
代表者紹介

講師紹介

当社イー・ロジットは、クライアント企業での物流改善を実現する物流コンサルティング会社です。通常のコンサルティング会社と違い、全国５個所に独自の物流センターを持ち、実際に行っ
た改善施策などをベースに、コンサルティングを行っています。ですので、机上の空論ではなく、迅速に改善プロジェクトを進め、定着化させる『実現力』に強みを持っている企業です。また、
当社独自に運営している物流センターは、ネット通販など通販業界からの物流を専門とし、顧客数は260社を超えます。より通販会社様が成長できるよう品質を上げ、早くスピーディーに出
荷できるよう生産性を上げる努力を日々しています。そして当然実際に社員教育も行っておりますので一般の教育機関と違い御社と同じ目線で教育を行っております。

株式会社イー・ロジットとは？

2000年2月設立／資本金1億2,000万円／新日本監査法人
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6拠点

会社概要 (２０20年11月末)

 / 株式会社イー・ロジット　代表取締役 （CEO）角井 亮一 （Ryoichi Kakui）

◆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

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した。その後、光輝物流に入社。
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３１０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、20０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。
現在、日本語だけでなく、各国に翻訳された書籍を累計32冊以上出版。最新刊「物流革命２０２０」（日本経済新聞社）「日経文庫 物流
がわかる＜第２版＞」「すごい物流戦略」（PHP新書）「物流改善の進め方」（かんき出版）は、多くの有力書店でトップ３に入っている。

   ◆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
　'Omni-Channel Strategies in 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
　「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
「アマゾン、ニトリ、ZARA......すごい物流戦略」PHPビジネス新書 
「マンガでやさしくわかる物流」日本能率協会マネジメントセンター 
「物流大崩壊」宝島社
「日経文庫　物流がわかる<第2版>」

大手物流会社で10年勤務後、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、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。ここ数年は、製造兼卸売業での改善指導が多い。
講師活動においては基調講演、企業研修、集合研修で、年間60本程度受け持つ。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 他。

宮野 雅則　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。大学卒業後、旅行会社に入社。ツアーコンダクターとして安全で楽しい旅をお客様に提供し、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。その後、飲食業界においては接遇マナーでトップクラス評価を受け、接客長として社員の研修にも携わる。五木ひろしの事務所においては、グッ
ズやコンサート企画、ファンクラブ運営等に携わり、コンサートの司会も務める。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UPの教育を行う。2016年10月イー・ロジット入社。これまでの経験を活かし、イー・ロジットクラブ運営、国内海外視察ツアー
の企画運営、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

国立大学卒業後、電機系物流会社で11年勤務、日本国内DC倉庫の輸送管理、東南アジアで倉庫管理、事業立ち上げなど海外での現場運営・立ち上げの豊富な経験が
豊富。
また、実際に現場で働くスタッフに寄り添いながら細やかに改善を進めていくことに強みがある。事業管理・企画の経験も長い。得意分野は国際物流とKPIや損益など
数字からインパクトを分析し改善ポイントを見つけること。人材紹介業界を経て、2019年5月に株式会社イー・ロジットに入社。ビジネスキャリア検定ロジスティクス管理
2級、ロジスティクスオペレーション2級。

村田 遊　　株式会社イー・ロジット　コンサルタント

リサイクル企業の店長を経て、通販事業や人材育成に携わる。通販事業では倉庫開発から発送業務、運営、改善など幅広く活動。その後独立、合同会社を設立し代表に
就任。リサイクル事業、通販事業を始める。自ら配送ドライバーを経験し、現場に発送業務の改善などを提案。同時に、物流現場においての人材育成の重要さを感じコー
チングを使用したノウハウを蓄積。その後コーチングを事業として始める。物流業界はもちろん、他業種まで幅広く活動し、多くの企業の人材育成制度のサポートや延べ
300人以上のセッションをするなどコーチとしての経験も積む。2018年イー・ロジットに入社。

桐山 博文　株式会社イー・ロジット　コンサルタント

http://www.e-logit.comお申込み、お問合わせはこちらまで 株式会社イー ·ロジット
TEL : 03-3527-1213   FAX : 03-3527-1214東日本お問い合せ先 TEL : 06-4308-8977    FAX : 06-4308-8978西日本お問い合せ先

東京本社  : 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町６８番地 ムラタヤビル５階/ 東京               : 〒101-0041東京都千代田区神田須田町1-5 KSビル4階 / 大阪本社  : 〒577-0016大阪府東大阪市長田西1-5-40セミナー
ルーム

イー・ロジットクラブの
ご案内

�. 毎月更新のオンデマンド講座で会場に行かずにグループまたは個人でいつでも聞いて学べる

�. 年に�回以上の(バーチャル)物流施設見学会で、他社の現場改善を勉強できる

�. 毎月届く旬な物流情報誌 “物流話瓦版” で最新の知識を習得できる

�. 貴社のご要望に沿った社員研修を特別価格で開催できる

�. “物流専門講座”を特別割引で受講できる

�. 専門コンサルタントに、物流の無料相談ができる

����年からのオンラインセミナーの実績
オンデマンドで��時間いつでもどこでも学べる

定額見放題で物流人材が育成できる

����年度版 業界唯一！

　 つの
機能
6

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



講師陣

Service
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研修サービス一覧

基本的な学習の流れ

当社イー・ロジット自身、物流センターを持ち、物流会社としての現場作業を行っています。 
なので、コンサルティング会社としての体系立てられた理論だけではなく、 

現場から生まれた実践的な『物流』を学んでいただけます。

イー・ロジットクラブ

定額見放題  オンデマンド講座
【ネットを活用したオンデマンド講座とは】
 ・PC・スマホ・タブレット対応で、いつでもどこでも視聴ができる
 ・オンデマンドで24時間好きな時間に繰り返し学習ができる

【教育責任者様の声】
物流あるあるなど話がたくさんで改めて気を付けないといけないなと思い出しまし
た。各作業者の意識と知識を高めなていかなければと感じています。

【受講者の声】
特性要因図に落とし込み原因を追求し、一つ一つ改善していく事で目標に近づける
ことを感じました。
改めて倉庫内のルールや業務フローの見直し等、報連相をより深めていきたいと思
いました。一つ一つの仕事の確実さが重要と再確認できました。
在庫差異の撲滅には原因の洗い出しと対策、それと作業に携わるすべての人達の責
任感が必要だと感じました。
このセミナー受講を今後の作業に活かしていきたいと思います。

メリット

毎月一回教育責任者様に、出欠
とテスト結果報告が届き、習熟
度がわかります

50タイトルを超える講座を受講
できます！
※2020年10月末時点

１.移動コスト・移動時間がゼロになる
２.いつでも、どこでも、何度でも視聴できる
３.誰でも簡単に視聴できる（リンク先にIDとパスワードを入力するだけ）

新入社員の研修で活用

新入社員研修のツールとして 研修でマネージメント力アップ

リーダー、管理職、経営層 遠方で通えない方々に！

全国どこでも教室に早変わり

基礎講座 実践講座

戦略物流セミナー
新春セミナー

ロジオペ２級講座

ロジオペ３級講座

物流戦略講座

初心者講座

コーチング講座

幹部

部門長

課長

リーダー

一般

物流改善研究会

物流改善の進め方

オンデマンド講座

資格取得講座

イー・ロジットクラブが貴社の社員教育にできること

イー・ロジット２大セミナー 戦略物流セミナー・新春セミナーも特別公開

ロジ管理３級講座

オンライン講座３シリーズ（毎月新作アップ）

・講座の最後に振り返りテスト
・レベルアップ講座：物流の基本知識をテーマにした講座
・物流現場講座：現場事例、改善など現場をテーマにした講座
・リーダーシップ講座：リーダーに必要な知識、スキルをテーマにした講座

その他講座

ポイント

ネット環境がなくても、CDでも学
習できる！レベルアップ講座の内
容をCD収録し毎月送付。音声の
みで学習できる！
習熟度がわかるテストつき。　

株)資生堂 ロジスティクス部 部長 岡崎 和夫 氏
(株)ローランドベルガー 会長 遠藤 功 氏
江崎グリコ(株) オフィスグリコ推進部統括マネージャー 相川 昌也 氏
(株)湯浅コンサルティング 代表取締役社長 湯浅 和夫 氏
(株)ワクコンサルティング 常務執行役員 諏訪 吉武 氏
(株)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(株) 取締役社長 木村 東一 氏
JUKI(株) 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(株) 代表取締役 永島 悟 氏、常務取締役 一山 幸市 氏
(株)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
(株)キタムラ 執行役EC事業部長 逸見 光次郎 氏
(株)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
(株)ホームロジスティクス　代表取締役社長 松浦 学 氏
(株)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(株) 代表取締役 松岡 真宏 氏
立教大学ビジネススクール 教授 田中 道昭 氏
(株)ライドオンエクスプレス エグゼクティブマネージャー 渋谷 和弘 氏
ＣＢｃｌｏｕｄ(株) 代表取締役ＣＥＯ 松本 隆一 氏

■過去新春セミナー講師■（※講演当時の役職名です）

ポイント

ポイント

ロジ管理２級講座

・戦略物流セミナーの過去CD音源
・新人向け、物流改善、コーチング、５Sなどの過去CD講座
・各コンサルタントの15分程の物流講座「ほっと一息」など



Service

02 恒例、大人気の物流施設見学会は、
特別価格で参加頂けます。

Service

03 『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瓦版。「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
特集でお伝えします。物流センターを独自で取材し、御社の物流現場
改善にも応用できる情報をお届けいたします。
また、同梱でお送りするＣＤで物流の勉強ができ、聞いた内容を振り
返るテストや物流用語テストで更に、物流の知識を深めることができ
ます。

現場改善に取り組んで、成果を上げている物流センターの見学会を
年間で2回(東日本1回、西日本1回)、情報交換会付きで開催いたし
ます。他社様の改善活動を肌で感じてもらえます!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。

バーチャル見学会もやります!!
大勢で訪問できない場合には、イー・ロジットスタッフが皆様を代
表して撮影してまいります。後日、ライブ配信にて現地の様子を報
告致します。

・リアルタイムで、講師に直接チャットで質問ができます。
・講師のアップ映像や身振り手振りもあり、会場さながらの臨場感。
・テロップや効果音などでちょっとしたＴＶ感覚を演出。
・アイスブレイク、振返りテスト、こまめな休憩もあり。
・これまでの丸1日かかる研修は、数時間毎に複数回に分割して受講が可能。  
 （丸1日の長時間では仕事に支障が出る方や、集中力低下が気になる方に）
＜例＞物流初級者講座は丸1日6時間または1日目・2日目・3日目で各2時間
　　  で選択可能。
・基礎講座、実践講座、資格取得講座など、レベルや目的に合った講座を自 
　由に選べます。（7ページ以降参照）＝これまでの見学先一覧＝

『DHL様(東京)、ホームロジスティクス様(川崎)、JR貨物様(札幌、東京、吹田)、共通運送様(札幌、小樽)、再春館製薬様(熊本)、
ヤマト運輸サウスゲート様(沖縄)、キタムラ様(高松)、サンコーインダストリー様(東大阪)、商船港運様(神戸)』他、多数

Service

06 コンサルタントに無料でちょっとした
相談ができます。

●「物流の在庫管理など専門領域を勉強するにはどんな本を読めばいいのだ　
　ろう?」
●「現場のパートさんの管理、棚卸の効率化、ロケーション管理はどうすれば
　効率的なんだろう?」

そんなちょっとした疑問に、イー·ロジットのコンサルタントが回答いたします。セミナー
や勉強会で名刺交換したり、話をした当社コンサルタントに気軽にメール・お電話くだ
さい。

Service

04
・講師に来てもらわなくてもライブでお請けいたします！
・グループワークもライブで取り入れています！
・新人から幹部まで、事務から現場まで、多彩な研修をご提供いたし
　ます！

【テーマ別研修の事例】
・在庫管理研修（医薬品卸Ａ社様）
・ロジスティクス管理２級３級など試験突破講座（総合物流業Ｋ社様）
・総合物流研修（文具卸Ｓ社様）
・リーダーのためのコーチング研修（製造小売業Ｍ社）他、多数

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1９,８００円　(税別)

※費用は、1法人様あたりのお値段です。見放題の「オンデマンド講座」は一口で何名様でも受けられます。
　オンラインでもリアルでも、交流会は2名様までの制限、見学会は1名様まで特別価格、戦略物流セミナー／新春セミナーは2名様まで特別価格
　になります。（2020年8月末時点）
※ご登録時に1法人様あたり初期費用30,000円(税別)が必要となります。
※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”のため登録後1年間は解約出来ません。
※海外への発送の場合、送料は別途請求となります。

この間、参加した
セミナーの

イー・ロジットの
コンサルタントに

ちょっと
聞いてみるかなー。

企業内研修もライブ配信でも講師が講義します
（クラブ限定特別割引）

Service

05 イー・ロジットの専門講座は、すべてオンラインで
受講できます（通常価格の2割～ 5割の特別割引を適用）



2021年度イー・ロジットクラブ登録企業様 特別セミナー 一覧

第21回戦略物流セミナー

毎年東京で開催し、10年連続キャンセル待ちで満員
御礼となった最新の事例を学べる戦略物流セミナー。
全国から200名以上の方が東京にお集まりいただいて
おります。情報の質が高い人脈作りをしたい100名以
上の方が、情報交換会へも出席されます。
　クラブ登録企業の皆様には、戦略物流セミナー・
新春セミナー共にCD版をお届けします。(※許可を頂
いた特別講師のCDはクラブ登録企業様のみに配布す
る非売品です。購入はできません。)会場で開催できな
い場合は、ライブ配信を企画しております。

開催日：2021年10月20日（水） / 開催場所：アキバプラザ / １回当りの時間：5時間

毎月3回社内で学べる講師サポート付オンライン３講座

イー・ロジットのオンラインセミナーは3年の実績があ
ります！2018年より開始したオンラインセミナーのノウ
ハウを活かし、すべての講座をオンラインで配信しま
す。
リアルタイムで講師とのチャットでの質問などのやり取
り、講座終了後はテストによる振り返りで効果的な学
習ができます。
更に物流現場講座・リーダーシップ講座・レベルアッ
プ講座のオンライン3シリーズは毎月新規タイトルが
アップされ、登録企業様は何人でもいつでもどこでも
無料で視聴できます。尚ネット環境がない企業様にも
CD講座を毎月お送りします。

開催日：毎月第１週火曜日10:00 ～ /開催場所：ライブ受講/受講時間：30分程度

登録企業様価格 無料　（一般価格 10,000円）

登録企業
無料

交通費をかけずに聞けます。

ここでしか聞けない情報を
ご参加の皆様にたくさんお届けいたします

私たちコンサルタントがCD収録しています

第14回新春セミナー

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。
もちろん、こちらも終了後は全クラブ登録企業様にCD
をお届け。いつ、どんな時でも著名な講師のパワフル
なメッセージを聞くことができます。
また、クラブ登録企業様のみが参加できる物流セッ
ションとして、特別ゲストを招いての対談トークと食事
付き新春パーティーで、人脈を広げるチャンスにつな
がります。(※許可を頂いた特別講師CDはクラブ登録
企業様のみに配布します。一般への販売はいたしませ
ん。)会場で開催できない場合は、ライブ配信を企画
しております。

開催日：2022年2月15日（火） / 開催場所：アキバプラザ / １回当りの時間：5時間

（一般価格 1人目:29,000円/人 2人目:18,000円/人 3人目以降:13,000円/人【ライブ参加】後日、ご案内）

【現地参加】1人目:情報交換会費用込10,000円　2人目:情報交換会費用込9,000円/人【ライブ参加】後日、ご案内
　　　　　3人目以降:情報交換会費用込8,000円/人

第32回、第33回他社から学ぶ物流見学会

勉強や改善の参考になる！他社の物流施設見学会！物
流改善に取り組んで、成果を上げている物流センター
などの見学会を随時開催いたします。
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。優れた現場管理や人材育成、
環境にやさしい設備を備える物流センターや工場の仕
組みを直接見学できます。
大勢での訪問が難しい場合でもバーチャルでの見学会
を開催いたします。

【現地参加】1人目:情報交換会費用込7,000円/人　2人目以降:情報交換会費用込17,000円/人
【バーチャル参加】後日、ご案内
（一般価格【現地参加】1人目以降:情報交換会費用込30,000円/人【バーチャル参加】後日、ご案内)

全国から参加者が集まります 新年最初の本セミナーで
この1年の物流の行方をお話します

価格は税別表示です。

開催日：調整中 / 開催場所：見学先またはバーチャル見学

【現地参加】2人まで:情報交換会費用込10,000円　3人目以降:情報交換会費用込10,000円/人【ライブ参加】後日、ご案内

（一般価格【現地参加】1人目:18,000円/人 2人目:13,000円/人 3人目以降:9,000円/人【ライブ参加】後日、ご案内） ※情報交換会への参加は
   クラブ登録企業様のみです

※情報交換会への参加は
   クラブ登録企業様のみです



価格は税別表示です。

2021年度イー・ロジットクラブ登録企業様 特別セミナー 一覧

見学予定外の最先端施設情報もキャッチしながら回ります

第10回、11回、12回海外流通＆物流視察ツアー

代表角井が企画する毎年満員御礼の最先端の海外の
流通と物流を、現地で直接学ぶツアーです。参加者の
希望に応じて臨機応変に、しかも当日に予定変更する
ことさえあり、柔軟な対応がとても喜ばれるツアーで
す！また、他ツアーにはない事前＆復習セミナー、米国
文化を知るための体験オプション、フードデリバリー
体験、オムニチャネル体験、Amazon Goでの買い物
体験も毎回開催しますので、初めての方でも200%学
べます！ ぜひ、お申込みください！★このツアー以外
にも招待制の米国ＶＩＰツアーがあります！★

開催日：調整中
開催場所：現地

昨年実績①778,000円/人②701,810円/人③288,000円/人
（一般価格 1名:778,000円/人　昨年実績）

①シカゴ編 ②シアトル・ラスベガス編 ③中国編

ご来場できない方々のために、ライブ中継を同時に、また後日再放送行います

第 5期角井亮一の物流戦略講座（全5回）

代表角井が主催する夜間セミナー。全５回にわたり「す
ごい物流戦略の企業」を講義します。
PHP新書「すごい物流戦略」でもケースとしてとりあげ
たAMAZON・DHL・ニトリ・アイリスオーヤマ・
ZARAや、アリババグループ（菜鳥、盒馬鮮生など）、
アスクルなどの最先端の物流戦略や、最新のオム二
チャネル事例を学べます！また角井考案のフレーム
ワーク４Cを使って、チームでワークを行いますので、
物流で成長する企業の物流戦略をより深く学んでいた
だきます。

開催日：①2021年11月②2021年12月③2022年1月④2022年2月⑤2022年3月
開催場所：東京SR / １回当りの時間:2時間

1名:48,000円/人　 ※ディスカッションでのピザ＆ビール込
（一般価格 55,000円/人）　※ディスカッションでのピザ＆ビール込

第14期物流改善研究会（丸1日×全4回）ZOOM対応

次のリーダーを担う人材を大きく成長させる少人数制（４～
５名）の物流改善研究会で、４回の講座に参加することで、
上司の前で改善プレゼンができる人材に育っていきます。成
長の証として、一人一人のプレゼン評価を、派遣責任者様へ
お渡しいたします。座学で改善や管理手法を学ぶだけでな
く、希望者には、実際の現場にコンサルタントが足を運んで、
改善の進め方やプレゼン資料の作成方法、発表方法などを
一人一人に指導いたします。そして最終回の改善発表大会の
場で、その成果を受講生全員が発表し合います。他社の改
善手法や頑張りを実感していただけますし、受講生同士の
横の繋がりもできますので、モチベーションが上がります。
特典として、10月に開催する戦略物流セミナーなどへ、イー・
ロジットクラブ価格にて参加ができます。本講座は少人数制
のため、セミナールームで講義が受けられます。

開催日：①2021年 5月27日（木）　丸1日講座＆キックオフ 
　　　 ②2021年 7月15日（木）　改善事例講義＆イー・ロジット倉庫バーチャル見学会
          ③2021年 9月 8日（水）　驚くほど現場が変わる物流ＩＥを学ぶ
　　　 ④2021年11月18日（木）　改善発表大会

1名:48,000円/人 ※ディスカッションでのピザ＆ビール込
（一般価格 55,000円/人）

第98回丸１日物流初級者講座　 第99回３分割物流初級者講座
第100回丸１日物流初級者講座　第101回３分割物流初級者講座

開催日：第98回 2021年4月8日（木）第99回 2021年4月14日（水）～
　　　　第100回 2021年5月12日（水）第101回 2021年5月20日（木）～

1名:11,000円/人
（一般価格 21,000円/人　昨年実績）

※書籍代含む

毎年大勢の新人や新任の部長・管理者が参加して下
さる｢物流初級者講座｣。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２０００人以上が
受講しました。★春と秋の講座があります★

受講者全員に
関連書籍を配布



第11期ロジスティクスオペレーション
3級クラス養成講座（全6回）

ロジスティクスオペレーション2級クラス養成講座（全6回）

物流の現場に必要な知識を体系的に学びます。物流初級者講
座を受けた後に、更なる物流知識習得に最適な講座です。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、全員合格を目指し
たサポート指導を行います。更に過去問題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やその候補者の
方に最適な内容です。

対象：物流センター課長クラスの方、物流管理ご担当者に最適
・各社発展に寄与する物流を目指します
・迅速安全、高品質な現場を目指します
・豊富な副教材を用います
・ロジオペ2級合格を目指します
・毎週火曜にライブ配信を行い、同週土曜に再配信いたします
火曜日に仕事で参加出来なかったは、土曜日の再配信がご覧になれます
ので、忙しい方でも安心。試験突破は勿論、実務に即役立つ専門知識の
深い理解を目指します。

対象：管理部門の課長クラス、物流企画ご担当者に最適
・マーケティング発想を取り入れます 
・経営戦略視線を取り入れます 
・競争力ある物流を目指します 
・ロジ管理２級合格を目指します
・毎週火曜にライブ配信を行い、同週土曜に再配信いたします
火曜日に仕事で参加出来なかったは、土曜日の再配信がご覧になれます
ので、忙しい方でも安心。実践的なアイデアに基づき実用的で幅広い専
門知識の深い理解を目指します。

物流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。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、全員格を目指したサ
ポート指導を行います。更に過去問題で苦手分野の克服をして
合格を勝ち取ります。忙しい管理部門の皆様のために、３ヶ月で
必須単元を５回に分散して集中して学ぶため、業務に支障なくロ
ジスティクスを学べます。

改善効果を見える化するコスト算出スキルを徹底的に磨きます。
物流企業は荷主企業がコストを意識する理由がわかり、荷主企
業は物流原価の仕組みが理解できます。また演習を通し物流コ
スト表を作成する事で、自社の物流コストの算出ができるように
なります。更に、100例以上のコスト改善事例を学べますので、
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。

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ます。
また、演習やワークショップを通じて楽しく学べる講座ですので、
全国から多数の申込みがある人気の講座です。物流改善研究
会参加者必須参加です。

開催日：①2021年5月25日（火）②2021年6月15日（火）
③2021年7月6日（火）④2021年7月27日（火）⑤2021年8月24日（火）
⑥2021年9月7日（火）/オンライン各6時間　再配信：開催日翌週予定

開催日：①2021年10月5日（火）②2021年10月26日（火）
③2021年11月16日（火）④2021年12月7日（火）
⑤2022年1月11日（火）/オンライン各6時間　再配信：開催日翌週予定

開催日：2021年11月10日（水）/オンライン8時間 開催日：東京SR 202１年5月27日（木）/6時間

第16回丸1日・物流改善の
進め方

第26回丸1日・物流コスト算出と
改善事例セミナー

第4回物流ＩＥで現場改善体験講座 第8回KPIによる物流改革

対象：現場リーダー、マネージャー
・数値管理に強くなります
・目標が立てやすくなります
・進捗管理で遅れが出なくなります
・進捗評価がしやすくなります
・基礎から分り易く講義します

対象：物流センター長及び物流改善ご担当者様

ＩＥ七つ道具の現場への導入で、大きな効果が
得られることを学びます。

ＫＰＩを専門で登壇してこられた講師から、その
神髄や事例を学びます。

・数値で学習し変化を体得できます
・ワークショップで改善実感を得ます
・改善手法のネタが沢山学べます
・定点観測で数値取り方法を学びます
・専門講師がみっちりと教えます

※価格は税別表示です。　※開催日は講師や会場の都合により、変更になることがあります。 

登録企業価格   72,000円/人 ※試験料6200円、書籍2,900円含む

一般価格   108,000円/人 ※試験料6200円、書籍2,900円含む

登録企業価格   60,000円/人
一般価格   90 ,000円/人 ※試験料6200円、書籍2,900円含む

※試験料6200円、書籍2,900円含む 登録企業価格 1名:15,000円/人  2名以降:12,000円/人 登録企業価格 24,000円/人
一般価格  35,000円/人一般価格  1名:20,000円/人  2名以降:16,000円/人 ※受講者全員に角井亮一著の書籍

　｢物流改善の進め方｣を配布

※書籍代含む

登録企業価格：90,000円/人

開催日：2021年9月8日（水）/オンライン6時間

登録企業価格　22 ,0 00円/人
一般価格　  28 ,0 0 0円/人

開催日：2021年9月15日（水）/オンライン6時間

登録企業価格　14 ,0 00円/人
一般価格　  20 ,0 0 0円/人一般価格：126,000円/人

登録企業価格：90,000円/人
一般価格：126,000円/人

第14期ロジスティクス管理
3級クラス養成講座（全5回）

開催日：①2021年9月28日（火）②2021年10月12日（火）③2021年11月9日（火）
④2021年11月30日（火）⑤2022年12月14日（火）⑥2022年1月18日（火）
オンライン各6時間　再配信：同週土曜日予定

開催日：①2021年6月8日（火）②2021年6月22日（火）③2021年7月13日（火）
④2021年8月3日（火）⑤2021年8月31日（火）⑥2021年9月14日（火）
オンライン各6時間　再配信：同週土曜日予定

第4回ロジスティクス管理2級クラス養成講座（全6回）

※試験料7,700円、書籍2,900円含む
※試験料7,700円、書籍2,900円含む

※試験料7,700円、書籍2,900円含む
※試験料7,700円、書籍2,900円含む

第2回新入社員の基礎研修～ビジネスマナー＆タイムマネジメント～

対象：国際物流の仕組みを１から学びたい方
・貿易の仕組みが体系的に学べます
・必要な書類を分り易く説明します
・国際物流用語を分り易く解説します
・多彩なコストダウン事例が学べます
・様 な々リスクヘッジを学びます
実務経験講師が教える丸１日で国際物流と貿易の基礎を学べる講座で
す。

登録企業価格：8,000円/人
一般価格：12,000円/人

登録企業価格：10,000円/人
一般価格：20,000円/人

開催日：2021年4月6日（火）
オンライン4時間　再配信：同週土曜日予定

開催日：2021年6月16日（水）
オンライン6時間　再配信：同週土曜日予定

第4回よくわかる貿易＆国際物流のしくみ

対象：2021年度ご入社の新入社員様に
・接遇、敬語、文章、マナーを学んでいただきます
・間違って使われがちな言葉を正していただきます
・タイムマネジメントのコツを学んでいただきます
・ＰＤＣＡの回し方を学んでいただきます
・管理上手になれる基礎を学んでいただきます
ビジネスにおけるマナーから時間管理まで、最低限の知識を、わかりや
すく丁寧に教えます。

組織が強くなる「コーチング入門」 第7回ドライバーと運行管理者のための
ヒヤリハット＆事故ゼロ対策

対象：ドライバー及び運行管理者
・ドライバーの使命を正しく学びます
・ヒヤリハットの防止策を学びます
・事故映像で事故予防策を考えます
・運行管理者の原点から学びます
・事故予防に必要な声掛けを学びます

対象：上司、リーダー問わず人材強化の
          コミュニケーションが学びたい方

コーチングを学び実践することで、グループを
纏め、組織力をアップします。

安全策を再度確認することにより、事故撲滅に
取り組む機会を与えます。

・コーチングを基礎から学びます
・コミュニケーション力を上げます
・部下の成績を上げるコツを学びます
・目標設定から達成までに必要なことを学びます
・実際の課題を元に体得します

開催日：2021年6月29日（火）/東京SR3時間

登録企業価格　   5 ,0 0 0円/人
一般価格　  10 ,0 0 0円/人

開催日：2022年2月3日（木）2022年2月4日（金）/
　　　　オンライン各6時間

登録企業価格　14 ,0 00円/人
一般価格　  20 ,0 0 0円/人

第10回ワークで学ぶ「5S」実践講座

対象：5Ｓを導入または継続させたい企業様
・５Ｓが続かない理由を解説
・５Ｓが続くちょっとした活動を学ぶ
・実践中の企業事例を学ぶ
・もったいない＆断捨離を学ぶ
・業務のムダも無くなることを学ぶ
５Ｓが徹底できている会社は爽やかで業績が
良い。その５Ｓの神髄を学ぶ。

開催日：2022年2月22日（火）/オンライン6時間

登録企業価格　14 ,0 00円/人
一般価格　  20 ,0 0 0円/人

対象：受験をされる方、運行管理者補差の方
・試験のポイントを解説します
・煩わしい計算問題の解き方を学びます
・労基法関連設問も分り易く教えます
・運行管理の大きな目的は１つです
・試験の意図を掴んで解きやすくします
試験突破はもちろん、運管の仕事を学び直す
ことを目的に丸1日講義します。

開催日：2022年2月5日（土）/ オンライン6時間

登録企業価格　10,0 00円/人
一般価格　  20 ,0 0 0円/人

第16回運行管理者試験対策講座


