
□日本ロジスティクスシステム協会 会員

※該当欄の□にレ印を入れてください。

ふりがな

ふりがな

物流現場の身近な改善の成果を発表しましょう！！
上記会員外

１２，９６０円／１名
(12,000円＋消費税960円)

参加定員 ８０名（申込先着順）

参加料金

日本ロジスティクスシステム協会(JILS) 会員
  ７，５６０円／１名

(7,000円＋消費税560円)

申込み

お願い

会場

下記の申込用紙に必要事項を明記のうえ、FAXまたはe-mailにて事務局までお申し込みください。
●参加者へ「参加証」と「請求書」を参加日の約１週間前までにお送りいたします。
 （参加証と請求書は参加者①の方宛にまとめてお送りいたします。）
　お手元に届かない場合には、ご連絡をお願いいたします。
●開催間近のお申し込みについては、参加証をFAXにてお送りいたします。
●請求書を発行いたしますので、指定の銀行口座にお振り込みください。
 （当日現金のお取り扱いはいたしておりませんのでご了承ください。）
●お支払いは、原則として開催前日までにお願い申しあげます。
 （開催後になる場合は、支払予定日欄に記載してください。）
●振込手数料は、お客様にてご負担願います。
●参加申込締切日：2017年2月14日(火)

●参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。なお、代理の方のご出席も不可能な場合は、下記の規定により、キャ
ンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
【キャンセル規定】
●開催７日前～前々日（開催日初日を含まず起算）...参加料（消費税を除く）の３０％
●開催前日および当日...参加料（原則として消費税を除く）の全額
（注）キャンセルは、FAXでのご連絡のみ申し受けます。

FAX:06-4797-2071 「九州物流改善事例発表会 ２０１７」参加申込書

お会社名

□会員外

ＴＥＬ ＦＡＸ

ＴＥＬ ＦＡＸ
e-mail：

所属
役職

リファレンス駅東ビル貸会議室 ５階会議室「Ｖ－１」（博多駅筑紫口から徒歩5分）
福岡市博多区博多駅東1丁目16-14リファレンス駅東ビル TEL 092-432-0058

個人情報のお取り扱いについて
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は、当協会のプライバシーポリシー(http://www. logistics .or.jp/privacy.pdf)をご覧ください。
なお、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、本発表会に関する確認・連絡・受講者名簿の作成および当協会主催の関連催し物のご案内をお送りする際に利用させていただきます。

＜協会への連絡事項＞九州運輸振興センター

支払い予定日             月       日
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ＴＥＬ ＦＡＸ
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「九州物流改善事例発表会 ２０１７」参加申込について 

●会  場：リファレンス駅東ビル貸会議室 ５階会議室「Ｖ－１」 

           福岡市博多区博多駅東1丁目16-14（博多駅 筑紫口徒歩５分） 

●開催日：２０１７年２月２１日(火) １３：１５～１７：３５ 

九州物流改善事例発表会 ２０１７  プログラム 

  物流現場における人材確保が困難になっている現在、限られた人数で最大限の生産性を維持、向

上させるために、従来にも増して物流現場における改善活動が重要な取組テーマとなっております。 

  公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 九州ロジスティクス委員会では、九州･山口地域に

おける物流現場改善のノウハウやヒントを共有する場として第３回目となる「九州物流改善事例発表

会」を開催いたします。今回は9事例／8社からの発表がございます。関係各位の積極的なご参加をお

待ちしております。 

九州物流改善事例発表会 ２０１６ 会場風景 

◆事務局･お問合せ先◆公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 関西支部 

〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー19階 

TEL:06-4797-2070 FAX:06-4797-2071  e-mail:kansai@logistics.or.jp 

http://www.logistics.or.jp/ 

MA1672(2/21開催) 

http://www.logistics.or.jp/index.html


敬称略･2016年11月30日時点

※発表者、テーマは都合により変更になる場合がございます。
※進行状況により、時間が前後する場合がございます。

九州物流改善事例発表会 ２０１７  プログラム 

1 委 員 長 仲　  宏敏 ＴＯＴＯ(株)　上席執行役員　物流本部　本部長 10 委　 員 荒川　孝司 三和酒類(株)　製品物流部　部長

2 副委員長 髙田　  仁 九州大学　大学院　経済学研究院　教授 11 〃 秋本  　委 西部電機(株)　マテハン事業部　生産部長

3 〃 宮嵜  　務 ヤマエ久野(株)　物流部　部長 12 〃 中山　弘二 東芝ロジスティクス(株)　九州ロジセンター　センター長

4 委　 員 髙田　智一 アサヒロジ(株)　西日本支社　営業部　部長 13 〃 松並　孝行 (株)トクヤマロジスティクス　取締役 営業本部長

5 〃 井戸　清幸 臼杵運送(株)　執行役員　福岡統括支店長 14 〃 吉冨　秀介 中川運輸(株)　代表取締役社長

6 〃 石ケ森 通安 (株)九倉　代表取締役社長 15 〃 飛永　哲郎 日本通運(株)　福岡支店　九州営業部　部長

7 〃 山下　栄久
久留米運送(株)　
代表取締役専務 北部九州地区本部長

16 〃 髙崎　一男
(株)博運社　常務取締役 福岡１部統括長 兼 
 第３ターミナル営業室長

8 〃 石原　雅司
コカ・コーラウエスト(株)　
ＳＣＭ統括部　ＳＣＭ推進部長

17 〃 福永　重美
(株)松岡　物流事業部　取締役物流管理部長 兼　
 ＬＣマネジメント部長

9 〃 佐藤　栄磨 (株)サトウロジック　代表取締役社長 18 〃 町田 洋一郎 (株)安川ロジステック　企画部長

九州ロジスティクス委員会 委員一覧 

JILSの九州･山口地域での活動については、以下のURLをご参照ください。 
http://www.logistics.or.jp/subdivision/index.html 

13:30～13:50

発表事例-1

船舶･ＪＲを使用したモーダルシフトの推進

株式会社トクヤマロジスティクス 営業企画部 三宅 あや 氏
荷主企業工場集約化に伴い、製造出荷体制の再構築を実施。環境負荷が小さく、慢性的なトラックドライバー不足ヘの解決策とし
て、JR輸送、船舶輸送ヘのモーダルシフトを図り、国土交通省平成27年度モーダルシフト等推進事業補助対象事業者認定。年間
1,464.4tのC02削減を達成。

13:15～13:20

開会挨拶

仲   宏敏　氏  九州ロジスティクス委員会　委員長
               ＴＯＴＯ株式会社　上席執行役員　物流本部　本部長

13:20～13:30 発表企業紹介

13:50～14:10

発表事例-2

北部九州地区における配送シフト組替による労務時間およびコスト削減

株式会社九倉 運輸事業本部 本社運輸部 課長 柿野 嘉登 氏
出荷時間、商品属性が異なる貨物を仕向地と乗務員別に３交代シフトによる配車を組んでいたところ①拘束時間増②残業費増③コン
プライアンス違反の温床となっていた。出荷時間、商品属性を混成し、乗務員別の3チームのローテーション制に変更。一直シフトに
切り替え、①～③を改善、荷主のコストダウンにも貢献。

14:10～14:30

発表事例-3

積み込み応援による配送効率化について

ヤマエ久野株式会社 物流佐賀支店 係長 野口 善史 氏
当事業所では、量販店向けにトラックにて配送を行っている。コスト削減の為、トラックの1台あたりの配達店舗数を増やし台数を減
らす取組みを行ってきたが、店舗の納品締切時間の都合上、台数を削減できずにいた。今回、作業方法を変更し、センター滞留時間
を減らし、車両台数削減を行った改善を報告する。

14:30～14:35 質疑

14:35～14:45 休憩

14:45～15:05

発表事例-4

ネステナーを利用した保管効率の向上

三菱倉庫株式会社 福岡支店 中央埠頭営業所 所長 柏原 憲博 氏
通常はリーチフォークで作業するところを、通路幅を狭くして入出庫にラックフォークやピッカーを利用することで、保管効率を向
上させた。

15:45～15:50 質疑

15:50～16:00 休憩

15:05～15:25

発表事例-5

パレタイザートラブル撲滅によるライン稼働率向上の取組み

三和酒類株式会社 製品物流部 清永 大智 氏、戸田 成美 氏
充填工程の最終工程であるパレタイザーでのトラブルが減らず、出来上がった商品を他の物流倉庫へ移動する配送スケジュールに少
なからず影響を与えていた。そこでパレタイザーの「積込部」と「移載部」の２ヵ所においてトラブルの真の原因を究明し、改善を
行うことでライン稼働率を向上することができた。

15:25～15:45

発表事例-6

先進ＩＴ活用による物流センターの現場改善

ＴＯＴＯ株式会社 グローバル物流技術開発グループ 平櫻 興生 氏
従来、物流センターのレイアウト変更において、検討した複数案から選定する際に考慮するパラメータが多く合理的に選定すること
が難しかった。今回、シミュレーションソフトの活用に独自の工夫をすることで効果予測の精度を高めることが出来た。また、本推
進の中で付随的に判明した現場課題の改善事例についても紹介する。

16:00～16:20

発表事例-7

倉庫部門の採算向上

アサヒロジ株式会社 西日本支社広島営業所 班長 福中 康顕 氏
昨年倉庫保管スペース確保に困難を極め、保管荷物を泣く泣く手放してしまった。獲得できなかった荷物を取り戻すことを行動目標
とし、各荷物の在庫推移から在庫量を推測、倉庫保管方法の改善をおこなったことにより倉庫スペースを確保＝「倉庫部門採算向
上」へ繋げた。

16:20～16:40

発表事例-8

運行部門による新規事業への挑戦と改善報告

株式会社九州丸和ロジスティクス 業務営業部 係長 郷原 良和 氏
これまで庫内業務を経験したことのないドライバー職中心の事業所が、ビューティー商材を扱う庫内業務を受託。基幹センターから
の応援を受けながら、業務を立ち上げ、改善活動に取り組んだ。稼働前の勉強会開催や、当社独自の改善提案制度を活用した庫内や
運行業務での改善を図ることによって安定稼働とコスト削減を果たした。

16:40～17:00

発表事例-9

ＤＣにおける協力企業との新たな協業による改善

ＴＯＴＯ株式会社 小倉物流製品課 係長 谷口 友好 氏
物流現場を請負っている協力企業と荷主企業の協業による物流現場改善活動を推進した。そのなかで協力企業からの指摘・提案制度
や協力企業の表彰制度によってWIN-WINの関係を強化し、安全・品質・生産性の向上を図った。

17:00～17:05 質疑

17:05～17:15

記念品授与

仲   宏敏　氏  九州ロジスティクス委員会　委員長
               ＴＯＴＯ株式会社　上席執行役員　物流本部　本部長

17:15～17:35

講評

福田  晴仁 氏
西南学院大学 商学部 教授


