
●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）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BASIC級の創設の目的とは？
物流現場のスタッフは、教育を受けるチャンスが中々ありません。また、物流を
体系的に学ぶ機会にほとんど恵まれません。そのため、テキスト、受験料と併せて
５１６０円（税込）という価格設定により、より多くの物流現場のスタッフが学ぶ機会を
を作るために創設されました。特に中小企業の教育予算の取れない会社に最適！！

■ 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」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」の２部門に区分しています。
この両方の基礎になる学習をするのが「ロジスティクスBASIC級」になります。

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

★イー・ロジット『物流現場スタッフ育成講座』 ５大特徴★
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、

習得の証として、公的資格試験「ロジスティクスBASIC級」100％全員合格を目指したサポート指導を行います。
２．業界でNo１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！！）

３．物流の基礎用語と物流現場の改善を進めていくための基礎知識を習得するため、実務に即役立つ

専門知識の理解 を目指し、豊富な副教材や映像を使って 説明します 。

４．単なるテキスト知識講義ではなく、講師の『現場スタッフ』としての実体験に基づく、物流現場での多くの
失敗に学ぶ、ムダな遠回りをしないための実戦的な物流 を学べます。

５．週末の土曜の３回の集中開催のため、日曜を復習にあてて支障なく、ロジスティクスをじっくりと学べます！！

●物流現場スタッフの育成がなぜ必要なのか？
・これまで、物流の現場のスタッフは、いつでも入れ替えのきく「人手」として考えている

現場が多かった。しかし、少子高齢化の進む日本において、人手はもう不足しています！！
・物流現場では、人手を募集をしても多くは集まらない状況において、中卒、高卒者を採用し、

一からの育成やパートさん、アルバイトさん、派遣社員の中から優秀な「人材」を掘り起こして、
社員に引き上げて、辞めない物流現場を作らないかぎり、もう物流現場を維持できなくなっています。

●講座参加対象者
１．中卒・高卒の物流現場・本社採用の内定者
２．正社員に引き上げたいパート、アルバイト社員
３．入社後３年が経ち、ほとんど物流の勉強の機会を

与えられていない、現場に埋もれてしまった既卒者
４．物流業界に転職したばかりで、一から物流を学びたい方
５．物流企業の営業マンとして物流用語や概念を基礎から学びたい方
６．ドライバーとして物流を体系的に学び、セールスドライバーとして実力をつけたい方etc・・
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た副教材を使用します。

★物流現場で使われている、仕事に必要な物流用語を習得する！！
★物流現場で最低限必要な物流の専門知識を体系的に学ぶ！！
★現場アルバイト、パートさんの社員登用の際の評価に！！

公的資格
取得講座



開催日時 学習章 学習節 主要な学習項目（抜粋）

２０１６年

１１月１９日（土）

９：３０～

１７：３０（予定）

オリエンテーション 物流の基礎を学ぶにあたって 参加者同士のコミュニケーションを図る

１章．ロジスティクス業の概要 １節．営業運送の種類

２節．輸送機関（モード）の種類と特徴

３節．各輸送機関の動向

４節．倉庫業の概要

５節．サードパーティ・ロジスティクス

２節：ノード・モード・リンクとは？

４節：倉庫の種類・役割

５節：３PLの役割とは？

２章．ロジスティクスの概要 １節．ロジスティクスの基礎

２節．荷主企業におけるロジスティクスと

関連組織とのかかわり

１節：物流の機能、領域別の物流

２節：企業内部門や取引先との関わり

３章．物流サービス管理 １節．物流サービスの基本概念

２節．物流における品質管理

１節：顧客満足と物流サービス
２節：納期の正確性、貨物品質、事故防止

ドライバーの印象、環境対応

２０１６年

１２月１７日（土）

９：３０～

１７：３０（予定）

４章．物流システムの概要 １節．物流システムの基礎知識

２節．物流拠点業務

３節．物流システムの代表例

１節：物流ネットワーク概要

２節：入出庫、格納・保管、棚卸、検品、

流通加工

５章．包装・ユニットロードシステム １節．包装

２節．ユニットロードシステムの基礎知識

３節．パレット

４節．コンテナ

１節：包装の定義、分類、目的、指示マーク

２節：ユニットロードシステムの概念

３節：パレットの種類、平パレット、パレット
への積付けパターン、荷崩れ防止対策

２０１７年

１月１４日（土）

９：３０～

１７：３０（予定）

６章．保管と荷役 １節．保管の概念

２節．営業倉庫の料金

３節．保管機器

４節．荷役の概念

５節．ピッキング

６節．荷役機器

１節：保管の定義、機能、方法

２節：倉庫業法、倉庫料金体系

３節：パレットラック、ネスラック、自動倉庫

４節：荷役の定義、代表的な荷役作業

５節：オーダーピッキング、集約ピッキング

６節：フォークリフト、コンベヤ、ソーダー、

ピッキング機器、マテハン機器

７章．輸送 １節．輸送の概念と役割

２節．各輸送手段の種類と特性

３節．各輸送機関の運賃・料金

１節：輸送の概念、輸送の役割

２節：自動車、鉄道、船舶、航空貨物輸送

３節：貨物自動車、鉄道、内航海運

国内航空貨物運送

２０１７年

１月２８日（土）

９：３０～

１７：３０（予定）

８章．輸配送システム １節．輸配送システムの基礎知識

２節．配車業務と運行管理

１節：輸配送のネットワーク化、

最適輸送計画、モーダルシフト

２節：配車業務の概要、

運行管理と法令遵守

９章．ロジスティクス情報システム １節．バーコードの種類と特徴

２節．受注処理システム

３節．発注処理システム

４節．倉庫管理システム

５節．輸配送管理システム

６節．ロジスティクスデータ分析システム

１節：バーコード概要、JAN,ITF,GS1-128
２節：オーダーエントリーシステム、管理

３節：発注処理におけるIT活用

４節：在庫受払処理、ピッキング・仕分処理

５節：配送・配車計画、運行管理、貨物追跡

６節：出荷頻度分析、作業分析、在庫分析



★ビジネス･キャリア検定「ロジスティクスBASIC級」試験概要★

内 容 期 日 備 考

①受験申請

受付期間（注1）

平成２８年１１月２１日（月）～
平成２８年１２月２１日（水）まで

注1：イー・ロジットにて一括申請を行います。

②試験実施日 平成２９年 ２月１９日（日） ※当社、東京セミナールームでも受験できます

③出題形式 真偽法（◯☓回答）７０題（予定） ※マークシート方式

④試験時間 ６０分

⑤合否基準 得点率概ね７０％以上で合格とする。

⑥受験資格 受験制限無し ※どなたでもお申し込みいただけます。

⑦受験料 ３，０００円（税込） ※今回のセミナー費用に含みます

⑧結果発表日（注2） 平成２９年 ３月１７日（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。

⑨合格証書発送日 平成２９年 ３月末以降予定

※詳細は中央職業能力開発協会（JAVADA）ホームページ http://www.bc.javada.or.jp/ ご覧下さい。

講師：清水 一成 株式会社イー･ロジット コンサルタント 教育責任者
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９年の間に３００社、３，０００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、ファシリテーション、
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。

●ビジネス・キャリア検定とは？～ロジスティクスBASIC級の創設の意義～
■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、

実務能力を客観評価する為の公的資格試験と 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、

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」に

求められる実務能力を判定する能力評価試験です。
★平成２７年度から、多くの物流企業からもっと現場の若手の中卒、高卒者向けの物流基礎用語などを

身につけられる資格はないのか？という声の高まりにより、『ロジスティクスBASIC級』が創設され、
より物流現場の若手のスタッフのスキルUPのための業界でも唯一の公的資格試験です。

★中卒、高卒者向けの物流の基礎用語や知識を体系的に学べる講座は、ほぼ見かけません。なぜなら、手間がかかるから
ほとんどの企業で、現場に放り込んで、実地で学ばせてきたというのが実態です。

●派遣責任者（中小企業の経営者・役員・管理者）の皆様へ
◆人材育成は大切だと、セミナー等で感銘を受ける人は、多くてもたいていの人は実践しません。忘れてしまいます。

実践に至っても長続きせず、２～３年すると止めてしまいます。継続こそ力になるのですが・・・それが、中小企業の物流
現場教育の実態です。この９年間で、３００社、３０００人を超える中小の物流・運送会社の社長・役員・幹部の皆さん
にお会いしましたが、ほとんどの会社で物流現場の教育らしい、教育を継続して行っていません！

◆社会に出て、早くから学ぶという習慣を身につけ、尊敬のできる人と一緒に働く。その毎日の中で、自分を磨き上げる
ためにコツコツと物流を学ぶことがその人を成長させると私は信じています。その学ぶ環境を作るのが社長、経営層、
管理者の一番大切な仕事だと私は考えます。人は、社会に出てたくさん失敗し、経験に学んで成長をし続けるのです。

◆教育の差＝収入の差とも言われますが、私は、講義でいつも中卒でも高卒でも構わない、社会に出てからどれだけ
勉強したかがその人の価値に繋がると言っています。特にビジネスでの成功において、人は生まれの家柄が良くない、
貧しい家の出だとか片親だとか、学生時代の成績が悪くたって、そのことだけに人生は左右されません。

◆たくさんの成功している経営者の方とお話をする中で私は気付かされました。最悪の環境から這い上がった方もいます。
人は、社会に出てからの教育を受ける環境によって自分の人生をいかようにも変えることができると・・・

◆人は、働く環境、学ぶ環境によって大きく変わります。素材を活かすも殺すも、それは社長・経営層・管理者次第です。
今、人に投資しますか？それとも何だかうまい儲け話の株に投資しますか？想像力豊かなあなたなら答えは１つですね。



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 物流現場スタッフ育成講座事務局／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 東京セミナールーム

６３，０００円（税込）

※１回あたり15,000円＋受験料3,000円

■ 受講料

全４回講座
お一人様

●申込み方法：当社ホームページより必要事項をご登録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。FAXでも受付いたします。

●注意点：この講座は、若い物流マン・物流ウーマンが物流現場で活躍していくための、実践的な物流の
基礎知識を学んでいただきたい講座であり、講師の思いの詰まった大変お値打ちで、
他社には真似のできない講座です。昨年は、３回講座でしたが、参加した若手の方よりもっと
じっくり学びたいと言うご意見に応えて、４回講座に講義時間を増量致しました。

●お支払い ：参加費は、NP後払いサービスまたはクレジットカードにてお支払い下さい。
開催３日前を過ぎてキャンセル並びに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： ※参加者には、「ロジスティクスBASIC級」と「図解基本からよくわかる物流のしくみ」の

２冊のテキストを贈呈。この２冊があれば、ばっちり物流初級・中級の基礎を学べます。
●その他 ：ロジスティクスBASIC級の受験料の３，０００円（税込）を参加費に含みます。
●募集人員 ：２６名限定（最小催行人員３名）※２６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

御住所 〒 －

ＴＥＬ ＦＡＸ

御参加者

（請求書送付先） 様 部署

御役職

E-mail ＠

開催日
【２０１６年】 ①１１月１９日（土） ②１２月１０日（土）
【２０１７年】 ② １月１４日（土） ③１月 ２８日（土）

弊社からの情報提供 □ 希望する 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 ４８，０００円（税込）

※１回あたり11,250円＋受験料3,000円

●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。
※参加人数や事情によっては、会場の変更が

ございますので、あらかじめご了承下さい。


