『無料物流人財育成セミナー』
～明日からあなたの会社の人財育成が変わる！～
物流のプロフェッショナルを育てる最短の方法は、とにかくたくさんの事例を学ぶ
こと。そして、良い事例を真似ること。しかし、『基本』（基礎知識と考える力）
がなければ、良い事例を真似ることもできません。多くの会社が陥っているポイン
ト。それは学ぶ材料も少なく、学び方、学ばせ方が分からないからなのです・・

■あなたの会社で下記のようなことにお悩みでしたら、
ぜひご参加ください！！必ず、お役に立てると思います。
１．社員の物流現場管理能力があがらない。
２．社員に自発的に外部に出て勉強してほしいが外にでない
３．物流改善ノウハウをもった人材がいない
４．物流現場リーダーが育たない
５．物流現場に人がなかなか定着しない
2015年
６．物流現場マニュアルを作ろうと思うのだか、結局できていない・・・
７．在庫があふれ、どれだけ在庫があるか把握できない
８．誤発注や誤配送のミスが多く、顧客からのクレームに困っている
９．リーダーや中堅社員がすぐに辞めてしまい、ノウハウがたまらない
１０．経験・勘・度胸（KKD)での物流現場管理になっている
１１．仕事が多くても少なくても、終わる時間が同じで、残業が多い
１２．人材を募集しても、ほとんど人が集まらない・・・

■プレゼント１

参加者特典！

●セブン&アイ・ホールディングス、ヤマトホールディングス、
ニトリホールディングス、ジャパネットたかた、三越伊勢丹
2015年
ビジネス・サポート、パタゴニア日本支社の6社の各トップ
に当社代表の角井が取材、人材開発・人材育成のポイン
トをつまびらかにする。人材での悩み事、お困り事を解決
できるヒントを満載。【定価１，５００円（税別）】

■プレゼント２

参加者特典！

●最新セミナー講義CDを
プレゼント【定価１０，０００円（税別）】
●弊社代表の角井亮一が語る
2015年
１．MANABIMASU（メモを取る、アンテナを立てる、学びをシェアする）
２．物流を軸に戦略を見直す時がきた！
３．職場環境づくり
４．心に込める誓いの言葉が人を育てる
運営◆株式会社イー・ロジット セミナー担当：清水・宮野 お問合せ☎03-5825-1720

開催会場

※会場の地図の詳細は、参加票にてご確認ください。

●東日本地域：担当講師 イー・ロジット コンサルタント 教育責任者 清水 一成
開催地

日にち

定 員

時 間

場 所

１．つくば

２月１７日（水）

２４名

１３：３０～１６：００

つくば国際会議場 小会議室４０１

２．福島

２月１８日（木）

２４名

１３：３０～１６：００

コラッセふくしま ４階 ４０２Ｂ

３．仙台

２月１９日（金）

２４名

１３：３０～１６：００

TKP仙台西口ビジネスセンターカンファレンスルーム６Ｂ

４．大宮

２月２３日（火）

２４名

１３：３０～１６：００

大宮駅西口 ソニックシティ 会議室 ８０９

５．札幌

２月２６日（金）

２４名

１３：３０～１６：００

TKP札幌ビジネスセンター カンファレンスルーム５Ｃ

６．横浜

３月１日（火）

２４名

１３：３０～１６：００

コンベンションルームAP横浜西口 Ｃ室

７．千葉

３月２日（水）

２４名

１３：３０～１６：００

TKPスター会議室千葉 カンファレンスルーム Ｂ１Ｂ

８．高崎

３月４日（金）

２４名

１３：３０～１６：００

高崎駅西口 白銀ビル２階 第一会議室

９．宇都宮

３月８日（火）

２４名

１３：３０～１６：００

宇都宮コンファレンスホール

１０．名古屋

３月１１日（金）

２４名

１３：３０～１６：００

イオンコンパス名古屋駅前会議室 Ｂ会議室

１１．新潟

３月１８日（金）

２４名

１３：３０～１６：００

新潟駅前カルチャーセンター ８階 ８０１号室

●西日本地域：担当講師 イー・ロジット コンサルタント 宮野 雅則
開催地

日にち

定 員

時 間

場 所

１．高松

1月29日(金)

10名

１３：３０～１６：２０

高松テルサ 207会議室

２．博多

2月18日(木)

20名

１３：３０～１６：００

リファレンス はかた近代ビル 106号

３．鹿児島

2月19日(金)

10名

１３：３０～１６：００

ＪＲ九州ホテル鹿児島 会議室C

４．金沢

2月24日(水)

10名

１３：３０～１６：００

金沢勤労者プラザ 203研修室

５．神戸

2月25日(木)

20名

１３：３０～１６：００

センタープラザ西館６階 4号室

６．京都

2月26日(金)

20名

１３：３０～１６：００

京都テルサ 第8会議室

７．広島

3月3日(木)

20名

１３：３０～１６：００

RCC文化センター 609号室

８．岡山

3月4日(金)

20名

１３：３０～１６：００

岡山国際交流センター 3F研修室

９．松江

3月10日(水)

10名

１３：３０～１６：００

松江テルサ 研修室2

講師１：角井 亮一 株式会社イー・ロジット CEO兼チーフコンサルタント
経歴：1968年10月生まれ。
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、光輝物流を経て、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。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に成長させる。
また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。
著書：表面以外に更に６冊出版済み。今年は１７冊目の出版予定。公職：日本物流学会理事、多摩大学大学院 客員教授

講師２：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、㈱ケーヨーに勤務。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。財団法人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、
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。

講師３：宮野 雅則 株式会社イー・ロジット コンサルタント
経歴：１９６８年２月生まれ。
拓殖大学外国語学部卒。大手物流会社で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。

イー・ロジットさんは、物流現場を
持って運営している会社だから
現場の人財育成や教育方法が
セミナーで話を聞いてても
わかりやすく納得できました。
あと、物流現場のパートさんの育成
など女性の活用についてもよく知っ
ているな～と感心しました。２００社
近くも参加するクラブは、利用する
価値があると感じました。

参加対象者

１．成長志向の経営者様
２．物流を変えたい経営層の皆様
３．物流担当役員
４．部長クラスの皆様
５．社員教育を変えたい人事責任者様

物流現場の人材育成がな
かなかうまくいかなくて、
採用しては辞めて、また
採用しての繰り返しでし
た。物流人財育成セミ
ナーに参加したおかげで
他社がどんな教育をして
現場のモチベーションを
上げているかなどよくわ
かったよ。

『物流人財育成セミナー』
～明日からあなたの会社の人財育成が変わる～
■プログラム一部紹介
１．物流現場最前線
・物流現場に人が集まらなくなっている
・運送業界では高卒者の奪い合い
・就活は社会を映す鏡？

■参加者にはもれなくプレゼント（12,000円相当）
『人が育つ素敵な会社』 １冊プレゼント
～成長企業に共通するのは「儲け」よりも「人」～
著者：当社代表 角井 亮一2015年
財界出版【１５００円（税別）】

・入りたいのは休める会社？
・若い人が過労死する現場もある

『人が育つ素敵な会社になろう』 講演CD１本プレゼント
～今こそ人材育成ができる企業が生き残る～
講師：当社代表 角井 亮一 【１０，０００円（税別）】

・仕事を任せられる人財がいない
２．最近の物流企業の人財育成問題
・感触に心を病む人が増えている

2015年

・今と昔の教育の違い

■セミナー受講料

・怒ったらすぐ辞める病とは・
・なぜ、3年で転職するのか？

価格は税込み表示です

・管理者の悩みは深い・・・
・人生も仕事もいつからでもやり直せる
３．物流現場人財育成のステップ

おひとり様

イー・ロジットクラブ会員様
上記以外のお客様

・始める前の段取り
・楽しくない講義とは？
・底でしか学べない動機とは・
・マンネリ教育はいらない
・アクセれレイテッドラーにグとは

etc

参加者限定相談会

無料

無料

2015年
無料

無料

※定員を超える場合、会場を変更することがあります。
※お申し込み時点で定員に達している等の理由により、お申込みいただけない場合があります。
※セミナー名、開催日、プログラム、受講料等が予告なく変更になる場合があります。
※キャンセル料は、開催日の３営業日前に達した時点から、受講料の１００％を頂戴いたします。
※代理出席は受付いたします。

受講申込用紙 申込はホームページまたはFAXにて
お申込みは２名様までとさせていただきます

ＦＡＸ：０３－３５２７－１２１４へ

御社名
お申込者様
住所

＜イー･ロジットクラブ会員企業の方は✔→□ ＞
（〒

－

） ご希望の参加会場をご記入下さい⇒（

ＦＡＸ

ＴＥＬ

様

お申込者様

2015年

部署
御役職

e-mail

様

ご参加者１
e-mail

様

ご参加者２

□同上は✔

部署

□同上は✔

□同上は✔

御役職

□同上は✔

部署
御役職

e-mail

無料相談

）

□希望する

←ご希望の方は✔後、ＦＡＸでお申し込み下さい。ＷＥＢでの受付項目はありません。

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 戸村俊洋。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

