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物流人材を コストを掛けずに育成したい
イー・ロジットクラブとは・・・
・部下をどう育てればいいかわからない
・最新のトレンドを押えた、物流のプロになりたい
・新人教育に力を入れたいが、余力がない

でも、高額な研修費用を支払って、研修を導入するのは・・・

そんなお客様のために用意した、
実務に役立つ物流が学べる“　　　　　　　　　 　　　　”です。通年研修パッケージ

月々9,800円　～ではじめる、物流業務の専門人材教育

交通費も人件費も掛けずに
研修を導入できます
▼

Check!!



イー・ロジットクラブの一番支持をいただいているサービス。それが、このCD学習のプログラムです。
遠隔で学べるだけでなく、新しく人が入った時に何度でも繰り返し使える。さらに、学びを「習慣にできる」
ことに強いメリットがあります。

参加できなくてもCDと簡易テストが届く！だからどこでも学べる！

勉強会に集まり、ランチを
食べながらCDを流し、簡
易テストを実施。

毎日届くメールニュースの
専門用語を読んで学習。そ
の成果を定期テストでチェ
ック！テストは「瓦版」
に入っています。

STEP 1 毎日の学習STEP 2
基本的な学習の流れ

1年間の勉強会実施日のス
ケジュールを立てる。
※ランチタイムの活用がお
勧めです。

イー・ロジットクラブ
研修サービス一覧

NO.1 
NO.2 
NO.3 
NO.4 
NO.5 
NO.6 

NO.7  
NO.8 
NO.9  
NO.10 
NO.11 
NO.12 

戦略物流セミナー・新春セミナーに加え、
社内教育に役立つCD（年間計10本）を送付します。
戦略物流セミナーや新春セミナーなどの特別講演会、
そして、毎月の社内勉強会に役立つセミナーをCDにして
全ての会員様にお送りします。
※収録現場である毎月のセミナーには、特別価格でご参加いただけます。
※お届けは収録日（開催日）の約１ヶ月後です。
※８月と１２月のCDのお届けはCD制作に時間がかかるため翌々月の納品となります。

●過去配布講演CD(例)
「物流人材育成の秘訣」
「３ムを意識した改善活動」
「梱包・包装改善基礎力UPセミナー」
「物流KPI管理基礎力UPセミナー」
「物流人財育成力UPセミナー」
「安全第一で品質向上」

「アマゾンvs楽天」
「kaizen：before～after30」
「２０１７シリコンバレーはどうなる？」
「物流における営業力強化セミナー」
「運行管理者試験の傾向と勉強法を学ぶ」 
「ヤマトショックの行方」 

『物流話 瓦版』でより知識を深めましょう。
毎月届く月刊物流話。「最新の物流情報をリアルタイムでお届け！」がコンセプトで、旬な物流の話題
や物流改善現場の実例などを特集でお伝えいたします。物流センターを独自に取材し、御社の物流現
場改善にも応用できる情報をお伝えします。前談の単語テストも、この冊子に含まれています。



■過去新春セミナー講師■（※講演当時の役職名です）
元リッツカールトン大阪 営業統括支配人　林田 正光 氏     
元株式会社はとバス 代表取締役社長　宮端 清次 氏     
㈱S・Yワークス 代表取締役　佐藤 芳直 氏     
㈱アオキ 代表取締役　青木 豊彦 氏　     
タビオ㈱ 代表取締役会長 越智 直正 氏     

東京会場に全国から5年連続定員超えの200名以上の物流関係者が集まる、“物流の最新企業の事例”を
ご紹介する人気のセミナーもCDでお届け！ご参加をご希望の場合は、特別割引枠でご優待いたします。
(※許可を頂いた特別講師のCDはクラブ会員のみに配布する非売品です。購入はできません。)

『人財力と経営力を高め、一年を突破するためのモチベーションを得る。』そんな目的で開催しているセ
ミナーです。「経営」寄りのセミナーですので業界問わず、経営陣の方々、リーダーの方々に好評を頂いて
います。こちらも終了後はCDでお届け。ご参加をご希望の場合は、特別割引枠でご優待いたします。
(※許可を頂いた特別講師CDは会員のみに配布します。一般への販売はいたしません。)

■過去戦略物流セミナー講師■（※講演当時の役職名です）
㈱資生堂 ロジスティクス部 部長　岡崎 和夫 氏
㈱ローランドベルガー 会長　遠藤 功 氏
江崎グリコ㈱ オフィスグリコ推進部統括マネージャー　相川 昌也 氏
㈱湯浅コンサルティング 代表取締役社長　湯浅 和夫 氏
㈱ワクコンサルティング 常務執行役員　諏訪 吉武 氏
㈱ファンケル 物流企画グループ マネージャー　永坂 順二 氏
NRIネットワークコミュニケーションズ㈱ 取締役社長　木村 東一 氏
ＪＵＫＩ㈱ 営業管理部 貿易業務課　荻原 克郎 氏
スナック・フードサービス㈱ 代表取締役　永島 悟 氏
                              　   常務取締役　一山 幸市 氏

㈱カクヤス 代表取締役社長　佐藤 順一 氏
オルビス株式会社　フルフィル・CRM推進部長　芳永 直樹 氏
サンコーインダストリー株式会社　代表取締役社長　奥山 淑英氏
㈱キタムラ 執行役EC事業部長　逸見光次郎氏
㈱ローソン 執行役員 ホームコンビニエンス部長　野辺一也氏
ホームロジスティクス㈱　松浦　学　氏
㈱MUJIN　CEO兼共同創業者　滝野一征　氏
フロンティア・マネジメント㈱　代表取締役　松岡真宏氏
㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート　代表取締役社長　瀧井聡氏
日経ビジネスクロスメディア編集長　日野なおみ氏

     
元ナイキジャパン 初代代表取締役社長　秋元 征紘 氏
みのわあい。さん
ヤマトホールディングス㈱　代表取締役会長　木川　眞　氏
冒険家・登山家　三浦 雄一郎氏

※「東京SR」と記載されているものはイー・ロジットの「東京セミナールーム」での開催です。
※会場・講師の都合により、日程・講演内容が変更となる場合もございます。

ここ数年はキャンセル待ち
が続いており、おかげさま
で今回で18回目をむかえ
ます｡
イー・ロジットクラブ会員
の皆様は、キャンセル待ち
に並ぶことなく、優先的に
お席をご用意いたします。

2018年度　CD専門講座ラインナップ

講師：宮野雅則『公開収録セミナー 『PDCA』の回し方2．Pの重要性』
PDCA講座第２回目は「P＝計画」について解説致します。なぜ、Pが重要なのか？それはDの実行力がどれだけあるかがわからないと立てられません。ここでは、Dの力量別
にどうやってPを立てるのかを解説致します。また、C～AがうまくいかないのもPに不具合があります。こちらも少し触れて、第３回へつなぎます。

東京SR：4月2日（月）

講師：鈴木将之『公開収録セミナー 『物流現場担当者の問題発見・解決セミナー』
物流の現場担当者は、上司から「今月は〇件、改善案を提案してください」と指示を受けていませんか？通常作業をしている中、課題を見つけ実行案を作成することは、大
変な作業です。そもそも「改善」とは、誰の為に行うのでしょうか？実は、現場での作業が「前より楽になった！」「以前より効率よくなった！」と感じられることが「改善」に
つながります。この講義を聞いたあと、「より楽な、より効率的な作業」をイメージすることで、問題解決の１歩を踏み出しましょう。

東京SR：10月1日（月）

講師：宮野雅則

PDCA講座第４回目は、「A＝修正」について解説致します。Cまで行って、Aまで行きつけないのはなぜか？これもPの段階で十分な計画ができていないことが原因です。では、
どうやってPに戻るのか？Aですべきことはなにか？を解説致します。また、最終回は、PDCAのまとめとしてのお話を致します。

『公開収録セミナー 『PDCA』の回し方4．Aで大事なこと』 東京SR：9月3日（月）

講師：宮野雅則『公開収録セミナー 『PDCA』の回し方3．Cを確実にする仕組み』
PDCA講座第３回目は、「C＝点検」について解説致します。折角Dを動かせているのに、なぜ、Cで挫折してしまうのか？なぜ、Cの機能が停止してしまうのか？それをきちんと
動かすには、Pの計画に問題が発生しているからです。Cが回らなくなった時、どのようにPを修正するのかを解説を致します。

東京SR：6月1日（金）

東京：10月18日（木）１2月

東京：2月5日（火）

全講座CDでお届けいたします

講師：宮野雅則『第3回運行管理者試験問題の解き方講座』
初めて文章問題にあたると、それを読み解くのに時間がかかります。運行管理者試験の設問数は全部で３０題ありますが、僅か数行の設問から１ページ分にも及ぶ設問まで
多種多様です。しかもトラックのスピードや所要時間、距離を割り出す複合問題も毎回出題されています。この設問を的確に解くには、単に過去問題を解き続けるだけでは
不十分と言えます。本講座では、複合問題にあたっても落ち着いて着々と解けるよう、直近の試験問題で解説致します。

東京SR：12月3日（月）

講師：宮野雅則『公開収録セミナー 『PDCA』の回し方１．Dの立て方』
聞くと簡単なPDCAでも、実際にやってみるとなかなかできないのが現状です。今年度はPDCAを確実に回してもらうための仕組みとポイントを解説致します。たかがPDCA、
されどPDCAです。はじめ良ければすべてよし。PDCAもPが良くなければDへ進めません！また、進んだとしてもCやAまで行きつくことはあり得ません。PDCA講座第１回目は、
「D＝実行」について解説致します。なぜ、Dで問題が発生するのか、なぜ、その問題に気が付けないのか？実はDがキモであり。DがあってPがあるのです。やってみてPを見直
すための考え方を解説致します。

東京SR：3月1日（金）

講師：松浦洋佳『公開収録セミナー 『最新アメリカ小売市場』
毎年6月に開催するアメリカツアーでは、最新のアメリカ小売企業などの視察をしています。この公開収録セミナーでは、アメリカの小売業の業態を整理立てて解説し、その
最新動向を、分かりやすく説明します。実店舗の小売業様、イーコマース企業様、流通に関わる物流事業者様にとって、勉強になるセミナーです。

東京SR：7月2日（月）

講師：鈴木将之『公開収録セミナー 『未経験の方の為の国際貿易の基本の「き」』
国内物流の担当者は、国際貿易を遠いものと考えていませんか？今は直接関係ない部署にいても、将来異動等で関わるかもしれません。現在は国内のみの仕事でも、いず
れ海外からの輸入等に絡むかもしれません。国際物流が、国内物流と似ている点や、何が違っていているのかを分かりやすく説明します。この講義を聞いた後、隣の「輸入
や輸出の部門、会社」がどのような業務をしているか、把握できるようになりましょう。

東京SR：8月1日（水）
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物流改善に取り組んで、成果を上げている物流セン
ターの見学会を年間で西日本・東日本で各１回ずつ、
２回開催いたします。自社の物流現場の改善に活か
せるヒントやノウハウを学ぶ絶好の機会です。

■過去見学施設■
日本トイザらス㈱　市川物流センター     
加藤産業㈱　泉佐野流通センター    
浪速運送㈱　東京センター     
サンコーインダストリー㈱　東大阪物流センター     
㈱ファンケル　関東物流センター     
コープこうべ鳴尾浜配送センター・魚崎浜要冷集配センター     
プラスロジスティクス㈱　東日本センター     
東京ユニオン物流㈱　「ターミナルX」     
トヨタ部品大阪共販㈱　本社物流センター     
枚岡（ひらおか）合金工具株式会社様大阪工場  
ユーコープ事業連合森の里要冷セットセンター     
タカラ物流システム㈱　西日本ロジスティクスセンター     
青山商事㈱　千葉センター     
タビオ奈良㈱　物流センター
アスクル㈱　DCMセンター
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス　川越物流サービスセンター
ダイキン工業㈱　滋賀製作所
キリンビール㈱　滋賀工場
   

  
トヨタ自動車㈱　高岡工場
㈱ジャパネットたかた　春日井物流センター
ヤマトロジスティクス㈱羽田クロノゲート
浜松委托倉庫㈱米津出荷センター
東海運㈱　東京港大井５号ふ頭　大井５号コンテナターミナル
日本貨物鉄道㈱　東京貨物ターミナル駅
商船港運㈱　神戸国際コンテナターミナル
㈱通販物流サービス　ニッセン福井ロジスティクスセンター
日本盛㈱　本社工場
北辰商事㈱　ロジャース岩槻共配センター
㈱キタムラ　高松物流センター
㈱ディノス・セシール　志度ロジスティクスセンター
熊本交通運輸株式会社
株式会社再春館製薬所
株式会社えがお
株式会社井関熊本製造所
サントリー九州熊本工場

イー・ロジットクラブでは、優れた現場管理や人材育成を行う仕組みや環境にやさしい施設を備える物流センターや工場の見学会を予定しておりま
す。見学先は、直近では『熊本交通運輸株式会社様』、『株式会社再春館製薬所様』、『株式会社えがお様』、『株式会社井関熊本製造所様』、『サ
ントリー九州熊本工場様』他、多数の企業様からより良い物流活動を行うための改善のヒントをたくさん頂きました。他社を見て刺激を受けること
が大事です。ご期待下さい。

例年大人気の「施設見学会」にも、特別価格でご参加いただけます



●【対象講座】
物流初級者講座
運送会社のための新人研修
事故を限りなくゼロにする秘訣
リーダーのための物流コスト算出と改善事例セミナー
相手の心を引き寄せるコミュニケーション術
物流改善研究会
物流改善のすすめ方 丸１日研修
物流ＩＥで現場改善体験講座
５Ｓセミナー

6

KPIによる物流改革
面白いほどよくわかる貿易＆国際物流のしくみ
物流改善のすすめ方丸2日研修
入社前に知っておくべき物流の超基本講座
物流現場リーダー育成講座
物流マネージャー育成講座
米国流通&物流セミナー
米国流通＆物流ツアー

これらのサービスを全てフル活用しても
1ヶ月の費用は　　　　　　　円　9,800　(税別)

※費用は、一口(一人)あたりのお値段です。二口（二人）で参加される場合は、19,600円（税別）となります。※ご参加時に1社様あたり初期費用30,000円(税別)が必要となります。
(複数名参加されても、初期費用は30,000円のままです。)
※お支払い方法は、『月払い』・『年払い』がお選びいただけます。※振込手数料はご負担いただいておりますが、口座振替など、振込手数料が掛からないお支払い方法もご用意して
おります。
※有料セミナーは除きます。※“年間研修パッケージ”のため入会後1年間は退会出来ません。※海外への発送の場合、送料は別途請求となります。



一般：110,480円（税別）　
クラブ会員：55,240円（税別）参加費用　

物流部門に配属になったばかりの方、新入社員、物流部
門を初めて経験する方など初級者を対象に、物流業務
における必要な基礎知識を学びます。物流の６大機能を
基礎として、いまさら聞けない物流の基礎知識、世界の
物流の流れを身近な企業事例を通して、物流の基礎を
じっくりと丸１日で学びます。豊富な図解や写真も盛り
込んだオリジナルテキストが好評で、毎年、企業単位で
申し込む企業もあるほど人気の講座です。これまで１２
００人以上が受講しました。

事故を限りなくゼロにする秘訣

交通事故は旅客・貨物・乗用車、二輪車問わす、全国各地で
毎日のように起こって います！車を運転する全てのドライバー
が、正しい安全意識を持って運転できれば、 更に事故は減る
ことでしょう。しかし、なぜ、事故は無くならないのか？答えは、 
ドライバーや管理者意識が、個々に異なるからです。特に管理
者の方、ベテランド ライバーは、無事故だから大丈夫！と、点
呼での�事項を省略していませんか？
ド ライバーを安全に運転させるため
の一言を発していますか？本講座で、
もう一度、 自社の対策を見つめ直し
ましょう！

第73回～80回 物流初級者講座

物流現場マネジメントに必要な物流の幅広い専門知識を体
系的に学びます。習得の証として、国の公的資格試験ビジネス
キャリア検定試験の「ロジスティクス管理３級」を受験し、１０
０％全員合格を目指したサポート指導を行います。過去問題
を何度も繰り返し解くことで、苦手分野の克服をして合格を
勝ち取ります。物流に携わる忙しい管理職の皆様のために、週
末の 5 日間でぎゅっと集中して学べるため、業務に支障なく
ロジスティクスを学べます。

第11期  物流マネージャー育成講座
（４日間でロジ管理３級合格の知識を付ける）

第4回  物流ＩＥで
現場改善体験講座

ＩＥ七つ道具は生産工場の改善に使うだけではありません！
物流現場に応用することで、ものすごく大きな改善ができま
す。ＩＥ七つ道具とは、工程分析、稼働分析、動作研究、時間研
究、レイアウト、マテハン、事務工程分析。このどれもが物流改
善にも必要なもので、経営に必要な人、モノ、お金を最大限に
活用する技術です。より良い物を早く、安く供給するための設
計、運用、改善などに用いられています。そして、これらＩＥ七つ
道具を活用されている企業では、職場の皆様の気づき力を上
げ、問題意識を向上させ、改善活動への積極的参加をも促す
力を得ているのです。

第1回  面白いほどよくわかる
貿易＆国際物流のしくみ

貿易に関わる物流 (国際物流 )は、国内の物流に比べ、専門家
がいないと作れない書類が多く、お金の流れも単純ではありませ
ん。また、国際物流に関わる人たちの仕事や、輸出入で気を付け
なければならないこと、貿易物流
の基本用語など、分かり易く解説致
します。また、輸入貨物を国内で輸
送するためのコストダウン手法も
学んでいただけます。丸１日で国際
物流を広く学ぶ機会を作りました。

第3回  運送会社のための
新人研修

第2回  相手の心を引き寄せる
コミュニケーション術

～マジシャントークから学べ～

昨年大好評だった人の心を掴むマジシャンテクニックセミ
ナー。今年も開催します！初対面の人の心を掴むマジックの
秘密を学び、コミュニケーション能力を向上させませんか？本
セミナーでは、飲食、営業、サービス業の方だけでなく、物流に
携わる営業担当者の皆様にも新規開拓にも使え、また既存客
とのコミュニケーションにも使える心理術を学び、様々な相手
とのコミュニケーションが円滑に進む方法をお伝えさせてい
ただきます。他ではなかなか学べない特別講座に是非お越し
くださいませ。

社員研修【出張企業研修】
セミナー講師派遣

物流を基礎から学びたい、現場の
モチベーションを上げたい、物流
改善手法を企業事例を通して学
びたい、現場のコミュニケーション
を良くしたいなど、お客様のご要
望により、物流の研修プランを作
成致します。これまでに、１００社、
1,000 人以上の方々に物流教育
指導を行なっています。

講師：荻原克郎氏＆鈴木将之
開催日　 東京SR：2019年1月23日(水)

一般：15,000円（税別）　
クラブ会員：8,000円（税別）参加費用　

講師：高野喜昭氏＆宮野雅則
開催日　東京SR：4月18日(水)

一般：12,000円（税別）　
クラブ会員：6,000円（税別）参加費用　

一般：20,000円（税別）　
クラブ会員：10,000円（税別）参加費用　

開催日　 東京SR：7月19日(木)
講師：仙石恵一氏

講師：宮野雅則
開催日　 東京SR：5月15日(火)

一般：6,000円（税別）　
クラブ会員：3,000円（税別）参加費用　

開催日　 東京SR：【下期開催】2018年①12月7日(金)
②12月8日(土)　2019年③1月11日(金)　④1月12日(土)
⑤2月08日(金)　2月17日(日)検定試験予定

講師：宮野雅則＆鈴木将之

一般：19,000円（税別）クラブ会員：9,000円（税別）参加費用　

開催日　            　　　     会場　              　　　　講師

宮野雅則＆鈴木将之

宮野雅則
宮野雅則
宮野雅則

宮野雅則＆鈴木将之
宮野雅則

第8期  物流現場リーダー育成講座
（４日間でロジオペ３級合格の知識を付ける）

物流の現場管理に必要な知識を体系的に学びます。物流初
級者講座を受けたあとの更なる、物流知識習得にうってつけ
の講座です。習得の証として、国の公的資格試験ビジネスキャ
リア検定試験の「ロジスティクスオペレーション３級」を受験
し、１００％全員合格を目指したサポート指導を行います。過
去問題を何度も繰り返し解くことで、苦手分野の克服をして
合格を勝ち取ります。物流現場のリーダークラスの実力が上
がったと毎年好評です。

第２回 入社前に知っておくべき物流の
超基本講座　物流部門内定者に最適

講師：宮野雅則＆鈴木将之
開催日　 東京SR：【上期開催】①7月20日(金)
②7月21日(土)　③8月17日(金)　④8月18日(土)
⑤9月07日(金)　9月30日(日)検定試験予定

一般：110,480円（税別）　
クラブ会員：55,240円（税別）参加費用　 企業の物流部門や物流企業に内定が決まっている方々にお

奨めのセミナーです。
物流人材の確保が難しい時代、入社即実践力を期待するにも
物流の知識が無いと教育担当者の手間暇がかかるだけです。
本講座は、学生でもわかりやすく学んでいただける物流の講
義を特別に企画いたしましたので、対象者がいらっしゃいまし
たら、是非、派遣してください。
また、現場に出られない管理部門に配属されている入社１年
目の社員様にも最適です。後輩ができるまでに物流の基礎を
学びましょう。

講師：宮野雅則＆鈴木将之
・

一般：15,000円（税別）　
クラブ会員：5,000円（税別）参加費用　

開催日　 東京SR：2019年3月20日(水)

2018年度　イー・ロジットクラブ会員様　特別割引セミナー一覧

講師：角井亮一＆宮野雅則＆鈴木将之＆松浦洋佳
開催日　 ご希望の会場：ご希望の日時にて

一般：100,000円～交通費・宿泊費別途
クラブ会員：70,000円～交通費・宿泊費別途費用　

講師：ナカノ　マクレーン氏

一般：20,000円（税別）　
クラブ会員：10,000円（税別）

開催日　 東京SR：7月4日(水) 

参加費用　

初めて社会人になられた方々が最初に学ぶ社会のマナーや
心得。上司やお取引先様とコミュニケーションを取る上では、
必ず知っておかなければならないものですね。例えは人の第
１印象は何秒で決まるか…６～７秒だそうです。そう、会社の
イメージが６～７秒で決まってしまうと申し上げても過言では
ありません。本講座では、大手運送系物流企業ご出身講師を
お迎えし、運送業のマナーの必要性、事故防止のための考え
方について徹底的に学び、業務に活かしていただける機会に
なると確信いたします。新人のドライバーの方に最適です。

東京ＳＲ

大阪産業創造館
名古屋ウィンクあいち

福岡
東京ＳＲ

大阪産業創造館

第73回　4月19日(木)
第74回　5月17日(木)
第78回　6月14日(木)
第76回　5月23日(水)
第75回　5月22日(火)
第77回　5月25日(金)
第79回　10月24日(火)
第80回　10月26日(木)

物流部門の初任者研修
過去に1200人以上が受講した
1日で基礎を押さえられる合同研修です

2人目以降
さらに
50％OFF

2人目以降
さらに
20％OFF



曖昧な物流コストの範囲を本講座でじっくりと学びます。荷主企業が物流コストを意識す
る理由がわかります。講義、演習を通し物流コスト表を実際に作成する事で、自社の物流
コストの算出方法など実践に生かせる知識を学習します。また、コスト算出だけでなく、多
くのコスト改善事例を知ることで、皆様の現場にまだまだ改善余地があることに気付いて
いただけることでしょう。
２名以上でお申込みの企業様は割引価格にてご参加いただけます。

第12回  物流改善のすすめ方
丸１日研修

物流を担当し、現場を動かしている実務担当者を対象に、どの
ように現場を改善していくのかを学びます。コンサルタントが
実際に現場で行った改善事例を通して
学習します。物流改善の進め方を基礎か
らみっちりと、１日で集中して学ぶことが
できる講座です。物流改善研究会のキッ
クオフもかねますので、改善研究会の
申込者は全員参加します。
全国から参加者のある人気の講座です。

第23回  リーダーのための物流コスト算出と
改善事例セミナー（演習付き）

第11期  物流改善研究会

あなたの物流現場改善提案で効率化をはかり、あなたの昇
給、 昇格に大きく前進しませんか？現場改善の方法がわから
ず、毎日１人で悩んで、帰宅が深夜になって、疲れきっている場
合ではございません！顧客満足を高め、物流品質の向上、商
品管理レベルの向上、トータル コストの削減、物流波動への
対応などしっかりと物流現場改善の知識を学ぶことで、あな
たの帰宅時間が変わるはずです。その日暮らしの現場 管理で
は物流の改善や効率化は達成できません。実践で使える物流
改善の技法を学び、業界Ｎｏ．１の物流品質の達成を 目指し
ませんか？

第11回アマゾンと米国流通＆物流セミナー

6月開催の米国流通＆物流ツアーに先立ち、事前情報として、ア
マゾン店舗の将来やイオン、イトーヨーカドー、ユニクロなどの日
本の小売の動向比較、そして、米国の今から３年先の日本の流通
を予見、また、アマゾンの勝つためのロジスティクス戦略など、こ
こだけしか聞けない話が聞けます。小売の主導で目まぐるしく変
化する宅配の最新事情も学べます！

第13回
物流改善のすすめ方 丸2日研修

第4回  ５Ｓセミナー

５Ｓが徹底できている会社の従業員様は、とても爽やかで
清 し々い。そして業績が良い。５Ｓとは整理・整頓・清掃・清潔・
躾の頭文字を取ったものです。５Ｓはムダ取り活動でもあり、
心の教育でもあります。しかし、やってい
るようでできていない会社がほとんど。
本セミナーでは、なぜ５Ｓができないのか、
その原因を徹底的に解明し、無理なく続
けられるしくみのつくり方をお伝え致しま
す。
５Sを初めて導入したい方にも最適です。

第1回  KPIによる物流改革

自分たちがどれくらい働いているのかを把握できなければ、よ
く働く人を評価するための基準も作れません。
物流改善の基礎をなす物流 KPI を活用して、物流現場改善
の成功度を測定し、改善が目に見える物流現場に変えていき
ませんか？
また、すでに物流KPIを導入している現場も、その定義が曖
昧な現場が多く、同じ会社なのに物流KPI 比較ができない会
社もあります。そんな会社の改善の具体策とは？
まずは、物流の KPI の基礎を一緒に学んでみませんか？そし
て、改善から改革へと進んでいきましょう！

講師：角井亮一＆松浦洋佳
開催日　 東京SR：5月予定

一般：38,000円（税別）　
クラブ会員：18,000円（税別）参加費用　

講師：宮野雅則＆鈴木将之
開催日　東京SR：2019年2月20日(水)～2月21日(木)

一般：48,000円（税別）　
クラブ会員：28,000円（税別）参加費用　

一般：200,000円（税別）　
クラブ会員：100,000円（税別）参加費用　

開催日　東京SR：①7月12日(木)終日 ②9月20日(木)午後
③10月18日(木)午後 ④11月16日(金)午後 ⑤1月18日(金)午後
<上記各回情報交換会付>

講師：角井亮一＆宮野雅則＆鈴木将之
講師：宮野雅則＆鈴木将之

開催日　 東京SR：7月12日(木)

一般：32,000円（税別）　
クラブ会員：19,000円（税別）参加費用　

一般 20,000円  (二人目以降20%OFF)
クラブ会員 10,000円 (二人目以降更に20%OFF)

参加費用　

開催日　東京SR：6月19日(火) 講師：菅田勝氏＆宮野雅則

第６回
米国流通＆物流視察ツアー

最先端の米国流通と物流をアメリカ本土で学ぶツアーです。今年で第 11 回目。前回の視察
は、Amazon Fulfillment Center や通販発祥のシアーズ通販専用物流セン ターなどを見
学しました。Amazon Fulfillment Center は、特別に当ツアーだけに 見せて頂けるエリア
もあり、イー・ロジットが特別に交渉し、見学が叶うこととなりました。 また、他ツアーにはな
い、事前セミナーと復習セミナーも 毎回もやりますので、初めての方でも２００％学べます！ 
ぜひ、お申込みください！

アメリカ合衆国にて6月に実施予定　 講師：角井亮一
現地合現地解散　528,000円
東京発着　748,000円参加費用（昨年実績）　

講師：久保田精一氏
開催日　 東京SR：2019年1月16日(水)

一般：15,000円（税別）　
クラブ会員：8,000円（税別）参加費用　

講師：宮野雅則＆鈴木将之

一般：10,000円（税別）　
クラブ会員：5,000円（税別）

開催日　 東京SR：11月21日(水)

参加費用　

物流を担当し、現場を動かしている実務担当者を対象に、どの
ように現場を改善していくのかを学びます。
コンサルタントが実際に現場で行った改善
事例を通して学習します。物流改善の進め
方を基礎からみっちりと、２日で集中して
学ぶことができる講座です。

2人目以降
さらに
20％OFF

物流コストの範囲を明確に理解する
改善の基礎となるコスト算出スキルを徹底的に磨きます アメリカで最先端の物流を間近で見る

※「東京SR」と記載されているものはイー・ロジットの「東京セミナールーム」での開催です。　　※会場・講師の都合により、日程・講演内容が変更となる場合もございます。



東日本
西日本

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

2000年2月設立／資本金8000万円／みさき監査法人
株主）角井亮一、三菱商事、光輝グループ、フルキャスト 他
拠点）東京本社・大阪本社・物流センターなど4拠点

２０１7年３月末

株式会社イー・ロジット　代表取締役（CEO）

200

4

1968年10月25日大阪生まれ、奈良育ち。現在、東京秋葉原に在住。
上智大学経済学部経済学科で、ダイレクトマーケティング学会初代会長の田中利見先生のゼミに所属し、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し、小売業へのコンサルティングを行い、
1996年にはネット通販参入セミナーを開催。その後、家業の光輝物流に入社し、物流コンサルティングを実施。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。タイ最大のネット通販会社Tarad.com創業者と共同でSHIPPOPという物流IT企業をバン
コクで立ち上げた。現在、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冊以上出版する。

　◆執筆：
　「物流大激突」ソフトバンククリエイティブ
　'Amazon: A Comparative Analysis of U.S. and Japan Logistics'
　「２時間でわかる　オムニチャネル入門」あさ出版
　「アマゾンと物流大戦争」NHK出版　※簡体中国語版、繁体中国語版あり
　'OmniChanel Strategy in the U.S. and Japan'
　「日経文庫　オムニチャネル戦略」日本経済新聞社
　「人が育つ素敵な会社」財界研究所
　「図解 基本からよくわかる物流のしくみ」日本実業出版社

◆出演TV番組：
TBS「ひるおび！」、フジテレビ「とくダネ！」「めざましテレビ」、日本テレビ「スッキリ！」、テレビ朝日「ワイドスクランブル」「羽鳥慎一のモーニングショー」「グッド！
モーニング」、TBSニュース番組「Nスタ」、テレビ朝日ニュース番組「スーパーＪチャンネル」、毎日放送「ちちんぷいぷい」、毎日放送ニュース番組「VOICE」、朝日
放送「池上彰のどうなる？ジャーナル」、BS日テレ「深層ニュース」、BSジャパン「日経プラス１０サタデー」など

「日経文庫　物流がわかる」日本経済新聞社
「小売・卸売業が知らなきゃいけない物流の知識」商業界
「通勤大学実践MBA 戦略物流」総合法令出版
「図解よくわかる物流のすべて」日本実業出版社
「物流改善の進め方」かんき出版
「トコトンやさしい【戦略物流】の本」日刊工業新聞社
「よくわかるＩＴ物流」日本実業出版社
「ロジスティクス思考的経営話」無料メールマガジン

１９６８年２月生まれ。拓殖大学外国語学部卒。大手物流会社で配車管理や生産管理、営業など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。
執筆：共著「基本からよくわかる物流のしくみ」日本実業出版社

宮野雅則　株式会社イー・ロジット　コンサルタント

最大手宅配グループのシステム会社にて勤務。小売チェーンスーパー(SM&GMS) のギフト発送業務の管理運営を現場にて指揮したり、システム販売をしたり、経験およびノウハウ
を蓄積。イー・ロジツトに入社後は、顧客に密着した提案で、現場改善やシステム導入などで実績を積み上げている。得意分野は、大型物流センターの生産性向上やコストダウン、通
販や卸業務での物流システム構築、物流センターの立上げ(移転含む)。現在も、多くの企業で成果を出し続けている。 

松本肇　株式会社イー・ロジット　コンサルタント

早稲田大学第一文学部卒業。ツアーコンダクター時代では、安全で楽しい旅を演出するための企画を緻密に行い、お客様とのコミュニケーションを重視するとともに、リピーターを
増やす。飲食業界においては接遇教育でトップクラス評価も受け、リピーターも倍増、接客長として売上に貢献。五木ひろしのプロダクションにおいては、グッズ企画、コンサート企画、
ファンクラブの運営に携わり、コンサートの司会も務める。直近の大手飲食系ＩＴ企業では、カスタマーサービス部門において人材教育に従事し、徹底したマナー教育、新人研修、コ
ミュニケーション力アップ教育を行う。2016年10月イー・ロジットに入社、これまでの経験を活かし、会員組織イー・ロジットクラブ運営、各種セミナー運営、人材育成アドバイザー
を務めている。

松浦洋佳　株式会社イー・ロジット　コンサルタント

1976年１月23日生まれ。関西大学商学部卒。４社で企業内ロジスティックス部門に勤務後、40代で現在のコンサル業に転職。製造業２社（ボッシュ・レックスロス＆ライボルト)で
は、購買物流でコストダウン、海外グループ企業からの輸出入業務改善などを実施。小売業２社（まんだらけ＆ウエルシア関東）では、販売物流でサービス改善、在庫管理の改善など
を実施。上場準備中のベンチャー、黒字へのV字回復、M&Aでの急成長、キャッシュリッチと様々なタイプの企業勤務から、各組織や文化などを理解しているのも強み。

鈴木将之　株式会社イー・ロジット　コンサルタント


