
ベトナム
ロジスティクス基礎
資格認定講座（第１期） 会期

1日目 :  2018年9月18日(火) 
2日目 :  2018年9月19日(水)

3日目 : 2018年10月 9日(火)
4日目 :  2018年10月10日(水)

5日目 :  2018年10月30日(火)
6日目 :  2018年10月31日(水)

全６日間
講義 ：２日間×２回
改善演習 ：２日間×１回

講師

日本の経済産業省による教育プログラムを
修了した日系企業、ベトナム企業に所属する
実務経験豊富なベトナム人講師

会場

HANOI TRADE 
CORPORATION (HAPRO) 
training room
(ベトナム・ハノイ)

対象者

・ロジスティクスの基礎知識を習得したい方
・ロジスティクス部門の中間管理者
・物流現場の中間管理者、リーダー・リーダー候補
・工場内物流（ラインへの部品供給・完成品倉庫）
の中間管理者、リーダー・リーダー候補

～ 基礎を固めて、自信をつけよう !! ～

ロジスティクスの人材育成に関して、こんな悩みはありませんか？

本講座の特色

ロジスティクスに関する専門的な教育を受ける機会がない・・・。
物流現場の問題を発見し、改善を実行して欲しいが定着していない・・・。
物流改善の手法や物流コスト管理の基本知識を身につけて欲しい・・・。
改善提案は上がってくるが、論理的でなく、定量的な裏づけのない提案が多
い・・・。

 コストダウンを実現してほしい・・・。

日本の経済産業省の事業において実施された教育研修プログラムを修了し
た日系企業、ベトナム企業に所属する実務経験豊富なベトナム人講師達に
よる講義と指導を受けることができます。

ロジスティクスに関する基礎知識を体系的に学ぶことができます。
異なる業種、企業からの受講者と講義や改善に関するグループ演習に一緒
に取り組むことを通じて、「ヒューマンネットワーク」を構築することができます。

所定の基準を満たした方は、ロジスティクスの基礎を習得した証である「ロジ
スティクス・プロフェッショナル（初級）」の資格を得ることができます。

主催 ベトナム荷主協会(VNSC)

協力 公益社団法人
日本ロジスティクスシステム協会(JILS)

経済産業省の支援のもとで、日本(JILS)で実施されているロジスティクスに関する資格認
定講座を参考にベトナムに技術移転された「ロジスティクス人材育成講座」が開講します！

日本語(JILS) ：http://www.logistics.or.jp/global/index.html
英語・ベトナム語(VNSC) ：https://vietnamshippers.com.vn/

詳細はこちら

言語 ベトナム語



ロジスティクス基礎資格認定講座とは

グローバルサプライチェーンの深化により、ＡＳＥＡＮ地域は生産拠点や消費市場として注目されていま
す。特にベトナムにおいては、近年高い経済成長率が続いており、また、「チャイナプラスワン」「タイプラ
スワン」の流れもあることから、今後世界との結びつきが強くなることが予想されます。そのため、ロジス
ティクスのさらなる高度化が求められることになりますが、それに対応できる人材の存在が不可欠となり
ます。

 2014年9月に日本ロジスティクスシステム協会がベトナム国内企業へのヒアリング調査をしたところ、ロジ
スティクスの基礎知識や物流改善と物流コスト管理について正しく理解し、実務で応用できる物流管理者
や物流現場のリーダーの人材育成に関する課題やニーズが確認されました。

ベトナムではさらに、この先、モダントレーディング(GMS,CVS等)の進展が加速し、より高度で複雑な物流
品質レベルが要求されることが予想されるため、これに対応できる物流管理者、物流センターのリーダー
の育成と強化が急務となっています。

そこで、ベトナム荷主協会（VNSC）は、日本の経済産業省、ロジスティクスシステム協会(JILS)の協力を
得て、日本国内で開催されているロジスティクスに関する資格認定講座を参考に、ベトナムの実情に合
わせ改定した「ロジスティクス資格認定講座（初級） Certified Logistics Course – Primary(CLC-P)」を開
講することになりました。

 この講座の開講にあたり、ベトナムにおいてロジスティクス管理実務の経験が豊富なベトナム人が、日本
やベトナムで開催された教育プログラムに参加し、日本人の物流専門家より物流の基礎や、物流改善や
物流コスト管理に関する指導を受けました。講座では、このベトナム人講師がベトナムの事例や演習を取
り入れながら、わかりやすく解説します。

物流部門の中間管理者や物流現場のリーダーの育成、物流改善、物流コストの改善を目指している企
業は是非、本講座をご活用ください。

1. ロジスティクスに関する基礎知識を習得している。
2. 習得した基礎知識を実務に応用する方法を理解している。
3. 自身が所属する組織の顧客やサプライチェーン（商品の流れ）を理解し、自身が担当する業務の

役割を認識している。
4. 自身が担当する業務の問題や課題を認識し、改善案を提案できる。
5. メンバーと協力しながら物流改善に取り組むことができる。
6. 基礎知識の習得を通じて、広い視野で物事を見るようになり、他社や他部門と連携して業務に取

り組むことができる。

ロジスティクスの基礎知識と知識を実務で応用する方法を習得した人材を育成し、その者が実務で実践
し、生産性向上やコストダウン、顧客満足の獲得等の成果を出すことを通じて、企業競争力の向上を図
る。

資格認定者が目指す到達レベル

本講座では、受講者が下記のレベルに到達することができるよう、ベトナムの実情にあったカリキュラム
をもとに、講義や演習が行われます。

講座開講の目的

背景

VNSC
Viet Nam Shippers’ Council



プログラム 都合により、内容や時間を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

日程 時間 内容 講師

9月18日
(火)

8:30-9:00 オリエンテーション （事務局）VNSC

9:00-13:45 1 モジュール 1 ロジスティクス概論
1. ベトナムにおけるロジスティクスの意義(機会と挑戦)

(1) ベトナムの経済情勢
(2) ベトナムにおけるロジスティクの課題

2. ロジスティクスの定義と役割
(1) 定義 (2) 役割

3. ロジスティクスの課題発見や解決に向けた着眼点
(1) 顧客最優先
(2) 全体最適
(3) 商品のライフサイクルを通じたコスト
(4) コスト削減
(5) 日本における改善の考え方(5S/物流改善）

ふりかえり

Mr. Phan Thong 
TRANS AZ JSC.

Mr. Tran Manh Ha
Supplynet Co., Ltd.

14:00-17:30 2 モジュール 2 輸配送
1. 輸配送の概要

(1) 概要
(2) ロジスティクスにおける輸配送の役割

2. 輸送モード
3. 輸配送管理

(1) 安全管理
(2) 輸配送品質
(3) 輸配送に関連する法律や規制
(4) 輸配送コスト
(5) 輸配送改善と評価

ふりかえり

Mr. Nguyen Van Chinh
NIPPON EXPRESS 
(VIETNAM) CO., LTD. 

Mr. Hoang Hai
VOSA CORPORATION

9月19日
(水)

9:00-11:30 3 モジュール 3 包装
1. 包装の定義、目的、役割

(1)   定義 (2)   目的
2. 包装の種類や素材

(1)   種類 (2)   素材
3. 包装ラベル

(1)   ラベル (2)   ケアマーク
4. 包装コストの削減例

(1)   包装コスト削減の考え方
(2)   包装コストの削減例
(3)   効率の良い包装とは

ふりかえり

Mr. Le Van Long
SOTRANS LOGISTICS

Ms. Pham Thu Mai
SAGAWA EXPRESS 
VIETNAM CO., LTD.

13:00-17:30 4 モジュール 4 保管・荷役
1. 倉庫・物流センターの役割

(1) 倉庫・物流センターの種類と役割
(2) 倉庫業務の流れ
(3) 安全管理、労働者管理、法令遵守
(4) 倉庫や物流センターを視察・調査時のポイント

2. 保管
(1) 保管の役割 (2) 保管機器とその特徴
(3) 保管における管理のポイント
(4) 保管コスト

(5) 保管における改善のポイント（レイアウト、ロケー
ション、見える化）

3. 荷役

(1) 荷役の役割（運ぶ／集める／上げる／仕分け
る／まとめる／識別する）

(2) 荷役機器とその特徴
(3) 流通加工の役割 (4) 荷役費の考え方
(5) 荷役コスト改善のポイント

ふりかえり

Mr. Luu Duc Anh 
TOTO VIETNAM CO., 
LTD.

Ms. Nguyen Thuy 
Duong
HANOI TRADE 
CORPORATION

１日目・２日目 ロジスティクスの基礎知識を学ぶ



プログラム

日程 時間 内容 講師

10月9日
(火)

9:00-11:30 1 モジュール 5 在庫管理
1. 企業経営と在庫

(1) 在庫管理の目的と意義
(2) 正しい在庫量設定の難しさ
(3) 在庫管理の効果
(4) 棚卸しについて

2. 在庫管理手法
(1) 在庫管理のミッション
(2) 正しい在庫量とは？
(3) 発注方法
(4) 安全在庫の計算

ふりかえり

Ms. Le Thi Thuy Huyen
LE GIA IMPORT EXPORT 
TRADING COMPANY 
LIMITED

Mr. Phan Thanh Giang
SG SAGAWA VIETNAM

13:00-17:30 2 モジュール 6 ロジスティクス・コスト
1. ロジスティクス・コストの計算や管理の目的
2. コストトレードオフ
3. 荷主企業のロジスティクス・コスト

(1) ロジスティクス・コストの構造
(2) 演習：ロジスティクス・コストの計算

4. 物流企業のロジスティクス・コスト
(1) 輸送コストモデル
(2) 車両コスト管理
(3) 演習：ロジスティクス・コストの計算
(4) ロジスティクス・コストの改善事例

ふりかえり

Mr. Hoang Hoai An 
PENGUIN LTD.

Mr. Ta Quang Dung
TOSHIBA LOGISTICS 
VIETNAM CO., LTD.

10月10日
(水)

9:00-11:30 3 モジュール 7 ロジスティクス情報システム
1. ロジスティクスにおける情報システム

(1) ロジスティクスにおける情報技術の役割
(2) ロジスティクス情報システムを支える主な技術

2. 主なロジスティクス情報システム
(1) ロジスティクスにおける情報システム
(2) OMS／WMS／TMS

3. ロジスティクスの見える化・まとめ
(1) 見える化の必要性
(2) まとめ

ふりかえり

Mr. Luong Binh Thai
AEON VIETNAM CO., 
LTD.

13:00-17:30 4 モジュール 8 ロジスティクス改善
1. 改善の目的と意義
2. 物流現場のリーダーや担当者の役割
3. 改善手順
4. 問題発見
5. 改善のための４つの手法の紹介

（物流フロー／ワークサンプリング／パレート分析／
レイアウト計画）

6. PDCAと小集団活動

ふりかえり

Ms. Bui Thi Bich Hang
CANON VIETNAM CO., 
LTD.

Ms. Le Thi Hoang Oanh
AVINA LOGISTICS JSC.

３日目・４日目 ロジスティクスの基礎知識を学ぶ

都合により、内容や時間を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



プログラム

日程 時間 内容 講師

10月30日
(火)

8:00-9:45 試験 （事務局）VNSC

10:00-
17:30

1 モジュール 9-1 総合演習（１日目）
-簡単な作業例から改善手順を学ぶ-
1. 現状を把握する（定性的・定量的）

(1) 演習１ 要素作業を明らかにする
(2) 演習２ フローチャートの確認
(3) 演習３ 作業時間の測定
(4) 演習４ 主体業務、付帯業務の分類

2. 改善策の検討
(1) 演習５ 問題・課題の整理
(2) 演習６ 改善案の検討

3. まとめ

(1) 改善企画書のまとめ方について

Instructors

10月31日
(水)

8:00-17:00 2 モジュール 9-2 総合演習（２日目）
-ケーススタディから改善手順を学ぶ-
1. 現状を把握する（定性的・定量的）

(1) 演習１ 業務の把握
(2) 演習２ フローチャートの作成
(3) 演習３ 業務分類（主体業務、付帯業務）
(4) 演習４ パレート分析

2. 改善策の検討
(1) 演習５ 問題・課題の整理
(2) 演習６ 改善案の検討

3. まとめ

(1) 改善企画書のまとめ方について

Instructors

17:00-17:30 講座のふりかえり （事務局）VNSC

17:30-18:30 資格認定証授与式 （事務局）VNSC

18:30-20:00 懇親会 （事務局）VNSC

５日目・６日目

 1日目から４日目にかけて学習したことをベースにして、グループに分かれて、受講者同士で協力しながら、
改善案を検討します。

• はじめに「物流現場改善のポイント」についてふりかえります。
• 下記の改善手順に沿って、改善案を検討します。

• 架空の会社の倉庫内のピッキング作業の改善案を検討します。
• １日目に学んだ改善の手順をふりかえりながら進めます。

演習(1)

演習(2)

グループ演習 物流改善の手順を学ぶ

都合により、内容や時間を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

• モジュール1から8のロジスティクスの基礎知識の理解度を
把握するために、選択式のテストを実施します。



資格認定について

e-mail vnsc@vietnamshippers.vn

asean-jinzai@logistics.or.jp

ベトナム荷主協会（ベトナム語・英語）

公益社団法人
日本ロジスティクスシステム協会(日本語）

ベトナム荷主協会 会員 5,500,000VND / 人
会員外 6,000,000VND / 人

お問い合せ先

修了基準
 全６日間、全てに出席すること。
 ５日目に実施される試験を受験すること。

修了基準を満たすと「修了」

合格基準

 上記の修了基準を満たしていること。
 ５日目に実施される試験の正解率が６割以上であること。
 ５日目、６日目の総合演習におけるグループ演習に、積極的に取り組むこと。

合格基準を満たす

合格

受講料

実務で良い成果を出していただくために

修了基準、合格基準を満たした方に、「ロジスティクス・プロフェッショナル（初級）」を認定します。

「ロジスティクス・プロフェッショナル（初級）」の認定

※受講料に含まれるもの：テキスト・資料代、審査料

受講前から受講後に至るまで、受講者が常に高い目的意識を持ちながら受講し、「自分が掲げた目標を達
成する」、「受講後に活躍できる人材に成長する」等の実現に向けた仕組みを導入しています。

ふりかえりシート

• 各単元の終了時に、理解
度や不明点、実務への活
用ポイント等を整理します。

チェックリスト

• 受講前後で理解度を確認
し、自身の強みと弱みを明
確にします。

ステップアップシート

• 上司と受講者との面談時
に現状把握や目標設定、
ふりかえり等を行います。

 経歴、現在の業務等の
棚卸

 受講後の有りたい姿、学
びたい項目の整理

受講前 受講中 受講後

現状把握

目標設定

 目標に対する自己評価、
成長度の確認

 新たな目標の設定

ふりかえり

目標設定

 各単元の終了後に、実務
へ応用できることや理解
できたことを整理する。

 不明点は講師に質問す
る

講義後のふりかえり

 ロジスティクスに関する
知識の理解度の把握

現状把握

 ロジスティクスに関する
知識の理解度の把握

 成長度の確認

ふりかえり

e-mail

VNSCとJILSが資格を認定します
Certified Logistics Professional - Primary

Pacific Building (4th Fl.), No.73, Ly Nam De Str., Hoan Kiem Dist., Ha Noi City, Viet Nam
Tel: 024 3974 7996   Fax : 024 3974 7997



会場案内 アクセスマップ

【会場】HANOI TRADE CORPORATION (HAPRO Group) training room
Address: Hapro Building (16th Fl.), 11B Cat Linh str., Dong Da Dist., Hanoi
Tel：024 3974 7996 (VNSC)

バイクの駐車は無料です



受講申込書 ※英語もしくはベトナム語で記入してください

vnsc@vietnamshippers.vn (cc  : han@vietnamshippers.vn)

受講申込規程

ベトナム荷主協会
会員 5,500,000VND / 人
会員外 6,000,000VND / 人

 ※受講料に含まれるもの：テキスト・資料代、審査料

48名 ※最少催行人数 ：２０名

申込先

※ご記入が終わりましたら、下記「ベトナム荷主協会」までメールでお送りください。

 全６日間、すべてにご参加できる方のみお
申し込みが可能です。

 定員になり次第、申込受付を終了いたしま
す。お早めにお申し込みください。

 テキストは会場でお渡しします。テキストの
みの販売はしておりません。

 講義の撮影ならびに録音・録画は禁止させ
ていただきます。

 昼食は各自でお取りください。

注意事項

定 員

受 講 料 受講料支払方法

 請求書は原則として派遣責任者の方にお送りいたします。
 請求書が届き次第、指定の銀行口座にお振込みください。
 お支払いは、原則として開催前日までにお願いいたします。
 振込手数料はお客様にてご負担願います。

【キャンセルについて】
 開講前に受講予定者のご都合が悪くなった場合は、代理

の方の受講をご検討ください。代理の方のご受講も不可
能な場合は、下記のキャンセル料を申し受けます。

 キャンセルは必ずMailでご連絡ください（電話不可）。

キャンセル日 キャンセル料

～9月10日 なし

9月11日～9月16日 受講料の30%

9月17日以降 受講料の全額(100%)

Company
Name

English

Vietnamese

Membership Type 
(Check the relevant box□.)

□ VNSC member □ Non-member

Company Type 
(Check the relevant box□.)

□ Manufacturing company □ Trading company □ Retailer
□ Logistics forwarder □ Other（ ）

Administrati
on Person
or 
Manager

Name in full

Job/Position

Address of work

Tel. mobile

E-mail direct

Participant 1 Name in full

Job/Position

Address of work

Tel. mobile

E-mail direct

Participant 2 Name in full

Job/Position

Address of work

Tel. mobile

E-mail direct
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