステム導入を中心に開発プロジェクトをこなし、技術部の管理職を務めた。

その後、イー・ロジットへ入社し、物流センターの生産性向上やコストダウン、物流拠点統合に関するコンサルティング、物流システム

構築などを行っている。現在も全国各地で物流センター改善を手がけ成果を出し続けている。

清水清水清水清水 一成一成一成一成 株式会社イー株式会社イー株式会社イー株式会社イー････ロジットロジットロジットロジット コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント

経歴：経歴：経歴：経歴：大卒後、大手小売業に勤務。在庫管理、販売管理、人材管理など経験とノウハウを蓄積する。

全体にその後医療業界に転進する。転進後の救命救急センターでは、購買管理職に従事し、事務用品Web購入管理システムを財団

導入を図りコストダウンを達成。また、医薬品・医療材料・医療機器の大幅なコストダウン、電子カルテ導入など院内物流業務改革を

実現させる。大手通販会社に転進し、医薬品・医療機器通販事業の立ち上げに参画して、現在に至る。

得意分野は在庫管理、物流現場人材教育、物流センターの立ち上げなど。現在も全国各地で

物流センター改善を手がけ成果を出し続けている。

昨年8月にメーカーから物流倉庫へ移籍となり、ロジスティクス管理３級試験を受けることとなりました。

こんな物流初心者の私にも、分かり易く丁寧に講義をしていただいた菅田先生をはじめとする講師やスタッフ

の方々には感謝の気持ちで一杯です。講義の内容も、試験に合格するためだけの詰め込み式的なものでは

なく、豊富な資料・データに基づいた解説や事例紹介、現場での知識の生かし方や今後の物流の在り方等、

幅広くかつ興味をそそる濃い内容でしたので一日の講義が短時間に感じる程充実していました。

受講するための名古屋－東京間の移動も、行きは期待感・帰りは満足感で溢れ苦ではありませんでした。

今はこの有意義な講義で得た知識・経験を少しでも多く自分の業務・人生に取り入れ、自分自身や職場全体

のレベルアップを図るべく日々奮闘しております。

改めましてイー・ロジットの講師・スタッフの方々、ありがとうございました。



お申込書

●東京都台東区東上野４－２６－６

首都高速道路協会 上野ビル６階

株式会社イー･ロジット 物流マネージャー育成講座事務局／清水

ＴＥＬ：03-5825-1720 ＦＡＸ： 03-5825-1721

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１番地１－７ 東陽ビル１Ｆ

■ 会 場 イー・イー・イー・イー・ロジットロジットロジットロジット 東京セミナールーム東京セミナールーム東京セミナールーム東京セミナールーム

９４，５００円（税込）

■ 受講料

全６回講座

お一人様

●●●●申込み方法：申込み方法：申込み方法：申込み方法：ＦＡＸで必要事項をご記入のうえお申し込み下さい。お申込み順に承ります。

受付後、受講票・請求書・会場地図を送付させて頂きます。

●お支払いお支払いお支払いお支払い ：：：：お振り込みは１０月４日（金）までにお願い致します。キャンセルは１０月３日（木）まで

ご連絡下さい。１回ごとの参加は、参加当日現金払いをお願い致します。

それ以降のキャンセル並びに１回毎に不参加の場合でも、返金は致しかねます。

●参加者特典参加者特典参加者特典参加者特典： ※※※※参加者には、「ロジスティクス管理３級」と「物流の知識」の２冊のテキストを贈呈。

●その他その他その他その他 ：：：：※※※※１回ごとの参加ご希望のお申込は、事務局の清水までご連絡をお願い致します。１回ごとの参加ご希望のお申込は、事務局の清水までご連絡をお願い致します。１回ごとの参加ご希望のお申込は、事務局の清水までご連絡をお願い致します。１回ごとの参加ご希望のお申込は、事務局の清水までご連絡をお願い致します。

TELTELTELTEL：０３－５８２５－１７２０：０３－５８２５－１７２０：０３－５８２５－１７２０：０３－５８２５－１７２０ イー・ロジット東京本社イー・ロジット東京本社イー・ロジット東京本社イー・ロジット東京本社

●募集人員募集人員募集人員募集人員 ：：：：２０名限定（最小催行人員５名）２０名限定（最小催行人員５名）２０名限定（最小催行人員５名）２０名限定（最小催行人員５名）※２０名になり次第締め切らせて頂きます。

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のみ利用させていただきます。

［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。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、上記問合せ窓口宛、自由形式書面にて、お問合せください。ご本人様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。

御社名御社名御社名御社名

御住所御住所御住所御住所 〒 －

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

御参加者御参加者御参加者御参加者

（請求書送付先）（請求書送付先）（請求書送付先）（請求書送付先）
様

部署部署部署部署

御役職御役職御役職御役職

EEEE----mailmailmailmail ＠

１回ごと参加の場合１回ごと参加の場合１回ごと参加の場合１回ごと参加の場合

【【【【※※※※参加する回に参加する回に参加する回に参加する回に

○○○○をつけて下さいをつけて下さいをつけて下さいをつけて下さい】】】】

【２０１３年】 ①１０月１１日 ②１０月１２日 ③１２月１３日 ④１２月１４日

弊社からの情報提供弊社からの情報提供弊社からの情報提供弊社からの情報提供 □ 希望する 物流最大メルマガ物流最大メルマガ物流最大メルマガ物流最大メルマガ □希望する

※イー･ロジットクラブ会員様は、

お一人様 ６３，０００円（税込）

●●●●交通のご案内交通のご案内交通のご案内交通のご案内

・ ＪＲ上野駅入谷口 昭和通りに向かって 徒歩６分

・ ＪＲ上野広小路口 昭和通りに向かって 徒歩８分

・ 銀座線・日比谷線出口１・２ 昭和通り沿い 徒歩６分

※※※※参加人数によっては、会場の変更が参加人数によっては、会場の変更が参加人数によっては、会場の変更が参加人数によっては、会場の変更が

ございますので、あらかじめご了承下さい。ございますので、あらかじめご了承下さい。ございますので、あらかじめご了承下さい。ございますので、あらかじめご了承下さい。

１回ごとのご参加
１８，９００円（税込）

※イー･ロジットクラブ会員様は、

お一人様 １０，５００円（税込）


