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「物流現場改善推進のための手引書」（改訂版）のご案内
　物流現場改善推進のための手引書は、「物流の現場力」の強化を目的に、公益社団法人 日本ロジスティクス

システム協会に設置された、物流現場改善活性化委員会において、物流現場改善取り組みのきっかけ作りの資

料として作成されたものです。（2007年作成、2009年改訂）

　手引書は、当協会ホームページよりダウンロードすることができます。

（http://www.logistics.or.jp/education/support.html）

　現場担当者の方に広くご活用いただき、貴社やお取引先の物流センターの現場改善にお役立てください。

物流合理化賞
〈物流業務部門〉
　● アシックス物流㈱「別注品及び取寄品の受入から出荷までの手順改善に依る処理全体の迅速化と精度・効率向上」
〈物流管理部門〉
　● 三共貨物自動車㈱「関連部署との３つの連携  ～３ＰＬの役割とは…～」
物流合理化努力賞
〈物流業務部門〉
　● ㈱オカムラ物流「工場倉庫レイアウト変更による外部賃借倉庫坪数削減」
　● スリーハート・コーポレーション㈱「梱包作業の生産性向上」
〈物流管理部門〉
　● ＳＢＳグループ ティーエルロジコム㈱「納品台車管理システムの構築による事務所作業時間の短縮」
　● ㈱ノーリツ「システムバス生産拠点統合後の全国配送体制再構築及び生産部門との連携」

第 回（ 年度）

物流合理化賞
〈物流業務部門〉
　● 三井倉庫ロジスティクス㈱「ピッキング時間と移動時間の短縮による作業生産性の改善」
〈物流管理部門〉
　● 三共貨物自動車㈱「離職率の削減と組織改革 ～WINの循環型改善推進とは…～」
物流合理化努力賞
〈物流業務部門〉
　● ㈱エー・エム・エス「効率改善による作業品質向上と変動人件費の抑制」
　● キムラユニティー㈱「受入・入庫作業の最適化」
　● ㈱ロジワン「出荷部門生産性効率ＵＰ ～ あるべき生産性を目指して～」
〈物流管理部門〉
　● コクヨサプライロジスティクス㈱「コクヨサプライロジスティクス首都圏IDC 
収益改善プロジェクトの取組み　～２社協業体制により、物流現場・配送・事務所を含む全費目の改善～」

第 回（ 年度）

物流合理化賞
〈物流業務部門〉
　● ㈱エィ・ダブリュ・サービス「「姿勢重量点」を導入した安全で働きやすい物流現場づくり」
　● キムラユニティー㈱「品質と生産性向上のためのロケーションの再構築
　～地道な改善活動と現場の知恵とITの融合によるロケーション管理～」
物流合理化努力賞
〈物流業務部門〉
　● アドバンスト・ロジスティックス・ソリューションズ㈱「魅せられるパーツセンターに向けて「梱包資材の
　手元化と作業改善による生産性向上」」
　● ㈱オカムラ物流「荷役効率向上」
　● 三井倉庫ロジスティクス㈱「「物量予測」・「進捗・生産性の見える化」・「オペレーション改善」による集品生産性の改善」
〈物流管理部門〉
　● コクヨサプライロジスティクス㈱「物流管理業務と前後工程を含めた最適化による収益改善」

第 回（ 年度）

２０１４年度物流合理化賞
　第28回目を迎えた全日本物流改善事例大会は、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会と日本ロジスティクス
研究会の共催のもと、2014年4月22日（火）東京都港区・青山ダイヤモンドホールにおいて、289名の参加者を得て開催
された。
　ひとつの作業所（現場）で完結する、小集団が対象の「物流業務部門」（物流センター等での現場改善）、複数の物流
業務および工程を統合した範囲が対象の「物流管理部門」（運営・管理部門での改善）の2部門に分けて改善事例の募集
を行い、応募事例の中から選考された優秀事例15テーマの発表が行われた。
　全日本物流改善事例大会で発表された優秀事例については、「現状把握」「改善企画」「改善実行」「評価・定着」「成果」「表
現力」の視点から厳正なる審査を行い、物流合理化賞を決定している。
　2014年度は、以下のとおり物流合理化賞3件、物流合理化努力賞3件が決定した。

１．2014年度物流合理化賞（３件）
〈物流業務部門〉
●機械だけに頼らない人間力による作業改善
発表者：飯塚運輸株式会社　チルド構内 構内課長　豊岡　真人 氏　物流技術管理士（100期）
　荷主の物量増加により、デジタル仕分（ＤＡＳ）だけでは仕分終了時間厳守が厳しい状況となったことを受け、
荷主との協力体制構築により、人と機械のそれぞれの優位性を活かした施策を実行した。従来、使用していたＤ
ＡＳの処理能力の限界を補うべく、マンパワーでの店番書き作業の実施や、荷主との協力による仕分リストの内
容変更、ラベル仕分システムの導入等により、機械と人間力の融合を図った結果、月間187ＭＨの削減効果を創出
した。

●倉庫間送品仕分け作業時間の短縮
発表者：株式会社オカムラ物流　横浜物流センター 商品管理課　五本木　修 氏　物流現場改善士（3期）
　　　　　　　　　　　　　　　高畠配送センター 管理担当　　伊藤　大雄 氏
　現場荷役作業効率の向上を目指し、入庫作業時間を短縮するため、前工程に遡って出庫側・入庫側の2倉庫
共同で改善に取り組んだ。積載方法の見直しや治具の利用、一括検品による工数削減、ロケーションの見直し
等を行い、上半期利益計画比577％という大きな改善効果を達成した。さらに、荷卸し作業時間の短縮により、
ドライバーの拘束時間短縮にもつながった。

●トヨタ式ノウハウの活用による通販入出荷業務の改善
発表者：ホンダロジコム株式会社　物流企画部　本多　正樹 氏
　通販出荷業務において、当日出荷量の拡大と、賞味期限情報の管理によるトレーサビリティ構築という荷主
からの要望に応えるべく、誰でも出来る標準作業と賞味期限管理の仕組みを構築した。結果、作業習熟期間を
6カ月から3日に短縮し、出荷量を1,100件／日から2,500件／日に増加させるとともに、賞味期限順出荷とトレー
サビリティを可能とした。

２．2014年度物流合理化努力賞（３件）

〈物流業務部門〉
●トヨタ生産方式（ＴＰＳ）の手法を用いた改善プロジェクトの取組
発表者：コクヨサプライロジスティクス株式会社　CSオペレーション部 九州IDC配送課 課長　井上　真治 氏
　現場改善研修で学んだトヨタ生産方式（ＴＰＳ）の手法を用いた業務改善活動を行った。梱包場における「資
材棚設置とレイアウト変更による歩行ゼロ化」や「輸送会社の仕分け作業取込」、バラ出荷エリアにおける「在
庫最適化による脚立作業削減」や「オリコン投入品番の登録ルール化」等の改善を実施し、梱包場は前年比127％、
バラ出荷エリアで112％の生産性改善を達成した。

〈物流管理部門〉
●送品原価率の維持向上　‐福岡方面積み合わせ便による積載率の向上‐ 
発表者：株式会社オカムラ物流　西日本支店 大阪物流センター 配車・傭車担当　寺地　知行 氏
　DCのTC化に際し、一車当たりの出荷物量減少による原価率の悪化を改善すべく、TC化以前の水準を目標と
して取組を行った。他拠点との積み合わせ拡大による出荷物量の増加や情報の共有化、輸送効率向上を考えた
車種の大型化や間引き運行の実施による積載率の向上に取り組んだ結果、一車当たりの輸送才数1,127才（達成
率112.7％）、原価目標率80.56％（達成率101.78％）、損益累計は前年同期間比338％改善と、いずれも当初の目
標を超える成果をあげた。

●事務による改善推進　～『カスミ事務大部屋化方式』とは・・・～
発表者：株式会社カスミ　営業推進 ロジスティック部物流 担当マネジャー　齋藤　雅之 氏
　　　　　　　　　　　　営業推進 ロジスティック部物流 事務担当　　　　羽成　敦子 氏
　4名のパートナー社員による業務標準化からスタートした本改善は、7年の取組みの中で他部署との連携によ
る業務見直しへと発展し、作業項目数で39.4％、月間工数で132ＭＨの事務作業の削減を達成した。また、本改
善手法が事務の機能を利用した推進方法として注目され、他部署へも水平展開されている。

受 賞 会 社 一 覧（第27回～第25回）

第 回（ 年度）以前の受賞会社につきましては、当協会HP（www.logistics.or.jp/propulsion/list/rationalization.html）をご覧ください

※社名は受賞当時のもの



「物流現場改善推進のための手引書」（改訂版）のご案内
　物流現場改善推進のための手引書は、「物流の現場力」の強化を目的に、公益社団法人 日本ロジスティクス

システム協会に設置された、物流現場改善活性化委員会において、物流現場改善取り組みのきっかけ作りの資
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　● アシックス物流㈱「別注品及び取寄品の受入から出荷までの手順改善に依る処理全体の迅速化と精度・効率向上」
〈物流管理部門〉
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庫最適化による脚立作業削減」や「オリコン投入品番の登録ルール化」等の改善を実施し、梱包場は前年比127％、
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　　　　　　　　　　　　営業推進 ロジスティック部物流 事務担当　　　　羽成　敦子 氏
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る業務見直しへと発展し、作業項目数で39.4％、月間工数で132ＭＨの事務作業の削減を達成した。また、本改
善手法が事務の機能を利用した推進方法として注目され、他部署へも水平展開されている。

受 賞 会 社 一 覧（第27回～第25回）

第 回（ 年度）以前の受賞会社につきましては、当協会HP（www.logistics.or.jp/propulsion/list/rationalization.html）をご覧ください

※社名は受賞当時のもの
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２０１４年６月１９日

公益社団法人


