
３Ｓで社員の心に火をつけ「ゆるぎない心と行動が人も変える」
～高くてもこの会社に仕事を任せたい…評価は社員の心にあり！～
社長は社員の成長と社員が生きていくためにこそ決断する時が来る。大きく
変化する時代に会社倒産の危機が迫り来る時、皆さんは何を決断致しますか？
☆日時：２０１６年２月１０日(水) ☆場所：大阪産業創造館

■東京会場

『ヤマトグループが進める第３のイノベーション』
～ 一番身近で、一番愛される企業へ ～

配送を売る営業からソリューションを提供する事業で大躍進するヤマトＨＤ。
これを実現するには人材教育による経営理念の浸透と人が育つ仕組みにあった。
☆日時：２０１６年１月２７日(水) ☆場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

人材育成で業績を上げている企業に大企業、中小企業は関係ありません。
どんな企業でも、優秀な人材が業績を伸ばしますし、その優秀な人材を何世代も育てていく技術が教育、人材
育成です。しかし、会社を伸ばすのは、ただ単に優秀なだけの人材ではありません。
企業の文化・風土を理解し、企業理念を理解し、同じベクトルに向かって突き進める人材が集まってこそでき
るのが企業成長です。
向かっている方向が同じだからこそ、それぞれの従業員が何をすればよいかが明確にわかる。
そして、一人一人が、企業の目指す方向に良いサービス・商品を創り、改善し、それが積み重なることで成長
に繋がります。
今年は、２社の経営トップ（ゲスト講師）にご登壇いただき、人材教育の考え方と企業理念を貫く姿勢を熱い
想いでご講演いただきます！
企業成長に必要な変革タイミングを逃さず行動されてきた、人材教育成功のポイントを学んでいただけます。
尚、次回からは、新春セミナーの内容をさらに充実させるために、東京１箇所での開催にするため、大阪会場
での開催は、今回が最終回となります。
関西地区の皆様には、最後に相応しい改革と元気をいただける特別講師にご登壇いただき、最後の新春セミ
ナー締めくくりたいと存じます。

■両会場共通講演
『物流人材育成の秘訣』～人が育つ会社になるには～

いろんな物流現場で、人が居ないという声をよく聞きます。確かに、人はついつい、
無い物ねだりで、期待をしてしまうので、今の人材が、物足りなく感じてしまうことは
多いと思います。大切なのは、今の人材が、来年育つことです。どんな育成法が一番早い
スピードで育つのか？ それを、みなさんと一緒に考えたいと思います。

■大阪会場

■これまで新春セミナーにご登壇いただいたゲスト講師の方々
元リッツカールトン大阪 営業統括支配人 (故)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 代表取締役会長 青木 豊彦 氏
タビオ㈱ 代表取締役会長 越智 直正 氏
ジャイロ経営塾 代表 秋元 征紘 氏
Ｉｗａｌｋ. みのわあい。さん

☆ゲスト講師：ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役会長 木川 眞 様

☆ゲスト講師：枚岡合金工具株式会社 代表取締役会長 古芝 保治 様

☆講師：株式会社イー・ロジット チーフコンサルタント 角井 亮一

木川会長も登場しています

２０１６年 イー・ロジット新春セミナー
『人が育つ素敵な会社』

～企業理念を貫きながら、変化する時代に対応せよ！～



新春セミナー≪東京会場≫

2015年

■開催日時、場所、定員

東京会場・御茶ノ水》定員９６名
２０１６年１月２７日（水）１４：００～１６：３０
受付開始１３：２０～ 情報交換会１７：００～

ソラシティカンファレンス１階 RoomＢ
（情報交換会は、同館２階テラスルームにて開催）
●交通●東京メトロ「新御茶ノ水駅」、JR「御茶ノ水駅」徒歩１分

東京都千代田区 神田駿河台４－６

2015年

■受講料

2015年

第１部14:00～15:00■講師■

<税込価格表示> １名様 ２名様 ３名様 書籍付情報交換会

イー・ロジットクラブ会員 無料 無料 28,000円 5,000円/名

一 般 28,000円 45,000円 57,000円 5,000円/名
・お申込みは、１社様単位でお願い致します。複数社様が１つの申込書でお申込いただくことはできません。
・お申込時に受講票をe-mailにて送付いたします。
・セミナー当日はお名刺を２枚ご持参くださいませ。
・費用のお支払いは、後払い又はカード決済となります。後払いは請求書を送付致しますので、期日までにお振込みをお願い致します。
・セミナー、情報交換会のキャンセル料は、開催３営業日前から全額申し受けます。代理での参加は可能です（要事前連絡）。

今すぐイー・ロジットクラブへのご⼊会で、本セミナー２名様無料にてご招待の他、毎⽉開催
のセミナー講義ＣＤも送付致します。お得なご案内・ご⼊会は イー・ロジットクラブ へ。

第２部15:15～16:30■ゲスト講師■

2015年

＜略歴＞

昭和24年12月31日生まれ。昭和48年3月、一橋大学商学部卒業。

昭和48年4月、株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行。総合企画部副部長、人事部長、
執行役員人事部長を経て、平成14年4月、株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務執行役員人
事グループ統括役員に就任。以降、常務執行役員、常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員
を経て、平成17年3月退職。

平成17年4月、ヤマト運輸株式会社へ入社。グループ経営戦略本部長、同年6月常務取締役グループ経営戦略本部長に
就任。同年11月、商号変更によりヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務に就任。平成18年4月、代表取締役
兼常務執行役員に就任後、同年6月代表取締役兼専務執行役員、平成19年3月、代表取締役兼執行役員、代表取締役社
長兼社長執行役員、平成23年4月、代表取締役社長兼社長執行役員を歴任し、平成27年4月、代表取締役会長に就任、
現在に至る

＜著書＞

日経ビジネス経営教室『未来の市場を創り出す』

木川 眞 氏
ヤマトホールディングス株式会社

代表取締役会長

角井 亮一
株式会社イー･ロジット

チーフコンサルタント

＜経歴＞

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
を行った。1996年にネット通販参入セミナーを開催した。

その後、光輝物流に入社し、物流コンサルティングを実施した。代表成功事例は、東証一部企業の物流センターを、日本初のゲイン
シェアリング（成功報酬型アウトソーシング）で、まるごとＢＰＯで受託した。

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。イー・ロジットは、現在２００社以上から通販物流を受託する国
内NO1の通販専門物流代行会社であり、１８０社の会員企業を中心とした物流人材教育研修や物流コンサルティングを行う。

またライトヴァンというアーティストグッズ販売を行う会社を経営し、2015年、再配達撲滅するための生活アプリを開発するウケト
ルを立ち上げた。

＜著書＞

「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、「小売・流通業が知らなきゃい
けない物流の知識」商業界、「人が育つ素敵な会社」財界研究所、「オムニチャネル戦略」日経文庫などがある。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１６冊以上出版する。

＜公職＞日本物流学会理事、多摩大学大学院 客員教授



新春セミナー≪大阪会場≫最終回

2015年

■開催日時、場所、定員

大阪会場・堺筋本町》定員５０名
２０１６年２月１０日（水）１４：００～１６：３０
受付開始１３：３０～ 情報交換会１７：００～

大阪産業創造館６階 会議室Ｅ
(情報交換会は同館16階レストランスターアイルにて開催)
●交通●大阪市営地下鉄中央線・堺筋線「堺筋本町駅」より徒歩３分

大阪府大阪市中央区本町１－４－５

2015年

■受講料

2015年

第１部14:00～15:00■講師■
＜経歴＞

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
を行った。1996年にネット通販参入セミナーを開催した。

その後、光輝物流に入社し、物流コンサルティングを実施した。代表成功事例は、東証一部企業の物流センターを、日本初のゲイン
シェアリング（成功報酬型アウトソーシング）で、まるごとＢＰＯで受託した。

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。イー・ロジットは、現在２００社以上から通販物流を受託する国
内NO1の通販専門物流代行会社であり、１８０社の会員企業を中心とした物流人材教育研修や物流コンサルティングを行う。

またライトヴァンというアーティストグッズ販売を行う会社を経営し、2015年、再配達撲滅するための生活アプリを開発するウケト
ルを立ち上げた。

＜著書＞

「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、「小売・流通業が知らなきゃい
けない物流の知識」商業界、「人が育つ素敵な会社」財界研究所、「オムニチャネル戦略」日経文庫などがある。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１６冊以上出版する。

＜公職＞日本物流学会理事、多摩大学大学院 客員教授

<税込価格表示> １名様 ２名様 ３名様 書籍付情報交換会

イー・ロジットクラブ会員 無料 無料 28,000円 ５,000円/名

一 般 28,000円 45,000円 57,000円 ５,000円/名

・お申込みは、１社様単位でお願い致します。複数社様が１つの申込書でお申込いただくことはできません。
・お申込時に受講票をe-mailにて送付いたします。
・セミナー当日はお名刺を２枚ご持参くださいませ。
・費用のお支払いは、後払い又はカード決済となります。後払いは請求書を送付致しますので、期日までにお振込みをお願い致します。
・セミナー、情報交換会のキャンセル料は、開催３営業日前から全額申し受けます。代理での参加は可能です（要事前連絡）。

今すぐイー・ロジットクラブへのご⼊会で、本セミナー２名様無料にてご招待の他、毎⽉開催
のセミナー講義ＣＤも送付致します。お得なご案内・ご⼊会は イー・ロジットクラブ へ。

第２部15:15～16:30■ゲスト講師■

2015年

＜経歴＞

1949年、大阪府生まれ。桃山学院高校卒業後、1973年、父の創業した枚岡合金工具（本社・大阪市天王寺区）に入社。
1982年、取締役就任。金型設計・製造に携わるかたわら、1983年に自社の販売・受発注管理ソフト、ISO9001 工程認
証システム等統合管理ソフトを開発（2002年）。1996年、代表取締役に就任し、これまでの金型事業のほか、デジタ
ル文書管理システム事業も手がける。2004年「大阪フロンティア賞特別賞受賞」、2005年「関西ＩＴ活用企業百選優
秀企業」「大阪府品質管理推進優良企業認定」、2006年「経済産業省『ＩＴ経営百選』最優秀賞受賞」、2008年「経
済産業省・中小企業ＩＴ経営実践認定企業」、2009年「経済産業省・中小企業審査委員会奨励賞」、2010年、代表取

締役会長に就任、現在に至る。

＜著書＞

「儲けとツキを呼ぶ「ゴミゼロ化」工場の秘密」日本実業出版社

＜公職＞

大阪産業大学工学部情報システム工学科特別講師、事業創造大学院大学特別講師、東京３S研究会・四国３Sネット
ワーク・兵庫３S研究会講師、天王寺納税協会監事、大阪天王寺区倫理法人会相談役他

古芝 保治 氏
枚岡合金工具株式会社

代表取締役会長

角井 亮一
株式会社イー･ロジット

チーフコンサルタント



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：東京本社 角井亮一。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 ＦＡＸ 03-5825-1721

2015年

御住所

（請求先）

（〒 － ）

お申込者様 様 部署

受講票送付先

e-mail
お役職

ＴＥＬ ＦＡＸ

受講者様① □同上 様 部署 □同上

e-mail
又はFAX

□同上
お役職 □同上

受講会場
(チェック→)

□1月27日東京 □2月10日大阪 情報交換会
参加は✔ □参加する

受講者様② 様 部署

e-mail
又はFAX

お役職

受講会場
(チェック→)

□1月27日東京 □2月10日大阪 情報交換会
参加は✔ □参加する

受講者様③ 様 部署

e-mail
又はFAX

お役職

受講会場
(チェック→)

□1月27日東京 □2月10日大阪 情報交換会
参加は✔ □参加する

御社名
＜イー･ロジットクラブ会員企業の方はチェックしてください→□ ＞

ＮＰ後払いに
つきまして

コンビニ、郵便局、銀行での後払い決済となり、手数料205円をご負担願います。ＮＰ後払いでのお申込みには、株式会社
ネットプロテクションズの提供するNP後払いサービスが適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、代金債権を譲渡
します。ご利用限度額はお申込者様単位で累計残高で３０万円（税込）迄です。セミナー終了後に請求書を発行、送付致し
ます。お支払は、請求書の発行後、14日間以内にお願い申し上げます。

通信欄

（任意）

イー･ロジット

記入欄

２０１６年 イー・ロジット新春セミナー 受講申込書
下記項目に、もれなくご記入の上、
ＦＡＸ：０３－５８２５－１７２１へお送りいただくか、
ＷＥＢ⇒ http://www.e-logit.com/ 新春セミナーバナーをクリック

・受講票はお申込いただきましたら、e-mailにて送付致します。e-mailをお持ちでない方へはFAXまたは郵送にてお送り致します。
・到着した受講票は必ずご持参下さい。受講券として受付にて回収致します。
・セミナー当日は受付にて受講票のご提示と、ご参加者様全員のお名刺の頂戴をお願いしております。
・費用のお支払いは、セミナー後に郵送する支払票にてコンビニ、郵便局、銀行のいづれかからお振込みをお願い致します。
・クレジットカード決済をご希望の方は、ホームページトップ画面の特設バナーをクリックし、申込画面より入力をお願い致します。


