
●●●●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。

■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多くの企業で活用されています。

■ロジスティクス管理２・３級・ロジスティクス・オペレーション２・３級試験の分野とは？ロジスティクス管理２・３級・ロジスティクス・オペレーション２・３級試験の分野とは？ロジスティクス管理２・３級・ロジスティクス・オペレーション２・３級試験の分野とは？ロジスティクス管理２・３級・ロジスティクス・オペレーション２・３級試験の分野とは？

「ロジスティクス」の仕事とは、物の輸送や配送、保管や荷役、包装・在庫管理等に

関する仕組みづくりと管理・運営に関する仕事です。

■ ビジネス・キャリア検定試験では、主にロジスティクス部などで、ロジスティクス企画、

生産・販売計画・在庫状況等を調整する需給管理、注文状況等を把握する業務管理に

従事している方を対象とした「ロジスティクス管理」「ロジスティクス管理」「ロジスティクス管理」「ロジスティクス管理」と、

主に物流センターなどで、荷役・保管、流通加工・包装、輸配送管理業務に

従事している方を対象とした「ロジスティクス・オペレーション」「ロジスティクス・オペレーション」「ロジスティクス・オペレーション」「ロジスティクス・オペレーション」の２部門に区分しています。

※※※※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大特徴５大特徴５大特徴５大特徴★★★★

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。受験希望者には、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。受験希望者には、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。受験希望者には、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。受験希望者には、

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．業界で業界で業界で業界でNo１の圧倒的な低価格な講義費用です！！（１の圧倒的な低価格な講義費用です！！（１の圧倒的な低価格な講義費用です！！（１の圧倒的な低価格な講義費用です！！（※※※※他社と比較して頂いて構いません！！）他社と比較して頂いて構いません！！）他社と比較して頂いて構いません！！）他社と比較して頂いて構いません！！）

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、豊富な副教材や映像豊富な副教材や映像豊富な副教材や映像豊富な副教材や映像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・土曜の４回の集中開催のため、日曜を復習に、週末の金・土曜の４回の集中開催のため、日曜を復習に、週末の金・土曜の４回の集中開催のため、日曜を復習に、週末の金・土曜の４回の集中開催のため、日曜を復習に、年末年始に支障なく、ロジスティクスを学べます。年末年始に支障なく、ロジスティクスを学べます。年末年始に支障なく、ロジスティクスを学べます。年末年始に支障なく、ロジスティクスを学べます。

●物流管理者の育成がなぜ必要なのか？物流管理者の育成がなぜ必要なのか？物流管理者の育成がなぜ必要なのか？物流管理者の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＋級」標準ﾃｷｽﾄ＋級」標準ﾃｷｽﾄ＋級」標準ﾃｷｽﾄ＋

豊富な副教材を豊富な副教材を豊富な副教材を豊富な副教材を

使用します。使用します。使用します。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！！



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）

２０１６年２０１６年２０１６年２０１６年

１０月１０月１０月１０月２１日２１日２１日２１日（金）（金）（金）（金）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）

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１０月１０月１０月２２日２２日２２日２２日（土）（土）（土）（土）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）

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

１１月１１月１１月１１月２５日２５日２５日２５日（金）（金）（金）（金）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）

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

１１月１１月１１月１１月２６日２６日２６日２６日（土）（土）（土）（土）

９：３０～９：３０～９：３０～９：３０～

１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）１８：００（予定）

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



ビジネス･キャリア検定「ロジスティクス管理３級」試験概要ビジネス･キャリア検定「ロジスティクス管理３級」試験概要ビジネス･キャリア検定「ロジスティクス管理３級」試験概要ビジネス･キャリア検定「ロジスティクス管理３級」試験概要

内内内内 容容容容 期期期期 日日日日 備備備備 考考考考

①①①①受験申請受験申請受験申請受験申請

受付期間（注受付期間（注受付期間（注受付期間（注1111））））

平成平成平成平成２８年２８年２８年２８年１１月２５日１１月２５日１１月２５日１１月２５日（金）（金）（金）（金）～～～～

平成平成平成平成２９年２９年２９年２９年 １月１月１月１月 ４日（水）４日（水）４日（水）４日（水）までまでまでまで

注1：イー・ロジットにて一括申請を行います。

②②②②試験実施日試験実施日試験実施日試験実施日 平成平成平成平成２９年２９年２９年２９年 ２月１９日２月１９日２月１９日２月１９日（日）（日）（日）（日）

③③③③出題形式出題形式出題形式出題形式 多肢選択問題（多肢選択問題（多肢選択問題（多肢選択問題（4444肢択一）４０題肢択一）４０題肢択一）４０題肢択一）４０題

④④④④試験時間試験時間試験時間試験時間 １１０分１１０分１１０分１１０分

⑤⑤⑤⑤合否基準合否基準合否基準合否基準 得点率概ね得点率概ね得点率概ね得点率概ね60606060％以上で合格とする。％以上で合格とする。％以上で合格とする。％以上で合格とする。

⑥⑥⑥⑥受験資格受験資格受験資格受験資格 受験制限無し受験制限無し受験制限無し受験制限無し ※どなたでもお申し込みいただけます。

⑦⑦⑦⑦受験料受験料受験料受験料 ５５５５,,,,６６０円（税込）６６０円（税込）６６０円（税込）６６０円（税込） ※講座費用に盛り込まれています

⑧⑧⑧⑧結果発表日（注結果発表日（注結果発表日（注結果発表日（注2222）））） 平成平成平成平成２９年２９年２９年２９年 ３月３月３月３月１７日１７日１７日１７日（金）（金）（金）（金）
注2：結果は中央協会ＨＰで行い、各都道府県協会窓口で閲覧可能。

⑨⑨⑨⑨合格証書発送日合格証書発送日合格証書発送日合格証書発送日 平成平成平成平成２９年２９年２９年２９年 ３月末以降予定３月末以降予定３月末以降予定３月末以降予定

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

※※※※詳細は中央職業能力開発協会（詳細は中央職業能力開発協会（詳細は中央職業能力開発協会（詳細は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/ ご覧下さい。ご覧下さい。ご覧下さい。ご覧下さい。

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年年年年8月岩手県生まれ。日本大学経済学部卒後月岩手県生まれ。日本大学経済学部卒後月岩手県生まれ。日本大学経済学部卒後月岩手県生まれ。日本大学経済学部卒後、㈱、㈱、㈱、㈱ケーヨーケーヨーケーヨーケーヨーにににに勤務し、在庫管理、勤務し、在庫管理、勤務し、在庫管理、勤務し、在庫管理、

販売管理、人材管理など現場で実務経験を積む。販売管理、人材管理など現場で実務経験を積む。販売管理、人材管理など現場で実務経験を積む。販売管理、人材管理など現場で実務経験を積む。

・その後、メディカル業界に転進する・その後、メディカル業界に転進する・その後、メディカル業界に転進する・その後、メディカル業界に転進する。㈶筑波メディカルセンターでは。㈶筑波メディカルセンターでは。㈶筑波メディカルセンターでは。㈶筑波メディカルセンターでは、総務・人事を経験し、、総務・人事を経験し、、総務・人事を経験し、、総務・人事を経験し、

購買部門にてコクヨ購買部門にてコクヨ購買部門にてコクヨ購買部門にてコクヨ㈱㈱㈱㈱の＠オフィスを当時病院業界で初めて財団全体に導入の＠オフィスを当時病院業界で初めて財団全体に導入の＠オフィスを当時病院業界で初めて財団全体に導入の＠オフィスを当時病院業界で初めて財団全体に導入し事務し事務し事務し事務用品購入用品購入用品購入用品購入のののの

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウンを達成し、病院業界紙で注目される。を達成し、病院業界紙で注目される。を達成し、病院業界紙で注目される。を達成し、病院業界紙で注目される。

・電子カルテ導入、医療材料・医療機器購入、コストダウンなど院内物流業務改革・電子カルテ導入、医療材料・医療機器購入、コストダウンなど院内物流業務改革・電子カルテ導入、医療材料・医療機器購入、コストダウンなど院内物流業務改革・電子カルテ導入、医療材料・医療機器購入、コストダウンなど院内物流業務改革を達成を達成を達成を達成させるさせるさせるさせる。。。。

その後その後その後その後、アスクル、アスクル、アスクル、アスクル㈱㈱㈱㈱ に転進し、医薬品・医療機器通販事業のに転進し、医薬品・医療機器通販事業のに転進し、医薬品・医療機器通販事業のに転進し、医薬品・医療機器通販事業の立ち上げに立ち上げに立ち上げに立ち上げに参画し、ＭＤ参画し、ＭＤ参画し、ＭＤ参画し、ＭＤ、、、、

医医医医薬品医療機器専用センターの立上げ、運営まで幅広く活動。薬品医療機器専用センターの立上げ、運営まで幅広く活動。薬品医療機器専用センターの立上げ、運営まで幅広く活動。薬品医療機器専用センターの立上げ、運営まで幅広く活動。

・流通・物流合わせて１８年の経験をもとに現在は、イー・ロジットにて現場主義を・流通・物流合わせて１８年の経験をもとに現在は、イー・ロジットにて現場主義を・流通・物流合わせて１８年の経験をもとに現在は、イー・ロジットにて現場主義を・流通・物流合わせて１８年の経験をもとに現在は、イー・ロジットにて現場主義を

モットーに物流現場に入り込んで、３００社３０００人以上の人材育成、物流現場モットーに物流現場に入り込んで、３００社３０００人以上の人材育成、物流現場モットーに物流現場に入り込んで、３００社３０００人以上の人材育成、物流現場モットーに物流現場に入り込んで、３００社３０００人以上の人材育成、物流現場改善など改善など改善など改善などのコンサルティングを行い成果を出し続けている。のコンサルティングを行い成果を出し続けている。のコンサルティングを行い成果を出し続けている。のコンサルティングを行い成果を出し続けている。

●●●●ビジネス・キャリア検定とは？ビジネス・キャリア検定とは？ビジネス・キャリア検定とは？ビジネス・キャリア検定とは？

■■■■厚労省と中央職業能力開発協会が、厚労省と中央職業能力開発協会が、厚労省と中央職業能力開発協会が、厚労省と中央職業能力開発協会が、2007年度からビジネス・パーソン対象に、年度からビジネス・パーソン対象に、年度からビジネス・パーソン対象に、年度からビジネス・パーソン対象に、

実務能力を客観評価する為の実務能力を客観評価する為の実務能力を客観評価する為の実務能力を客観評価する為の公的資格試験公的資格試験公的資格試験公的資格試験とととと して全面リニューアルしたもの。して全面リニューアルしたもの。して全面リニューアルしたもの。して全面リニューアルしたもの。

■■■■国の定める業種別職業能力評価基準に準拠した試験基準に基づき作成され、国の定める業種別職業能力評価基準に準拠した試験基準に基づき作成され、国の定める業種別職業能力評価基準に準拠した試験基準に基づき作成され、国の定める業種別職業能力評価基準に準拠した試験基準に基づき作成され、

ビジネス･パーソンに必要とされる職務を幅広く網羅した、唯一の体系的な公的資格試験です。ビジネス･パーソンに必要とされる職務を幅広く網羅した、唯一の体系的な公的資格試験です。ビジネス･パーソンに必要とされる職務を幅広く網羅した、唯一の体系的な公的資格試験です。ビジネス･パーソンに必要とされる職務を幅広く網羅した、唯一の体系的な公的資格試験です。

■■■■「幅広い専門知識や職務遂行能力により、期待される成果や目標を達成できる、仕事ができる人材」「幅広い専門知識や職務遂行能力により、期待される成果や目標を達成できる、仕事ができる人材」「幅広い専門知識や職務遂行能力により、期待される成果や目標を達成できる、仕事ができる人材」「幅広い専門知識や職務遂行能力により、期待される成果や目標を達成できる、仕事ができる人材」にににに

求められる実務能力を判定する能力評価試験です。２０１３年後期のロジスティクス求められる実務能力を判定する能力評価試験です。２０１３年後期のロジスティクス求められる実務能力を判定する能力評価試験です。２０１３年後期のロジスティクス求められる実務能力を判定する能力評価試験です。２０１３年後期のロジスティクス

管理３級試験の合格率は、６７％（６０６名／９０２名）とちょっと油断すると合格が難しい試験です。管理３級試験の合格率は、６７％（６０６名／９０２名）とちょっと油断すると合格が難しい試験です。管理３級試験の合格率は、６７％（６０６名／９０２名）とちょっと油断すると合格が難しい試験です。管理３級試験の合格率は、６７％（６０６名／９０２名）とちょっと油断すると合格が難しい試験です。

※※※※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/

●物流といっても、業種業態ごとに様々な物流があり、この講座に参加したおかげで

広い視点で、物流を学ぶことができました。また、参加者同士で名刺交換したりして

違う業種の物流管理の話を聞けて学ぶべきことが多かったです。一度は、独学で

ロジスティクス管理３級を受験しようと思いましたが、やはり、本だけでは、わからない

知識など、参加している仲間や講師の先生から学ぶことができ、参加して良かったです。

●自社の物流現場で、物流コストの削減に取り組まなくてはならず、どうしてよいか困って

この講座を受講することに決めました。講座では、物流管理の基礎から、改善につなが

るヒントなど、実践で生かせる内容が多かった。物流管理のノウハウやテクニックだけ

ではなく、現場の人とのコミュニケーションの取り方なども学べて大変勉強になりました。

●●●●これまでの合格者の声これまでの合格者の声これまでの合格者の声これまでの合格者の声

●これまで幾つかの会社を転職してきて、現在の物流会社で７年目を迎えて、部下の

育成にも取り組み始めて、改めて物流知識を再度体系的に学び直すことにした。

参加してみたら、色んな物流会社、運送会社の中堅どころの方が参加していて、

自分よりも若い人が必死に学んでいるのには驚かされた。周りの学ぶ仲間に触発

されて、試験までに過去問を何度も解いて合格することができた。清水さんに感謝です。



お申込書

●〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１－５

ＫＳビル４階

株式会社イー･ロジット 物流管理者育成講座事務局／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・ロジットイー・ロジットイー・ロジットイー・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

１０５，６６０円（税込）

■ 受講料

全４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：ホームページまたは：ホームページまたは：ホームページまたは：ホームページまたは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・会場地図をメールにて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 ：：：：講座参加費用は、講座参加費用は、講座参加費用は、講座参加費用は、NPNPNPNP後払いサービスかクレジットカードにてお支払いをお願い致します。後払いサービスかクレジットカードにてお支払いをお願い致します。後払いサービスかクレジットカードにてお支払いをお願い致します。後払いサービスかクレジットカードにてお支払いをお願い致します。

開催開催開催開催日３日前を過ぎてのキャンセル日３日前を過ぎてのキャンセル日３日前を過ぎてのキャンセル日３日前を過ぎて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。並びに１回毎に不参加の場合でも、返金は致しかねます。並びに１回毎に不参加の場合でも、返金は致しかねます。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「物流がわかる」の２冊のテキストを贈呈。参加者には、「ロジスティクス管理３級」と「物流がわかる」の２冊のテキストを贈呈。参加者には、「ロジスティクス管理３級」と「物流がわかる」の２冊のテキストを贈呈。参加者には、「ロジスティクス管理３級」と「物流がわかる」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】】】】

【２０１６年】 ①１０月２１日（金） ②１０月２２日（土）

③１１月２５日（金） ③１１月２６日（土）

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 ５５，６６０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秋葉原駅電気街口から、徒歩5分です。

•JR神田駅北口から、徒歩5分です。

•丸の内線淡路町駅A3より、徒歩4分です。

※※※※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
２５，０００円（税込）

※イー･ロジットクラブ会員様は、

お一人様 １２，５００円（税込）


