
 

 

 

＜物流子会社経営者のための＞ 

 

２０２２年度 

第４０回 物流子会社懇話会 

参加企業募集のご案内 
 

 

 

 

 

 

■会  期 

２０２２年６月～２０２３年３月 全９会合 

毎月１回（１４：００～１７：００） 

※第１回会合日【２０２２年６月１６日（木）】 
 

■会  場 

・ＡＰ浜松町 
      （東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館 B1F） 

 

■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 【７７社】 

※登   録 【１社２名まで登録・参加可能】 
       ＊定員企業数になり次第、締め切らせていただきます。 
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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。 
 

  

【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いたします。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】２０２１年度 『第３９回物流子会社懇話会』 参加者役職 

※参加登録者数 ７６社 １５２名 
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参 考 資 料  
 

＜【前回】２０２１年度『第３９回物流子会社懇話会』参加企業一覧＞ 
 

（76 社 社名 50 音順） 

No. 会 社 名 No. 会 社 名 

1 (株)ＩＨＩジェットサービス 39 タカラ物流システム(株) 

2 アサヒロジ(株) 40 ＴＳネットワーク(株) 

3 (株)アルプス物流 41 
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(株)ＤＮＰロジスティクス 

4 エア･ウォーター物流(株) 42 (株)ティー・エル・エス 

5 ＡＮＡエアロサプライシステム(株) 43 ＴＧロジスティクス(株) 

6 ＳＴ物流サービス(株) 44 東洋ガラス物流(株) 

7 ＳＢＳ東芝ロジスティクス(株) 45 東洋メビウス(株) 

8 ＳＢＳ古河物流(株) 46 ＴＯＴＯロジコム(株) 

9 ＳＢＳリコーロジスティクス(株) 47 トッパン・フォームズ・サービス(株) 

10 ＳＢフレームワークス(株) 48 凸版物流(株) 

11 ＮＳＫロジスティックス(株) 49 浪速通運(株) 

12 (株)ＮＴＴロジスコ 50 新潟輸送(株) 

13 (株)エバラ物流 51 西日本エア･ウォーター物流(株) 

14 Ｆ－ＬＩＮＥ(株) 52 ニックフレート(株) 

15 王子物流(株) 53 ニッコー・ロジスティクス(株) 

16 花王ロジスティクス(株) 54 日産物流(株) 

17 (株)学研ロジスティクス 55 日清物流(株) 

18 (株)紀文フレッシュシステム 56 日本アルコール物流(株) 

19 共同物流(株) 57 日本製紙物流(株) 

20 キリングループロジスティクス(株) 58 (株)バンダイロジパル 

21 クリナップロジスティクス(株) 59 東日本エア･ウォーター物流(株) 

22 ケービーエスクボタ(株) 60 (株)日立物流 

23 コイズミ物流(株) 61 富士フイルムロジスティックス(株) 

24 幸楽輸送(株) 62 ブラザーロジテック(株) 

25 (株)コクヨロジテム 63 プラスロジスティクス(株) 

26 コマツ物流(株) 64 ブリヂストン物流(株) 

27 三和倉庫(株) 65 (株)ベストランス 

28 ＣＳロジスティクス(株) 66 ボンド物流(株) 

29 四国運輸(株) 67 丸紅ロジスティクス(株) 

30 シャープジャスダロジスティクス(株) 68 (株)三越伊勢丹ビジネス･サポート 

31 神鋼物流(株) 69 三菱ケミカル物流(株) 

32 (株)ＳＣＲＥＥＮロジスティクス 70 (株)ムービング 

33 住化ロジスティクス(株) 71 ヤクルトロジスティクス(株) 

34 全日本ライン(株) 72 (株)安川ロジステック 

35 全農物流(株) 73 (株)ヤマザキ物流 

36 総武物流(株) 74 山村ロジスティクス(株) 

37 ダイセル物流(株) 75 (株)ＬＩＸＩＬ物流 

38 

 
大和物流(株) 76 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【７７社】（１社２名までご登録・ご参加が可能です。） 

＊定員社数になり次第、締め切らせていただきます。 
 

３．会  期 

【日  程】２０２２年６月～２０２３年３月 

（８月を除く毎月１回開催、全９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 
 

４．会  場 

【ＡＰ浜松町】東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 B1F 
 
※感染防止対策を徹底し、メンバー各位に会場に集合していただき開催（集合形式） 

する予定です。（JILSは集合型の事業開催の際は以下のリスク低減策を実施します。） 

https://www1.logistics.or.jp/Portals/0/pdf/jils-coronataiou.pdf 

※会場は都合により、変更になる場合があります。 
   ※新型コロナウイルス感染症の感染状況によってはオンライン開催（Zoom利用） 
    に限定させていただく場合がございます。 
   ※第２回以降の会合は集合形式とオンラインの併用で開催する予定です。 
 

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（７月度）、通常会合７回。 

  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)通常会合以外に各グループで適宜、メンバー相互の交流の場を設けていただきます。

6)通常会合におけるゲスト講師、討議テーマは本懇話会の参加メンバーのご要望も取 

り入れて決定いたします。 
 

６．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・星野 TEL：080-1424-2548（中島） 

E-mail： shien@logistics.or.jp（業務管理部） 

  〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1   

https://www1.logistics.or.jp/Portals/0/pdf/jils-coronataiou.pdf
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【通常会合の内容（案）】（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》 

●労働力不足への対応 

●働き方改革、２０２４年問題への対応 

●ＨＲＭ（HumanResourceManagement）の推進 

●組織革新・活性化 

●企業連携、物流共同化 

●業務革新・改善、コスト適正化等 

●外販の拡大、顧客開拓 

●売上拡大・利潤の確保 

●サプライチェーンマネジメント(SCM) 

●ＣＳ経営、経営の見える化の推進 

●ＳＤＧｓへの対応 ●ホワイト物流の推進 

●物流分野へのＤＸの実装 ●標準化の推進 

●自動化・ロボティクスの導入・活用 

●カーボンニュートラルへの対応 

●サードパーティロジスティクス(3PL)  

●子会社の評価尺度 ●新規事業開発 

●ＫＰＩ管理、生産性指標、ベンチマーキング 

●物流品質の向上 

●グローバル化への対応 

●その他ロジスティクス全般 

 

２．ゲスト講師を招聘し、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、ゲスト講師は参加メンバーのご要望も取り入れて決定いたします。 

《前回(２０２１年度)のゲスト講師の講演テーマ 抜粋》 

・デジタルコネクトで目指す次の産業と社会 

・物流業界はどうＤＸしていくか ・東京２０２０大会の輸送と交通に関するふりかえり 

・物流分野におけるＨＲＭ推進の取り組み 

・物流分野における労務管理、労基法改正、働き方改革への対応   

・ドライバーの安全と円滑な物流確保のための新たな取り組み 

・ドライバー不足に対応した高効率輸送スキームの構築 

【合宿会合】 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から２０２２年度の合宿会合の開催は中止

とさせていただきます。ご了承ください。 
 
【２０２２年度 第４０回物流子会社懇話会 開催日程（案）】 

 ◎会  期：２０２２年６月～２０２３年３月（８月休会）９会合 

◎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。 

回（開催月） 日 程 会合種類 

第１回（６月） ６月１６日（木） キックオフミーティング 

第２回（７月） ７月２２日（金） 講演会合 

８月 休 会 ――― 

第３回（９月） ９月 ６日（火） 通常会合① 

 第４回（１０月） １０月 ４日（火） 通常会合② 

 第５回（１１月） １１月 ８日（火） 通常会合③ 

  第６回（１２月） １２月１３日（火） 通常会合④ 

第７回（１月） ２０２３年１月１１日(水) 通常会合⑤ 

第８回（２月） ２月 ７日(火) 通常会合⑥ 

第９回（３月） ３月１４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)の年間の参加料 

ＪＩＬＳ会員 ￥２５３，０００／１社（消費税込み） 

ＪＩＬＳ会員外 ￥３９６，０００／１社（消費税込み） 

＊参加料には、資料代を含みます。 
 
【定  員】募集企業数７７社（１社２名まで登録可能です）。 

            ＊募集企業数になり次第、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】お申し込みはＷＥＢでお願いします。（以下のURLからお願いします。） 

       https://www1.logistics.or.jp/network/subsidiarym/ 
 
【支払方法】・参加料はＷＥＢ請求書で請求いたします 。 

・ＷＥＢ請求書は原則として<申込手続担当者>のE-mail 宛に送付いたします。 

それ以外の送付先をご希望の方は、連絡欄にご指定ください。 

・ＷＥＢ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。 

・振込手数料は、お客様にてご負担願います。 

      ・お支払は、原則として開催日前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、連絡欄に支払予定日をご記入ください。） 

【問合せ先】〒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 
      ＜懇話会の運営内容＞：JILS総合研究所 中島 TEL：080-1424-2548 

＜申込手続・支払等＞：業務管理部   中川 TEL：090-1545-2000 
 
 

【申込締切】２０２２年５月２７日（金） 

      ＊上記締切期日前でも募集企業数になり次第、締め切らせていただきます。 

※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（開催日当日を含まず起算）… 参加料（消費税を除く）の３０％ 

第１回会合の前日及び当日以降 … 参加料（原則として消費税を除く）の全額     

 
第１回会合（６月）のご案内 

 

 《日時》 ２０２２年６月１６日（木）１４：００－１７：００ 

 《会場》 ＡＰ浜松町 

東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 B1F 

 
 
 《内容》『物流子会社懇話会活動のためのオリエンテーション』 

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名刺交換 

⑤その他 

 

https://www1.logistics.or.jp/network/subsidiarym/
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【申込手続きについて】 

  以下のＵＲＬにアクセスいただき、申込みフォームの必要事項にご入力ください。  

  https://www1.logistics.or.jp/network/subsidiary.html 

  

＜申込フォームイメージ＞  

 

＜申込手順＞ 

・「お申込み手続きご担当者」・「参加者１」・「参加者２」の各フォームの必要項目のご入力をお願い 

いたします。 

・「参加者２」は、「参加者１」欄の左下の「参加者を追加する」をクリックいただくと表示されます。 

・各フォームへの入力が完了されましたら、内容を確認→ 送信する をクリックしてください。 

・送信する をクリックいただきましたらお申込み完了となり、その後自動返信メールが届きます。 

・自動返信メールが届かない場合は、事務局中川までご連絡ください。 

 

※お申込みに関してご不明点等ございましたら、中川までご連絡ください。 

業務管理部   中川 TEL：090-1545-2000  shien@logistics.or.jp 

 

https://www1.logistics.or.jp/network/subsidiary.html
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２０２２年度『物流企業のＨＲＭ推進研究会』 

開催のご案内 
 

 新型コロナウイルス感染症によりビジネス環境は大きく変化し、企業活動の礎であ

る物流、ロジスティクス、サプライチェーンを戦略的に位置づけ、変化に対して俊敏

かつ柔軟に対応することが今まで以上に重要になっています。 

また、持続可能な社会の実現に向けてデータの共有やDXの活用を積極的に進め、輸

送機関の積載率の改善やCO2排出量の削減、改善等に取り組むことが急務となってい

ます。これらの課題に対応していくためには、部門間はもとより企業や業種・業界の

枠を超えた連携とそれを推進し得る人材の確保、育成、活躍が強く求められています。 

 当協会では人材を戦略的に獲得、活用、処遇し、経営戦略の実現を目指すＨＲＭを

広く産業界へ普及していくことが重要であるとの観点から、物流子会社、物流専業者

の方々を参加対象に2021年度に立ち上げた「物流企業のＨＲＭ推進研究会」を2022年

度も継続開催いたします。 

 つきましては、物流子会社懇話会のメンバー企業の皆様にも「物流企業のＨＲＭ推

進研究会」にご参加いただき、自社の事業課題を解決するための人材確保、育成、評

価制度の構築・運用、多様な人材が活躍するための方策などＨＲＭの重点課題に関す

る事例研究、情報交流、自社の課題解決の方策検討、各社のＨＲＭ担当部門の方々と

のネットワーク構築等にお役立てくださいますようご案内申しあげます。 

 

・研究会名称：２０２２年度「物流企業のＨＲＭ推進研究会」 

・参 加 対 象：物流企業、物流子会社の教育、人事、総務、労務、経営管理部門の 

部課長クラスの方々 

・会   期：２０２２年６月～２０２３年３月（８月除く年９会合開催予定）  

各回：１４:００－１７:００（予定） 

・開 催 型 式：オンライン開催を基本に新型コロナウイルス感染症の状況を注視 

しながら会場にご来場いただく集合型式の開催も検討して参ります。 

・研究会主査：（株）日本能率協会コンサルティング コンサルタント 

・参 加 定 員：３５名（参加有料） 
 

【参考：2021年度参加企業 29社31名】 

IHIジェットサービス、アサヒロジ、アサヒロジスティクス、いすゞライネックス、 

花王ロジスティクス、ギオン、紀文フレッシュシステム、京葉流通倉庫、コイズミ物流、 

コクヨロジテム、佐川グローバルロジスティクス、サッポログループ物流、三和倉庫、 

シーエックスカーゴ、大和物流、ティスコ運輸、トーコン、トッパン・フォームズ・サービス、  

凸版物流、成田運輸、日陸、日本貨物鉄道、バンダイロジパル、ハンナ、ボンド物流、 

丸紅ロジスティクス、ヤマザキ物流、山村ロジスティクス、ワコール流通 
 

※「物流企業のＨＲＭ推進研究会」にご参加いただく際は、物流子会社懇話会とは 

別に研究会参加料を申し受けます。 

※「物流企業のＨＲＭ推進研究会」については2022年度の開催概要がまとまり次第、 

詳細のご案内させていただきますので、ご参加のご検討を賜りますよう何卒よろし

くお願い申しあげます。 

以上 
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＜物流子会社懇話会 会場＞ 
 

 

◎ＡＰ浜松町 Ｄ・Ｅ・Ｆ会議室 

東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 B1F 
（※会場は都合により、変更になる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都営地下鉄大江戸線／浅草線「大門駅」より徒歩３分 

ＪＲ線・東京モノレール「浜松町駅」より 徒歩７分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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／星野 大輔 

        ＴＥＬ：０８０－１４２４－２５４８ 

        業務管理部 中川 綾子 

                  ＴＥＬ：０９０－１５４５－２０００ 

Ｅ－ｍａｉｌ：shien@logistics.or.jp (業務管理部) 

〒105-0022 

東京都港区海岸１－１５－１ スズエベイディアム3階 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


