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全日本物流改善事例大会2015・物流合理化賞
―受賞企業に学ぶ物流合理化の工夫―

検品・梱包効率の改善と
出荷品質向上をローコストで実現

窪田 一夫
Kazuo Kubota

㈱ヒガシトゥエンティワン
サプライ・ソリューション事業本部

物流合理化努力賞〈物流業務部門〉

1．会社概要

会社名：㈱ヒガシトゥエンティワン
本社所在地：大阪市中央区内久宝寺町3-1-9
設立：昭和19年12月20日
資本金：3億3,315万円
従業員数：369名

1944年の創業以来、物流事業（運送事業・倉庫事業）
を主体に、オフィス移転、引越し、3PL事業、ビル
デリバリー（館内物流）、福祉用具レンタルなどさ
まざまな分野に事業を展開している（図表1）。

2．センター概要

物流センターでは、ホームセンターや家電量販
店、チェーンストア等で取り扱う小物や部品等を中
心に3PLを手掛けている（図表2）。
所在地：大阪市港区
倉庫坪数：約2,800坪
主 な納品先：大手量販店、ホームセンター、ドラッ

グストア、100均等。
受発注及び納品システム：JCA手順、EDI、流通

BMSに対応
倉庫管理システム：WMS、ハンディターミナル約

100台が稼動。WMSをカスタマイズし、出荷先

図表1　ヒガシトゥエンティワン 図表2　物流センターの概要
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企業ごとに最適なピッキング、仕分け、検品方法
を構築している（摘み取り、種まき等）。

事業所従業員数：社員12名（閑散期はパート他120
名、繁忙期はパート他170名）

月間出荷物量：約95,000c/s
月間出荷行数：約469,000行

3．活動背景（改善活動）

当センターでは、5S活動をベースに改善（カイ
ゼン）活動（小集団活動）を行っている。メンバー
全員が各自工夫を凝らし、より質の高い仕事を目指
しながら、個人の能力とモチベーションの向上に繋
げ、さらに現場力の向上を図る活動である。

当センターの総員12名の社員が活動メンバーと
なり、週1回のペースで改善活動の進捗会議を開催。
各自が担当する改善活動の進捗状況を発表、また新
たな課題も抽出し、実行が決まった改善の実現に向
け日々様々な活動を行っている（図表3、図表4）。

4．テーマ選定理由

100円ショップ向け業務がセンター全体人件費の約
15％を占めており（図表5）、そのうち検品・梱包業務
工数が69％と非常に偏っている（図表6）。また、検品
待ちの商品が常時滞留、スペース効率もよくない（物
が流れていない）。ここに着目し、検品・梱包業務の
生産性を向上させることによる工数削減効果を狙った。

5．現状の把握

出荷行数：89,957行／月、4,089行／日
出荷先数：7,302店／月、322店／日
管理SKU：約100 SKU
1日の出荷物量：約450C/S、約1,500才
出荷生産性：4.6店舗／時間（出荷店舗数／時間）

図表3　活動背景（5S改善活動）

図表4　改善活動の流れ

図表5　センター全体人件費比率

図表6　100円ショップ作業工程別比率
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5.1　セル方式での出荷生産性の限界
セル方式にてハンディ検品を行っているため、出

荷検品・梱包効率には限界がある。その方法は検品
台の上に検品対象商品をバーコードが見えるように
整列、端からハンディで読み取り、検品を行う。検
品が異常なく終了したら箱を用意、梱包作業に移る
というものである（図表7）。

5.2　検品異常時の対応
① 検品で過不足発生時には、店舗の全ての商品を見

直し、不足や過剰の商品を特定する必要がある。
そのため商品知識が乏しいパートだと特定に時間
がかかり、やや属人化した作業となっている。

② ハンディに表示できる情報量の関係上、異常発生
時には別途検品リスト（ペーパー）に基づいて検
証しなければならない（図表8）。

5.3　作業工程での商品滞留
検品業務に時間がかかるため、前工程であるピッ

キング済みの商品が大量に滞留し、検品待ちとなっ

たものが倉庫スペースを圧迫している（物が流れて
いない）。

5.4　ハンディのデメリット
① ハンディ検品は片手が塞がるので、大量商品の検

品には不向きであり、出荷生産性を阻害している。
② 出荷生産性は4.6店舗／時間に留まっている（図
表9）。

5.5　現状把握（まとめ）
以上をまとめた結果は図表10の通り。現状のセ

ル方式の検品梱包では、荷物が流れていないことが
わかった。

6．改善数値目標

出荷生産性と出荷品質向上を目標とする。
① 出荷生産性は、年間実績ベース15％向上を目標と

する（図表11）。
② 出荷品質は、クレーム件数の年間実績ベース（行あ

たり）で、現状の14件を5件以内にすることを目指す。

図表7　検品梱包業務の流れ

図表8　検品異常時の対応

図表9　出荷生産性（店舗数／時間）
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7．改善スケジュール

平成25年5月、5名の改善チームを結成し、改善
に向けてキックオフした。スケジュールを図表12
に示す。
改善リーダー：窪田
システム設計：窪田・田中
購買担当：田中・市居・橋本
現場レイアウト：平野・市居・橋本
従業員教育：市居・橋本

8．改善方法

8.1　出荷生産性の改善ために
① ハンディによるセル検品方式をやめ、無線式レジ

型検品梱包ラインを導入。
② 検品・梱包の生産性を向上させ、かつ出荷商品の

滞留を解消、スペース効率も向上させる。
③ 大量の商品を短時間で検品できるコンベア式流れ

作業にし、スーパーのレジの要領で、検品（バー
コードスキャン）をしながら箱に詰める作業を行
う（図表13）。

④ハンディ検品をやめ、ハンズフリー作業に変更する。

8.2　出荷品質の向上のために
レジ型検品の導入により、商品バーコードの読み

漏れやダブりを防止し、出荷精度
を向上させる。倉庫作業パート従
業員の中から、レジ業務経験者を
募り、検品・梱包ラインに配属す
る（図表14）。

8.3　作業の標準化
タッチパネル式ディスプレイ

を導入、従来のシステムを一部設
計変更し、検品異常時の商品検索
を容易にして業務の標準化を図る

（ベテランパートでなくても作業
ができるようにする）。

図表10　現状の問題点のまとめ

問題点 生産性向上 出荷品質向上 スペース効率向上 作業標準化
①セル方式での検品は、効率に限界がある ◎ ○
②検品異常発生時、商品知識が必要となる ◎ ○
③ピッキング済みの商品が滞留する ◎
④検品梱包に該当業務工数の69％使っている ○
⑤ハンディ検品は片手が塞がっている ◎

図表11　出荷生産性の目標

出荷生産性
年間平均

出荷作業時間
月間平均

1日あたり
人数

現状 4.62店舗 1,581時間 10.30名
改善目標 5.31店舗 1,344時間 8.70名

図表12　改善スケジュール

図表13　出荷生産性を改善する無線式レジ型検品梱包ラインイメージ
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8.4　費用対効果ほか
①導入コストを徹底して抑制する。
② コンベア、ラック等の必要備品についてはメーカー

から直接購入し、コンベアのサイズから配置まで、
妥協を許さず追求（図表15）。

③ 検品ラックは、作業者の体の動きを最小限に抑え
るよう1cm単位まで設定。

④一般的な既製品ではなく、改善メンバーの創意工 

　 夫によりいろいろなハード（備品）
を検討して購入。自分達の手で組
立設置することにより現場改善力
の向上に繋げる。

⑤ 導入は非稼働日（1日）に設定し、
通常業務への一切の影響を避ける。

9．投資額

無線式レジ型検品梱包ラインを4
ライン導入した。ソフトは約100万

円（既存のWMSをカスタマイズ）で、無線環境は
既存利用した。ハードは約150万円（パソコン、マ
ルチスキャナ、コンベア、ラック等）。合計約250
万円の投資で4ラインが完成した（図表16）。

10．改善効果の検証

10.1　出荷生産性改善
平成25年9月からレジ型検品システムの運用を開

始し、改善前に比べ対前年141％（年間平均）、出
荷生産性が向上した（図表17）。

図表15　コンベア、ラックの配置

図表14　出荷品質向上のための作業の流れイメージ

図表16　完成したライン

出荷生産性
年間平均

出荷作業時間
月間平均

改善前 4.62店舗 1,581時間
改善後 6.52店舗 1,142時間

【集計期間】
改善前：平成24年9月～平成25年8月
改善後：平成25年9月～平成26年8月

図表17　改善前後の出荷生産性（店舗数／時間）
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10.2　 倉庫スペース改善（物量波動に対する対
応力向上）

レジ型検品システムの導入により、流れ作業が実
現、滞留エリアの解消に成功した。ムダな倉庫スペー
スをなくすことにより、物量波動に対する対応力が
向上した（図表18）。

10.3　作業の標準化
タッチパネル式ディスプレイの導入に

より、作業の難易度が飛躍的に改善され、
標準化が大きく進んだ。また物量波動に
対する対応力が向上した（図表19）。

10.4　出荷精度の向上
レジ型検品システム導入後、出荷精

度（品質）が大きく向上。平成25年9月

～平成26年8月実績で、クレーム0件を達成した（図
表20）。顧客からもお褒めの言葉をいただくことが
できた。

11． 今後の取り組みと課題

今回のレジ型検品システムについては、現場の大
きな混乱もなくスムーズに導入できた。これは、改
善活動において各メンバーが意見をぶつけ合い、ま
た現場パートの意見を吸い上げ、取り組んだ成果で
ある。

当センターでは、出荷物量（1送り先あたり）、商品
性質や形状、送り先数、出荷アイテム数に応じて、「摘
み取り型」「種まき型」の2種類のピッキング手法に「ハ
ンディ検品」「レジ式検品」を組み合わせ、出荷先に
応じて最善なスキームで運用している（図表21）。

図表18　倉庫スペースの改善

図表19　タッチパネル式ディスプレイの導入

図表20　出荷制度の向上

出荷行数 過剰 不足 未納 誤出荷 その他 合計 事故率
改善前 1,079,480 1 5 8 0 0 14 13.00ppm
改善後 1,106,400 0 0 0 0 0 0 0.00ppm

改善効果 -1 -5 -8 0 0 -14 -13.00
【集計期間】改善前：平成24年9月～平成25年8月　改善後：平成25年9月～平成26年8月

図表21　ピッキング、仕分け、検品方法のスキーム
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本日現在、当センターでは、送り先別仕分け「種
まき」工程をハンディで行っている。この作業工程
にDAS（デジタルアソートシステム）を導入し、「作
業の標準化」「ハンズフリー」を進め、さらなる効率・
品質アップを狙うプロジェクト実施中である。

また、今後の改善活動においても、社員の創意工
夫を生かし、『少ない投資で大きな効果』を前提に

選考評

本発表は3PL業務における現行の検品作業の流れ
を大胆に替えることによって、生産性と品質の両方
を向上させた事例として、高い評価を得て見事に「物
流合理化努力賞」を受賞した。

内容的には大阪市内の2,800坪のセンターで行わ
れている3PL業務のなかの100円ショップ向け検品
業務を、セル方式からレジ方式に切り替え、生産性
の向上ならびに倉庫スペースの生み出し、さらには
出荷精度（品質）においてもクレーム「0」と、大
きく生産性の向上を図るとともに、投資も最小限に
抑え、波及効果も大きい好事例となっている。

具体的に内容を見て参考になる点として、
① 現状の把握…前提となる出荷行数・数量の把握。

100円ショップ向け検品業務は、全体人件費の
15％、検品・梱包作業は69％を占めること。滞留
が多くスペース効率も悪い、属人化しやすい、片
手が塞がる等々、問題の抽出が定量的であるとと
もに、定性的な内容も、誰もが理解しやすく表現
されている。このことは、改善企画の策定におい
て目標が明確となり、具体的な策が樹立しやすく
なるため、非常に重要なポイントである。

② 改善方法…ハンディによるセル方式から無線式レ
ジ型検品梱包と大胆に方法を変更している。導入

においては、マテハン器具も作業者が最小限の動
きで最高のパフォーマンスができるよう、妥協を
許さず、改善メンバーで創意工夫している。
効果として、ハンズフリーの確立（負担の軽減）、

商品滞留の解消（スペース生み出しによる効率運
用）、標準化の確立（属人化解消）が行われ、結果、
生産性は目標の15％以上を大きく上回る40％以上を
達成し、かつ品質においても事故「0」を実現して
いる。この効果により、投資回収について詳細は明
らかにされてはいないが、半年足らずで回収し、か
つ効果が積みあがっていると容易に推測ができる。

これらを達成した背景には、現場第一線のメンバー
全員が高い改善意欲をもち、日頃から改善活動を行っ
ていること、またこの活動を習慣化させた会社運営も
大いに評価されるものであり、その間の苦労は多くは
語られていないが、そこにポイントがあると思われる。

今回発表した事例により、臨機応変な体制構築の
仕組みを持つことで、当該センターでは今後あらゆ
る商品に対して高い生産性と高品質を維持できるも
のと思われる。
「現地・現物・現場」と経営サイドが一致して、

改善サイクルのスパイラルアップに成功している事
例として、さらなる発展を期待します。

「 検品・梱包効率の改善と出荷品質向上をローコストで実現」
全日本物流改善事例大会2015 実行委員　土田 久男

（日本通運㈱ 首都圏支店 部長）

改善活動に取り組み、顧客ニーズに応え、また競争
力の向上に取り組んでいく。

私たちヒガシトゥエンティワンはおかげさまで
創業70周年を迎えました。創業80周年、さらには
創業2世紀に向けて「Next Quality＝未来品質」の
創造に全力で邁進してまいります。


