①改善能力ＵＰ
②プレゼン能力ＵＰ ③論理的思考能力ＵＰ

★コンサルタントと一緒に「改善手法」と「プレゼン技法」を学ぶ！！

１．「物流
物流改善
物流改善の
改善の進め方」丸１日研修で
日研修で、改善スキルを
改善スキルを一気
スキルを一気に
一気に学ぶ
２．現場改善目標を決めて、自社現場を改善する！
３．改善活動結果を参加者が８０分間プレゼンする！
４．他社の現場を自分の目で見て学ぶ（異業種学習）
５．戦略物流・新春セミナーで最新の物流を学ぶ！
実施事項
①「物流改善の進め方」丸一日研修
「物流改善の進め方」丸一日研修※
研修※新規メンバー
「物流改善の進め方」をテキストに、現場改善の事例を盛り込んだオリジナル資料で
丸一日研修を行います。ここでは、改善の基本スキルを習得して頂きます。
終了後の懇親会で、参加者同士で、お互いの物流課題を知る機会を作ります。

②物流改善研究会（年４回）
★少人数での改善
少人数での改善研究会
改善研究会で
研究会でじっくり指導いたします！！
当社代表の角井亮一が最新の事例や現場活性化のコツをじっくりお伝えし、
当社コンサルタントが現場改善手法を徹底指導します。
さらに、当社コンサルタントがサポートしながら、参加企業様の参加者自身が、
現場の改善課題を決定して、具体的に改善に取り組みその成果をプレゼンします。
◎８０分発表をする経験は、論理的な思考力やプレゼン力をＵＰさせます。

③コンサルタントの
③コンサルタントの現場訪問
当社コンサルタントが参加企業様の物流現場に訪問し、改善手法を指導します。
また、その内容を勉強会でシェアするための資料作成などもサポートします。
問題発見・問題整理手法、改善手法など、多くのスキルを得ることができます。
※訪問に際して、関東近郊以外は交通費など実費がかかります。

④戦略物流セミナーへの参加（東京会場
④戦略物流セミナーへの参加（東京会場）
会場）
毎年恒例の戦略物流セミナーにご参加いただけます。
懇親会にも実費で参加できます。

⑤新春セミナーへの参加（東京会場）
ゲスト２．５万円のセミナーに、無料ご招待。
懇親会にも実費で参加できます。

⑥物流施設見学会への参加（東京、大阪）
東京、大阪の施設見学会参加で現場学習
見学会の後に、現場センター長との懇親会もあります。

◆このような会社様が対象です
◆このような会社様が対象です
★＜企業の
＜企業の物流部門様・
物流部門様・物流会社様・運送会社様
物流会社様・運送会社様＞
・運送会社様＞★
○物流改善を現場に定着させたいと思っている企業様
○物流現場に埋もれた人材をリーダーに育てたい企業様
○もっと、物流コストダウンができると思っている企業様
○定期的に社員に教育の場を与えたいと思っている企業様
＜運送会社様、物流会社様、小売・卸売会社様＞
○顧客への提案をレベルアップしたいと思っている物流企業様
◆「物流改善研究会」に入る理由
◆「物流改善研究会」に入る理由

①社員教育（人財育成）
●現場には優秀な人材が埋もれています！！
その人材は教育の機会を持たず、本来の実力の発揮や、
スキルのブラッシュアップができずにいます。
●そういったメンバーを教育させる機会を作り、将来の
リーダーを育成するのは、本研究会の目的の１つです。
●リーダーの育成が現場改善の強化につながります。

②人脈形成（横のつながりを広げる）
●自社の現場や社員しか知らず、他社の社員と交流を持つ
他社の社員と交流を持つ
ことによって、競ったり、教え合ったりする関係を作る
ことによって、競ったり、教え合ったりする関係を作るのも、
本研究会の目的です。
●勉強会以外の日に、参加者
勉強会以外の日に、参加者の物流センターを見学させて
参加者の物流センターを見学させて
もらったり、物流の課題について分からないことや取引先を
もらったり、
教えてもらったりできる関係作りができる。

③異業種学習（アパレル･日用品･医薬品･食品･通販･家具など）
●自社の業界での、物流品質の基準などの常識は、
他の業界では非常識であることはよくある話です。
●異業種から学ぶことが沢山あります。参加メンバーの
現場をみんなで見学に行ったりすることが出来るのは、
物流改善研究会の良さのひとつです。
◆申込方法
◆申込方法
申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申込ください。
◆参加費用
◆参加費用
① 一般参加
１５７，５００円（税込）⇒
１５７，５００円（税込）⇒ ※２年目以降は１２６，０００円（税込）
②イー・ロジットクラブ会員様
９４，５００円（税込）⇒
９４，５００円（税込）⇒２年目以降は７３，５００円（税込）

◆年間スケジュール
◆年間スケジュール

※詳細スケジュールにつきましては、会場都合により日時変更もございます。

月

実施事項

６月２６日
６月２６日

その他

瓦版

丸一日基本研修
改善研究会キックオフ
施設見学会（未定）

○

７月２７日
７月２７日

第１回 物流改善研究
物流改善研究会
研究会

○

８月

各自発表資料作成

○

９月２７日
９月２７日

第２回 物流改善研究
物流改善研究会
研究会

○

１０月２３日
１０月２３日

★戦略物流セミナー

○

１１月１６日
１１月１６日

第３回 物流改善研究
物流改善研究会
研究会

○

１２月

各自発表資料作成

○

１月１８日
１月１８日

第４回 物流改善研究
物流改善研究会
研究会

○

２月２０日
２月２０日

★新春セミナー

○

丸１日基本研修
日時：６月 研修 10:00～17:00 懇親会 18:00～(予定）
場所：東京（秋葉原）
○庫内作業のスピードＵＰ
内容：○物流改善プロジェクト ○モチベーションＵＰ
○在庫精度ＵＰ
○自社配送の品質ＵＰ

○誤納品削減
○物流改善システム構築

○輸配送コストダウン
○物流改善の成功度測定

物流改善研究会
時間：１４時～１７時３０分
場所：東京（秋葉原）
時間
14:0015:00

15:0016:00

※時間変更あり。任意で懇親会を実施

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
株式会社イー・ロジット
コンサルタント

内 容
【第１部】角井が伝えたいこと
・最新の事例／実例
・現場活性化のコツ など
テーマ例）改善チーム、梱包ライン、営業改革など

【第２部】改善の現場レポート
・改善事例を一気に紹介
・他社の改善例を参考にディスカッション
例）日用雑貨、食品、化粧品、アパレル、通販など

16:0017:30

参加企業参加者の皆様

【第３部】参加企業による改善事例発表

戦略物流セミナー
場所：東京および大阪

新春セミナー
時期：１０月

場所：東京および大阪

時期：２月

◆
◆派遣責任者様には、参加者の発表に対しての評価シートを送付致します。
派遣責任者様には、参加者の発表に対しての評価シートを送付致します。
（（※
※第三者的立場で参加者の研究会での成長を評価いたします。）
第三者的立場で参加者の研究会での成長を評価いたします。）

発表者を細かく点数評価し、
どんなところを改善していけ
ばレベルＵＰできるかひと目
でわかる！！

コンサルタントの視点
（第三者的立場）で、参加者の
良い点、悪い点を具体的にアド
バイスをします。自社での評価
や次年度の研究会参加の改善
ＰＯＩＮＴになります。

◆
◆派遣責任者様には、厚生労働省指定の教育訓練給付制度への報告書提出など
派遣責任者様には、厚生労働省指定の教育訓練給付制度への報告書提出など
に活用していただくため、年間活動報告をお送りいたします。
に活用していただくため、年間活動報告をお送りいたします。

◆
◆物流改善研究会での参加者の発表の様子を報告致します。
物流改善研究会での参加者の発表の様子を報告致します。
（（※
※発表している参加者の様子を写真で確認できます。）
発表している参加者の様子を写真で確認できます。）

発表演者の
様子
改善研究成果
の発表をします。

参加者の聴講
の様子

◆
物流改善研究会
◆『『物流改善研究会』
物流改善研究会』
参加者の声
物流改善研究会』』参加者の声
●B社K.T様 申し込んだきっかけは、上司が物流に力を入れるにあたり、
「改善研究会」というのがあるぞ。参加してみないか？というの
がきっかけで、参加しました。最初は、プレゼンもやったことがなく、
パワーポイントもほとんど使ったことがないレベルでした。
研究会に参加したお陰で、自信がついて、社内でプレゼンする
のも苦にならなくなりました。
●Y社K.K様 初めて、このような他社との勉強会を１年間通して参加する中で
自分の考えを上手く人に伝えることを真剣に取り組むきっかけ
となりました。研究会では、参加企業の物流など多くを学べました。
また、自分では気が付かない、自分の長所や欠点を再認識する
ことができました。今後は、社内で積極的に発表するように手を
上げて改善に取り組んでいこうと思いました。
●K社 M.O様 ４０代になるまで、恥ずかしながら、人前でパワーポイントを
使って、プレゼンをする機会がほとんどありませんでした。
管理職として、お客様先や社内でも話すことに苦手意識を
持っていましたが、参加メンバーも大勢の人前で話すことが
苦手な人が集まっているので、気軽に相談したりすることが
できました。最終回の発表では、緊張したが、指導のおかげ
もあり、自分でも８０分間を話し切ることができて、自信が持て
ました。
●D社 N.O様 研究会に参加するまでは、現場リーダーとして、現場作業を
中心として、座学での勉強はほとんどして来ませんでした。
正直、半日も座っていることすらつらい状況の中で、１年間
の物流改善研究会を続けられるか自信がありませんでした。
不安でしたが、初回の丸１日研修の情報交換会で、自分と
同じ気持の仲間がいることがわかって、勉強を続けることが
できました。最終回では、パワーポイントも何とか覚えた程
度でしたが、８０分間を話し切ることができて、プレゼンに
自信を持つことができました。

◆講師紹介
◆講師紹介
角井 亮一（Kakui
亮一（Kakui Ryoichi）／
Ryoichi）／株式会社イー･ロジット
）／株式会社イー･ロジット 代表取締役（ＣＥＯ）
1968年（昭和
1968年（昭和43
年（昭和43年）
43年）10
年）10月
10月25日生まれ。上智大学経済学部経済学科を
25日生まれ。上智大学経済学部経済学科を3
日生まれ。上智大学経済学部経済学科を3年で単位取得終了し渡米。
ゴールデンゲート大学ＭＢＡをマーケティング専攻にて取得。帰国後、船井総合研究所に入社。
その後不動産会社を経て、光輝グループ入社。光輝グループではＰ＆Ｐプロジェクト統括として、
物流コンサルティング及びアウトソーシング、を主な活動分野とする。2000
物流コンサルティング及びアウトソーシング、を主な活動分野とする。2000年
2000年2月14日株式会社
14日株式会社
イー・ロジット設立、代表取締役に就任する。
◆執筆：「物流改善の進め方」かんき出版、
◆執筆：「物流改善の進め方」かんき出版、「よくわかるＩＴ物流」日本実業出版社、
「物流改善の進め方」かんき出版、「よくわかるＩＴ物流」日本実業出版社、
｢とことんやさしい戦略物流の本｣ 日刊工業新聞社「通勤大学実践ＭＢＡ戦略物流」総合法令出版
日刊工業新聞社「通勤大学実践ＭＢＡ戦略物流」総合法令出版
「小売・流通業が知らなきゃいけない物流の知識」商業界
◆公職：日本物流学会理事、（財）東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家 登録番号６２８号
清水 一成 （Shimizu Kazunari, MR）
） ／株式会社イー・ロジット コンサルタント
1973年
年8月
月20日生まれ。大卒後、大手小売業に勤務。在庫管理、販売管理、人材管理など
日生まれ。大卒後、大手小売業に勤務。在庫管理、販売管理、人材管理など
現場で実務経験を積む。その後医療業界に転進する。救命救急センターでは、購買部門にて、
事務用品Web購入管理システムを財団全体に導入しコストダウンを達成。医薬品・医療材料・
購入管理システムを財団全体に導入しコストダウンを達成。医薬品・医療材料・
事務用品
医療機器購入の大幅なコストダウンを実現。電子カルテ導入など院内物流業務改革を達成させる。
その後大手通販会社に転進し、医薬品・医療機器通販事業の立上げに参画し、
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し、現在に至る。
現在は、物流改善コンサルティング、人材育成指導など全国で講演活動も行ない成果を出し続けている。
＜得意分野＞
人材教育、組織改革、在庫管理、物流センター立上げ、物流現場改善指導など
【執
筆】
「ロジスティクス思考的経営話」無料メールマガジン

★物流改善研究会ご入会特典 限定プレゼント！★
限定プレゼント！★
１．当社代表 『戦略物流シリーズ』
４本セット【
戦略物流シリーズ』CD４本セット
４本セット【非売品】
非売品】
①CS物流
物流 ～顧客満足で物流力を高める～
②競争力を高める戦略物流～成功事例から学ぶ～
③JUKIのエコ・ロジスティクス戦略～先端を行くモーダルシフトへの取り組み
のエコ・ロジスティクス戦略～先端を行くモーダルシフトへの取り組み
④業界№
業界№１の最高品質を目指そう！
２．当社代表角井著書３冊をプレゼント！！
①「小売・流通業が知らなきゃいけない物流の知識」
②「通勤大学実践MBA
戦略物流」
「通勤大学実践
③「図解よくわかる物流のすべて」

１．派遣責任者様が、将来の管理職として
育成したい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、この
用紙に住所・氏名・電話番号など書きこむ。
●ＦＡＸでお申込み下さい  FAX 03 – 5825 – 1721
★物流改善研究会 に入会、参加します。

□一般参加

会員の有無

www.e-logit.com

□ イー・ロジットクラブ会員様

御社名

部署名

御役職

御氏名

Ｅ－ｍａｉｌ
郵便番号

＠
〒

御住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

参加者氏名①
参加者氏名①

部 署

御役職

Ｅ－Mail
Ｅ－

参加者氏名②
参加者氏名②

部 署

御役職

Ｅ－Mail
Ｅ－

参加者数

参加金額
参加金額

人

＠

＠

□一般参加 １５７，５００円（税込）
□イー・ロジットクラブ会員様 ９４，５００円（税込）
※２年目以降は１２６，０００円（税込）２年目以降は７３，５００円（税込）

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

