
開催会場

イー･ロジットクラブ会員様 ７，０００円（税込）（優先受付）

一般参加の皆様 １７，０００円（税込）

【新刊】基礎からよくわかる

物流のしくみ１冊プレゼント！！

参加費

対象者

参加特典

基礎からよくわかる物流のしくみ（日刊工業新聞社）

参加者全員に１冊 贈呈

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。拓殖大学外国語学部卒。大手物流会社で１０年間勤務後、

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。

製造物流から消費者物流まで、幅広く活動を行っている。

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本以上受け持っている。

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 教育責任者教育責任者教育責任者教育責任者

経歴：経歴：経歴：経歴：1973年8月岩手県生まれ。日本大学経済学部卒後、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。その後医療業界に転進する。㈶筑波メディカルセンターでは、

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全体に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。

その後、アスクル㈱に転進し、医薬品・医療機器通販事業の立ち上げに参画し、医薬品医療機器センターの

立ち上げ、運営まで幅広く活動。イー・ロジットでの６年の間に１００社、１，０００人以上の方に

ハード面での物流改善、物流の基礎知識の教育を行っている。また、ソフト面では、コーチング、

コミュニケーション力ＵＰ、話し方、あいさつ、マナー、サービス力ＵＰ、物流営業マンスキルＵＰ、

チームビルディングなど他社との競争に勝ち抜ける物流人材の育成を行なっています。

現在も全国各地で、物流センターに入り込んで物流改善コンサルティングや人材育成を手がけ成果を出し続けている。

講 師

※※※※当日のスケジュール予定や講義内容は次のページをご覧ください！！当日のスケジュール予定や講義内容は次のページをご覧ください！！当日のスケジュール予定や講義内容は次のページをご覧ください！！当日のスケジュール予定や講義内容は次のページをご覧ください！！

※※※※会場の地図の詳細は、参加票にてご確認ください。会場の地図の詳細は、参加票にてご確認ください。会場の地図の詳細は、参加票にてご確認ください。会場の地図の詳細は、参加票にてご確認ください。

※※※※１企業１０名以上ご参加ご希望の場合はご相談下さい。１企業１０名以上ご参加ご希望の場合はご相談下さい。１企業１０名以上ご参加ご希望の場合はご相談下さい。１企業１０名以上ご参加ご希望の場合はご相談下さい。

１１１１.大阪大阪大阪大阪 １０月１５日（水）１０月１５日（水）１０月１５日（水）１０月１５日（水）(定員定員定員定員１８１８１８１８名名名名）））） ９：４５～１６：４０９：４５～１６：４０９：４５～１６：４０９：４５～１６：４０ 大阪産業創造館５大阪産業創造館５大阪産業創造館５大阪産業創造館５F 研修室研修室研修室研修室D

２２２２.東京東京東京東京 １０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日（日（日（日（火火火火））））((((定員３８名）定員３８名）定員３８名）定員３８名） ９：４５～１６：４０９：４５～１６：４０９：４５～１６：４０９：４５～１６：４０ 東京セミナールーム（上野）東京セミナールーム（上野）東京セミナールーム（上野）東京セミナールーム（上野）

１．運送会社・物流企業の新入社員の皆様

２．物流部門へ配属されましたマネージャーや新入社員様

３．物流企業との取引を成約に結び付けたい企業の営業マン

４．部下に物流教育をしようと思ったけど、実は体系立てて

物流を学んだことのない方

５．自社に物流を教えるプロのいない企業様など

６．運送・物流企業に転職して物流を基礎から学びたい方



時時時時 間間間間 みんなの疑問？みんなの疑問？みんなの疑問？みんなの疑問？ 学ぶ項目学ぶ項目学ぶ項目学ぶ項目 学ぶ内容学ぶ内容学ぶ内容学ぶ内容

９：４５～９：４５～９：４５～９：４５～

１０：００１０：００１０：００１０：００

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 １．参加者同士でのコミュニケーション

２．他己紹介（※お名刺を忘れずに！！）

物流業界で働く人脈作りとして、参加者

同士でお名刺交換をして頂きます。

物流業界の置かれた現状などをお話を

させて頂きます。

１０：００～１０：００～１０：００～１０：００～

１１：１０１１：１０１１：１０１１：１０

①①①①

１．経済の３大活動とは？１．経済の３大活動とは？１．経済の３大活動とは？１．経済の３大活動とは？

２．輸配送のながれってどう２．輸配送のながれってどう２．輸配送のながれってどう２．輸配送のながれってどう

なってるの？なってるの？なってるの？なってるの？

３．物流ってどんな機能なの？３．物流ってどんな機能なの？３．物流ってどんな機能なの？３．物流ってどんな機能なの？

４．１つの商品の流れを知る！４．１つの商品の流れを知る！４．１つの商品の流れを知る！４．１つの商品の流れを知る！

５．動脈物流・静脈物流？５．動脈物流・静脈物流？５．動脈物流・静脈物流？５．動脈物流・静脈物流？

６．４つのモードのメリット、６．４つのモードのメリット、６．４つのモードのメリット、６．４つのモードのメリット、

デメリットを学ぶデメリットを学ぶデメリットを学ぶデメリットを学ぶ

７．運送業界を知る！！７．運送業界を知る！！７．運送業界を知る！！７．運送業界を知る！！

１．商流と物流

２．物流の５大機能

３．輸送の概念と役割

４．海上輸送

５．航空輸送

６．鉄道輸送

７．トラック輸送

８．運送業界の動向

物流って何だか難しそう。自分では希

望して物流部門に来たわけではないけ

ど、勉強しないと仕事にならないし。

みんな初めは、物流に興味がなくても、

自分たちの生活を支えているのが物流

だと知ると、興味を持ち始めます。

食わず嫌いせずに、物流とはどんな機

能か図解で学びます。

また、企業の物流への取り組み事例を

通して物流の理解を図ります。

１１：１０～１１：１０～１１：１０～１１：１０～

１１：２０１１：２０１１：２０１１：２０

休休休休 憩憩憩憩

１１：２０～１１：２０～１１：２０～１１：２０～

１２：３０１２：３０１２：３０１２：３０

②②②②

１．包装って何のために１．包装って何のために１．包装って何のために１．包装って何のために

２２２２.ユニットロードシステムってユニットロードシステムってユニットロードシステムってユニットロードシステムって

何なの？何なの？何なの？何なの？

３．みんなの普段の生活を３．みんなの普段の生活を３．みんなの普段の生活を３．みんなの普段の生活を

物流が支える物流が支える物流が支える物流が支える

４．企業事例に学ぶ４．企業事例に学ぶ４．企業事例に学ぶ４．企業事例に学ぶ

１．包装の定義

２．包装の分類

３．包装の目的

４．包装貨物の荷扱い指示マーク

５．包装材料及び容器の種類と特性

６．ユニットロードシステムの基礎知識

７．パレット

８．コンテナ

物流における包装の役割を理解し。物

流技術として包装における、機能や役

割、包装を施す目的などを学びます。

物流現場の荷扱いにおける、メイン

マーク、ケアマークの役割を学びます。

輸送包装における５つの条件を知るこ

とにより輸送の効率化を学びます。

また、各業界で使用される包装材料の

種類や特性も学びます。

１２：３０１２：３０１２：３０１２：３０～～～～

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０

お昼休憩お昼休憩お昼休憩お昼休憩

１３：３０～１３：３０～１３：３０～１３：３０～

１４：３０１４：３０１４：３０１４：３０

③③③③

１．荷役って何？１．荷役って何？１．荷役って何？１．荷役って何？

２．マテハンって何のこと？２．マテハンって何のこと？２．マテハンって何のこと？２．マテハンって何のこと？

３．ピッキングってどんなことを３．ピッキングってどんなことを３．ピッキングってどんなことを３．ピッキングってどんなことを

するの？するの？するの？するの？

４．荷役を助ける機器って４．荷役を助ける機器って４．荷役を助ける機器って４．荷役を助ける機器って

どんなものがあるの？どんなものがあるの？どんなものがあるの？どんなものがあるの？

１．荷役の概念

２．荷役の役割

３．荷役の合理化・効率化

４．荷役機器

入荷から、倉庫の棚入れ、ピッキング、

出荷、梱包など、物流の多くの作業は、

多くの人が関わります。一昔前は、牛馬

を使って、俵や木箱を使って人の手で

モノを運んでいる時代が続いていました。

現代の物流がいかに効率化されている

のかを学びます。

１４：３０～１４：３０～１４：３０～１４：３０～

１４：４０１４：４０１４：４０１４：４０

休休休休 憩憩憩憩

１４：４０～１４：４０～１４：４０～１４：４０～

１６：００１６：００１６：００１６：００

④④④④

１．商品はどこに保管するの？１．商品はどこに保管するの？１．商品はどこに保管するの？１．商品はどこに保管するの？

２．倉庫ってどんな機能？２．倉庫ってどんな機能？２．倉庫ってどんな機能？２．倉庫ってどんな機能？

３．倉庫は、何でも保管できる３．倉庫は、何でも保管できる３．倉庫は、何でも保管できる３．倉庫は、何でも保管できる

の？の？の？の？

４．保管の機器って何？４．保管の機器って何？４．保管の機器って何？４．保管の機器って何？

５．流通加工って何？５．流通加工って何？５．流通加工って何？５．流通加工って何？

６．倉庫が一杯になったらどう６．倉庫が一杯になったらどう６．倉庫が一杯になったらどう６．倉庫が一杯になったらどう

すればいい？すればいい？すればいい？すればいい？

７．物流コスト計算７．物流コスト計算７．物流コスト計算７．物流コスト計算

８．３８．３８．３８．３PLとは？とは？とは？とは？

１．保管の概念

２．倉庫の機能・役割と料金

３．倉庫の種類

４．保管機器

５．流通加工

６．保管と企業の利益の関係

在庫を安全に保つ作業としての保管を

正しく理解し、保管場所としての倉庫の

種類・機能・重要な役割を学習します。

また、営業する上で必要な保管に関す

る料金体系までもここで学びます。近年

は単なる保管だけでなく、物流企業の

提案により、流通加工を請負う倉庫も

増えています。そのメリットと仕組みを

学びます。更に、商品を長期間保管し

続けると荷主経営に悪化をもたらす理

由も学びます。

１６：００～１６：００～１６：００～１６：００～

１６：１０１６：１０１６：１０１６：１０

休休休休 憩憩憩憩

１６：１０～１６：１０～１６：１０～１６：１０～

１６：４０１６：４０１６：４０１６：４０ 振り返りテスト振り返りテスト振り返りテスト振り返りテスト



物流って企業にとって

生命線なんだね。

物流担当者だけでなく、

営業マンもきちんと基礎

を学んでおかないとね。

物流コストを落とすこと

は、利益を上げることに

等しいことを知りました。

物流って地味な感じでよくわからな

くて興味がなかったけど・・・

普段の生活や仕事に関わっている

のを知って、物流の大切さを知りま

した。通販で化粧品・洋服が明日届

くって、縁の下の力持ちである運送

や物流の現場の仕組みが重要なこ

とも学びました。

１．派遣責任者様が、育成したい新人や

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

用紙に住所・氏名・電話番号など書きこむ。



希望会場に○希望会場に○希望会場に○希望会場に○

を付けて下さいを付けて下さいを付けて下さいを付けて下さい

会員の有無会員の有無会員の有無会員の有無

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

御住所御住所御住所御住所

〒〒〒〒 －－－－

郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ

＠＠＠＠

Ｅ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌＥ－ｍａｉｌ

派遣責任者様派遣責任者様派遣責任者様派遣責任者様

ご氏名ご氏名ご氏名ご氏名

部署名部署名部署名部署名

御役職御役職御役職御役職

御社名御社名御社名御社名

②②②②ＦＡＸでもお申込できますＦＡＸでもお申込できますＦＡＸでもお申込できますＦＡＸでもお申込できます �������� FAX 03 – 5825 – 1721

□□□□一般参加一般参加一般参加一般参加

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 福田将彦。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

□□□□ イー・ロジットクラブ会員様イー・ロジットクラブ会員様イー・ロジットクラブ会員様イー・ロジットクラブ会員様

★★★★物流初級者講座物流初級者講座物流初級者講座物流初級者講座 参加者全員プレゼント！参加者全員プレゼント！参加者全員プレゼント！参加者全員プレゼント！★★★★

●●●●２０１４年新刊「基礎からよくわかる物流のしくみ」（日刊工業新聞社）１冊プレゼント２０１４年新刊「基礎からよくわかる物流のしくみ」（日刊工業新聞社）１冊プレゼント２０１４年新刊「基礎からよくわかる物流のしくみ」（日刊工業新聞社）１冊プレゼント２０１４年新刊「基礎からよくわかる物流のしくみ」（日刊工業新聞社）１冊プレゼント

■企業力を、いかに物流でアップさせるかを

解説した本です。今、成長している企業の多くは、

物流に力を入れています。

■物流を高度化することで、顧客満足が高まり、

さらなる売上拡大が可能となることを、理論と事例で

説明しています。また経営課題となっている在庫削減

の具体的な方策や、業界動向、物流ソリューションの

解説も、含まれています。

参加者氏名参加者氏名参加者氏名参加者氏名①①①①

参加者氏名参加者氏名参加者氏名参加者氏名②②②②

部部部部 署署署署

部部部部 署署署署

Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Mail

<<主催>> 株式会社イー・ロジット TEL：03-5825-1720 FAX： 03-5825-1721

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-1-7 東陽ビル１Ｆ お問い合わせは、清水まで

①イー・ロジットホームページからとても簡単にお申込できます！イー・ロジットホームページからとても簡単にお申込できます！イー・ロジットホームページからとても簡単にお申込できます！イー・ロジットホームページからとても簡単にお申込できます！

★各会場ともに、定員になり次第締め切らせて頂きます。

★開催日３日前を過ぎてのキャンセルは、１００％参加費を頂戴致します。

★参加費は、指定期日までに当社指定口座まで、お振込み手数料ご負担にて

お振込みをお願い致します。

参加者氏名参加者氏名参加者氏名参加者氏名③③③③ 部部部部 署署署署

Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Mail

Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－Mail
＠＠＠＠

＠＠＠＠

＠＠＠＠

■下記に必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。

http://www.e-logit.com/

【大 阪】 １０/１５（水）【東 京】１０/２１（火）


