
 

 

 

＜物流子会社経営者のための＞ 

 

２０１８年度 

第３６回 物流子会社懇話会 

参加企業募集のご案内 
 

 

 

 

 

 

■会  期 

２０１８年４月～２０１９年３月 全１１会合 

毎月１回（１４：００～１７：００） 

※第１回会合日【２０１８年４月１０日（火）】 
 

■会  場 

浜松町東京會舘 「チェリールーム」他 

東京都港区浜松町２－４－１ 世界貿易センタービル３９階 

 

■対  象 

製造業、流通業の物流子会社・物流管理会社の 

経営者・経営幹部（役員クラス）の方  々

※募集企業数 【７５社】 

※登   録 【１社２名まで登録可能】 
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＜特徴＞ 

・物流子会社各社のトップマネジメントとの人脈形成が可能です。 

・各社の経営課題を共有し、課題解決のためのヒント、方策が得られます。 

・トップ同士の意思決定の早さがビジネスチャンスを拡げます。 

参 考 資 料 

 

【グループによる情報交流】 

参加企業を７つのグループに編成しております。メンバーの皆様は通常会合

の日程に合わせ、毎月グループ毎にメンバー各社の施設見学、意見交換･情報

交流会を実施し、相互に懇親を深め、ヒューマンネットワークの構築や自社

の課題解決等に役立てていらっしゃいます。 

 

＜『物流子会社懇話会』の詳細は、3頁以降の資料をご覧ください。＞ 

～物流子会社のトップマネジメントによる定期会合～ 

物流子会社懇話会のご案内 

【前回】２０１７年度 物流子会社懇話会 参加者役職 

※参加者 ７４社 １４７名登録 
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参 考 資 料  
 

＜【前回】２０１７年度『第３５回物流子会社懇話会』参加企業一覧＞ 
 

（74 社 社名 50音順） 

No. 会 社 名 No. 会 社 名 

1 アサヒロジ(株) 38 (株)ＤＮＰロジスティクス 

2 味の素物流(株) 39 東芝ロジスティクス(株) 

3 (株)アルプス物流 40 

 

東洋ガラス物流(株) 

4 エア･ウォーター物流(株) 41 東洋メビウス(株) 

5 ＡＮＡエアロサプライシステム(株) 42 TOTOロジコム(株) 

6 ＳＴ物流サービス(株) 43 (株)トクヤマロジスティクス 

7 ＮＳＫロジスティックス(株) 44 トッパン・フォームズ・サービス(株) 

8 (株)ＮＴＴロジスコ 45 凸版物流(株) 

9 (株)エバラ物流 46 (株)トランザップ ジャパン 

10 王子物流(株) 47 浪速通運(株) 

11 (株)オカムラ物流 48 新潟輸送(株) 

12 (株)ＯＫＩプロサーブ 49 西川ロジスティクス(株) 

13 花王ロジスティクス(株) 50 西日本エア･ウォーター物流(株) 

14 カゴメ物流サービス(株) 51 ニックフレート(株) 

15 (株)紀文フレッシュシステム 52 ニッコー・ロジスティクス(株) 

16 共同物流(株) 53 日触物流(株) 

17 クリナップロジスティクス(株) 54 日清物流(株) 

18 (株)ケー・シー・エス 55 日本アルコール物流(株) 

19 ケービーエスクボタ(株) 56 日本製紙物流(株) 

20 コイズミ物流(株) 57 ハウス物流サービス(株) 

21 幸楽輸送(株) 58 (株)バンダイロジパル 

22 (株)コクヨロジテム 59 (株)バンテック 

23 コマツ物流(株) 60 東日本エア･ウォーター物流(株) 

24 サンデン物流(株) 61 (株)富士エコー 

25 ＣＳロジスティクス(株) 62 富士フイルムロジスティックス(株) 

26 (株)ジェイアール西日本マルニックス 63 ブラザーロジテック(株) 

27 ＪＰロジネット(株) 64 プラスロジスティクス(株) 

28 四国運輸(株) 65 マツダロジスティクス(株) 

29 神鋼物流(株) 66 (株)三越伊勢丹ビジネス･サポート 

30 住化ロジスティクス(株) 67 三菱ケミカル物流(株) 

31 全農物流(株) 68 ヤクルトロジスティクス(株) 

32 総武物流(株) 69 (株)安川ロジステック 

33 ダイセル物流(株) 70 (株)山定物流 

34 大和物流(株) 71 山村ロジスティクス(株) 

35 タカラ物流システム(株) 72 リコーロジスティクス(株) 

36 ＴＳネットワーク(株) 73 リズムサービス(株) 

37 

 
(株)ＤＳＰ物流サービス 74 

 
ワコール流通(株) 
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開催要領 

１．開催目的 

 本懇話会は、物流管理会社、物流子会社の抱えている経営管理全般についての問題や

課題をとりあげ、その対策や解決方法についてメンバーが相互に意見交換と積極的な

情報交流を行い、物流革新の推進を担う物流子会社、物流管理会社のあるべき方向を

探ることをねらいとしています。 

 

２．参加対象 

 参加対象は原則として製造業、流通業の物流子会社・物流管理会社の経営者、経営幹

部（役員クラス）の方々とさせていただきます。 

募集企業数【７５社】（１社２名までご登録・ご参加が可能です。） 

 

３．会  期 

【日  程】２０１８年４月～２０１９年３月 

（８月を除く毎月１回開催。全１１回。4頁の「開催日程（案）」をご参照ください。） 

【開催時間】１４：００～１７：００ 

      ※合宿会合の場合は開催時間が異なります。 

 

４．会  場 

◆浜松町東京會舘  

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル ３９階チェリールーム ほか 

※会場は都合により、変更になる場合があります。 

◆ロジスティクス施設見学（５月･１０月に合宿形式で首都圏以外の地域で開催予定。） 

 

５．物流子会社懇話会のプログラムについて 

 1)毎月１回開催（８月休会） 

キックオフミーティング（第１回会合）、講演会合（６月度）、通常会合７回、 

合宿会合２回（５月、１０月開催）全１１回開催。【４頁、開催日程(案)参照】 

  2)クローズド制（発表内容オフレコ）のラウンドテーブル方式。 

  3)参加者相互の活発な意見交流の場とすることがねらいですので、参加者全員が、 

   情報の"GIVE AND TAKE" の姿勢で臨んでいただくのが基本です。 

  4)全参加者を７グループに編成し、各グループでテーマ設定し、相互の情報交流を通

して研究、検討を行います。（研究内容は通常会合にて各グループ持ち回りで発表。） 

  5)適宜、メンバーの懇親と交流の場を設けます。 

  6)テーマによっては、有志の自主運営による分科会を設置します。 

   ※討議テーマは、参加者のご要望を取り入れて決定させていただきます。 

 

６．人材育成分科会 

  物流子会社懇話会では、本会合のもとに「人事育成担当部門」の方が定期的に会合を

開催する「人材育成分科会」を設置しております。 

   詳細は７頁の『物流子会社懇話会 人材育成分科会』登録のご案内をご参照ください。 

 

７．主催・事務局 

  公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会  担当）JILS総合研究所 中島 弘志 

  〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1  TEL:03-3436-3191   FAX:03-3436-3190 
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【通常会合の内容（案）】（年７回開催予定） 

１．直面する経営課題に関するテーマ、今後の環境変化、社会構造の変化に対応した企業

戦略のあり方等を取り上げ、積極的な意見交換、情報交流を行います。 

《物流管理会社／子会社が直面する重要経営課題例》 

●外販の拡大、顧客開拓 

●売上拡大・利潤の確保 

●業務革新・改善、コスト適正化、等 

●経営の見える化の推進 

●組織革新・活性化 

●労働力不足への対応 

●人材育成、ダイバーシティへの対応 

●人事・労務問題 

●物流共同化 

●サプライチェーンマネジメント(SCM) 

●ＣＳ経営 

●サードパーティロジスティクス(3PL) 

●新規事業開発 

●ＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩ、ロボット等の活用 

●ＫＰＩ、生産性指標、ベンチマーキング 

●子会社の評価尺度 

●物流品質の向上、ISO9000等 

●グローバル化対応（新興国、ASEAN等） 

●環境問題への対応、ISO14000等 

●その他ロジスティクス全般 
 

２．ゲスト・スピーカーを招聘し、最新の経済のトレンド、物流･ロジスティクスの最新動

向等のトピックテーマについてご講演いただき、最新知識や情報の収集を図ります。

講演テーマは参加メンバーのご要望を取り入れ決定させていただきます。 

《前回(２０１７年度)のゲストスピーカの講演テーマ》 

・労働力不足、働き方改革への対応   ・荷主連携による物流共同化の推進 

・先進企業のロジスティクス改革事例  ・物流分野における労務管理の実態   

・IoT、AI、ビッグデータ、最新テクノロジーの活用によるロジスティクス改革、物流業務改善、等 

 

【合宿会合】 

１．各地の先進のロジスティクスセンターや物流施設等の見学を通じて、生産性や品質を

向上させるための現場運営手法、強い現場の作り方などについて研究します。 

２．メンバー相互の懇親を図るゴルフ会（ＰＤ杯）を開催いたします。 

（合宿会合は年２回、５月と１０月に実施いたします。別途参加実費をいただきます。） 

【その他】 

１．メンバー相互の交流を図る懇親パーティー（年２回程度）を開催いたします。 
 

【開催日程（案）】〈通常会合の開催時間：１４：００～１７：００〉 

  ※開催日程は都合により、変更になる場合があります。 

開催月 日 程 会合種類 

４月 ２０１８年４月１０日(火) キックオフミーティング 

５月 ５月１７日(木)～１８日(金)   合宿会合（見学） 

６月 ６月 ５日(火) 講演会合 

７月 ７月１０日(火) 通常会合① 

８月 休 会 ――― 

９月 ９月１１日(火) 通常会合② 

１０月 １０月１１日(木)～１２日(金)    合宿会合（見学） 

１１月 １１月 ６日(火) 通常会合③ 

１２月 １２月 ４日(火) 通常会合④ 

１月 ２０１９年１月１５日(火) 通常会合⑤ 

２月 ２月１２日(火) 通常会合⑥ 

３月 ３月１２日(火) 通常会合⑦ 
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＜参加申込規定＞ 

【参 加 料】１社(２名まで登録可能)につき、１年間の参加料(消費税込) 

ＪＩＬＳ会員 ￥２２６，８００(参加料\210,000+消費税\16,800)／１社 

ＪＩＬＳ会員外 ￥３６７，２００(参加料\340,000+消費税\27,200)／１社 

＊参加料には、資料代、飲物代、年2回のパーティー費を含みます。 

＊合宿会合の費用は含まれません。 

 

【定  員】募集企業数７５社（１社２名まで登録可能です）。 

            ＊定員社数になり次第、締め切らせていただきます。 

 

【参加対象】原則として製造業、流通業の物流子会社・物流管理会社の経営者、経営幹部 

（役員クラス）の方々とさせていただきます。 

 

【申込方法】６頁の『第３６回物流子会社懇話会』参加申込書に必要事項をご記入のうえ、

ＦＡＸにて下記申込先へご送付ください。 

 

【支払方法】請求書が届き次第、指定銀行の口座にお振り込みください。 

      ＊お支払は、原則として開催日までにお願い申しあげます。 

       （事情により開催後になる場合は、支払予定日をご記入ください。） 

【申 込 先】：105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階  

        公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 

        TEL.：03-3436-3191   FAX：03-3436-3190 

 

【申込締切】２０１８年４月３日（火） 

※申込後のキャンセルについては、下記のとおりキャンセル料を申し受けます。 

第１回会合の開催７日前～前々日… 参加料の３０％ 

第１回会合の前日及び当日以降 … 参加料の全額     

 

第１回会合のご案内 
         

 《日時》 ２０１８年４月１０日（火）１４：００－１８：００ 

 《会場》 浜松町東京會舘 チェリールーム 

       東京都港区浜松町２－４－１ 世界貿易センタービル３９階 

ＴＥＬ：03-3435-2611 

 《内容》１．『物流子会社懇話会活動のためのオリエンテーション』（14:00-17:00） 

①会合のすすめ方、運営方針、日程等 

②グループ編成／メンバー自己紹介 

③年間活動計画、討議テーマの検討等 

④その他 

２．『名刺交換と懇親パーティー』（17:00-18:00） 
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 年  月  日  

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

『物流子会社懇話会』 事務局 行 

ＦＡＸ．０３－３４３６－３１９０ 締切日 ２０１８年４月３日（火） 

『第３６回物流子会社懇話会』 

参加申込書（継続・新規） 
 

貴社名： 
□ＪＩＬＳ会員 

□ＪＩＬＳ会員外 

 

登録者１ 

氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ) （              ） 

所属・役職  

勤務先住所 〒    －      

 

ＴＥＬ －         － 

ＦＡＸ －         － 

E-mail ＠ 

会合の 

ご案内方法 
□E-Mail希望    □郵送希望 

 

登録者２ 

氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ) （              ） 

所属・役職  

勤務先住所 〒    －      

 

ＴＥＬ －         － 

ＦＡＸ －         － 

E-mail ＠ 

会合の 

ご案内方法 
□E-Mail希望    □郵送希望 

※請求書はご指定がない限り、【登録者１】の方にご送付いたします。 

通信欄 
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『物流子会社懇話会 人材育成分科会』 

登録のご案内 

 

１．目 的 
近年の物流子会社懇話会登録メンバーによる人材育成に関するニーズの高まり

から、物流子会社懇話会登録メンバーの人材育成部門担当者が相互に情報交流、
意見交換出来る場を設け、物流子会社、物流管理会社の人材の能力要件、教育プ
ログラム、キャリアプラン、人材育成の課題、人事・評価制度等の方向性を探る
ことを目的としています。 

 

２．対 象 

 物流子会社懇話会登録会社の人材育成担当部門 
 

３．定 員 
募集企業数３０社  
＊参加登録は第３６回物流子会社懇話会の参加企業に限定させていただきます。 
＊定員社数になり次第、締め切らせていただきます。 

 
４．会 期 

２０１８年４月～２０１９年３月 
※開催頻度は約2ヶ月に１回の予定です。 
※開催時間は１４：００－１７：００を予定しております。 

 

５．会 場 
◆公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 会議室 他 
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階 

※会場は、都合により変更になる場合があります。 
 
６．通常会合のすすめ方 

1)不定期会合とし、会合終了時に次回の日程、テーマを決定する。 
2)クローズド制（発表内容オフレコ）のラウンドテーブル方式。 

3)参加者相互の活発な意見交流の場とすることがねらいとし、参加者全員が、 

情報の"GIVE AND TAKE"の姿勢で臨んでいただくことを基本とする。 

4)適宜、懇親と交流の場を設ける。 

 

７．登録料 
無料 

 
８．登録方法 

８頁の人材育成分科会 登録票に必要事項をご記入いただき、下記事務局まで 
ＦＡＸにてご送付ください。 

 
９．主催・事務局 

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

担当）JILS総合研究所 中島 弘志  e-mail：nakasima@logistics.or.jp 

105-0022 東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3階 

TEL: 03-3436-3191   FAX: 03-3436-3190  
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 年  月  日  

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

『物流子会社懇話会』 事務局 行 

 

ＦＡＸ．０３－３４３６－３１９０ 締切日 ２０１８年４月３日（火） 

 

『第３６回物流子会社懇話会』 

人材育成分科会 登録票（継続・新規） 
 

                                                           受付No. 

 

フリガナ           

会 社 名 

（                        ） 

 

所 在 地 

〒     － 

 

 

フリガナ 

参加者氏名 

（                        ） 

 

所属･役職  

電話番号            ファクス番号  

e-mail(※)              ＠ 

        ※会合のご案内他、事務局からのご連絡はe-mailにて行います。 

 

◎事務局への 

   連絡欄 
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＜物流子会社懇話会 会場＞ 
 

浜松町東京會舘 「チェリールーム」他 

東京都港区浜松町２－４－１ 世界貿易センタービル３９階 

（※会場は都合により、変更になる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＊物流子会社懇話会の詳細なご説明をご希望の方は、お手数ですが以下の「検討連絡票」に 

  必要事項をご記入いただき、ＦＡＸにてご送信くださいますようお願い申しあげます。 

        

物流子会社懇話会 参加検討連絡票 

ＦＡＸ⇒  ０３－３４３６－３１９０ 

※本紙は物流子会社懇話会の参加申込書ではございません。 

物流子会社懇話会について詳細説明を希望します 

    ↓ 該当の□にレ印をお付けください 

    □ 物流子会社懇話会に関心がある 

    □ 参加を検討している     □参加を予定している 

 会社名       

 所属･役職       

 氏 名       

 連絡先 
  〒     －         

      

 ＴＥＬ     
 

 ＦＡＸ     
 

 ｅ-ｍａｉｌ       

 連絡事項       

 

【お問い合わせ先／事務局】 

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

担当）ＪＩＬＳ総合研究所 中島  弘志 
ＴＥＬ：０３－３４３６－３１９１ 

ＦＡＸ：０３－３４３６－３１９０ ｅ－ｍａｉｌ：nakasima@logistics.or.jp 
〒105-0022   

東京都港区海岸１－１５－１ スズエベイディアム 3階 
 

 

mailto:nakasima@logistics.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


