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㈱エヌ・ティ・ティ・ロジスコサービス
埼玉物流センタ

物流合理化努力賞〈物流業務部門〉

1．改善対象となる物流業務の概要

1.1　弊社及び埼玉物流センタの概要
NTTロジスコはNTTグループで唯一総合的なロ

ジスティクス機能を担う企業である。設立当初は
NTTグループの物流業務を基盤としてきたが、昨
今はグループ外の荷主様向けに展開する3PL事業の
売上を拡大している。2014年11月には、全国18番
目のセンタとして東京平和島に平和島物流センタを
竣工し、本社も同センタ内に移転した。

今回改善を実施した「通信機器リサイクル業務」
は、3拠点（加須・行田南・藤岡）からなる埼玉物
流センタに所属する行田南センタで運用している。

1.2　改善対象物流の概要
今回改善対象となった「通信機器リサイクル業務」

は、宅配便で着荷した通信機器（図表1）の「荷受」
から始まり、「回収」「初期化」「機能試験」「良否判定」

「クリーニング」「ファームアップ」という工程を経た
後、「梱包」して新しいお客様へ「出荷」を行う業務
である。簡潔にまとめると、回収された中古通信機
器が再利用可能かどうかを確認した後、クリーニン

グによって新品同様に再生して出荷する業務である。

1.3　改善対象として選定した理由
当物流は、受託当時は小規模だったものが順調に

荷量を伸ばし、現在では人数的にも売上的にもセン
タ内で最大規模となっている（基本体制として100名
以上の規模）。徐々に荷量が伸びてくる中、要員配置
の考え方が部分最適なものになってしまっていたこと
や、応急処置的に施してきたレイアウト変更により、
工程間の運搬や滞留といった問題が大きくなっている
ことと、これによるスペースの損失も大きかったこと
から、抜本的な改善を実施することとした。規模が大
きい物流であるため、センタ全体の収支面からみても、

宅配袋（ゴミ）
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図表1　荷受した荷物の中身の例。枠囲みの2つの機器が主要な
リサイクル対象商品。
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大きな効果が期待できる。
また、行田という立地もあり、近隣

の方々のパートで成り立つセンタであ
るが、残念なことに作業が体に辛いとい
う理由で退職されていく方もおり、定
着率は低下傾向にある。センタとして、
近隣の方々に良い環境で末永く働いて
いただきたいという思いは強く、また
そうでなければ長期的にセンタ運営そ
のものが成り立たない。当物流においては、上記に
述べた問題により、必要のない運搬や動作も多く発
生している状況だった。これらを一掃し、安全で体
に負担をかけない作業環境を構築するという点を、
改善指針の1つの軸とした。弊社が掲げる改善手法
LGPS＊においては、安全向上は品質向上につなが
るものであり、品質向上は効率向上につながるとい
う理念があるが、改善活動が停滞した際には、この
視点に立ち返ることで、改善を再び軌道にのせるた
めのヒントを度々得ることができた。また、作業員
の協力を期待以上にいただくことができたことも今
回の改善が成功した大きな要因であるが、これもそ
うした今回の改善の主旨を、作業員の方々に理解し
ていただいたからこそのことだったと考えている。
＊ LGPS（Logisco Production System）：NTTロジスコ独

自の改善手法。TPSをベースに、NTTロジスコ独自のノ
ウハウを付加したもので、物流業務設計や改善を実施する
際の基礎的な考え方となるもの。

2．目標設定

2.1　問題点抽出
標準作業組み合わせ表（図表2）をベースとした

工程分析により、正味作業・付帯作業・ムダ作業の
判別を実施し、ムダの発生状況を秒単位で定量的に
計測・把握した。ムダ作業の排除、特に体に負担の
かかる作業を排除すべく、なぜなぜ分析による真因
追求と真因排除を目指し、その後に付帯作業・正味
作業についても（組み合わせたり、入れ替えたり等々
で）、「なくせないか」「減らせないか」といった視
点から見直しをかけていくこととした。                  

2.2　改善の目標設定
改善の目標は、センタ全体の収支面を考慮し、生

産性の20％向上とした（生産性については、「生産
数」÷「稼働実績」とし、「生産性の向上」＝「収
益の向上」となる）。

2.3　改善実施スケジュール
改善施策の実施にあたっては、試行期間と一部実

施期間を設け、その後に全体へ段階的な展開を行う
という方法をとることで、本業務に支障を来すこと
のないようにした。また「改善に終わりなし」の考
え方から、センタとしては特に期間を設けず、継続
的に改善を実施することにしたが、中だるみを防止
するため、2カ月スパンで改善のテーマを設定し集
中的に実施する活動を、連続的に実施していく形と
した。併せて、センタ内の改善スキルの醸成や、パー
トを含めた全員参加での改善を成功させるべく、社
員による改善チームはあえて少数とし、改善のテー
マごとにパート作業員からメンバーをアサインする
形（社員メンバーが少数のため、パート作業員の協
力なしでは実施ができないようにする仕組）とした。
事後的に振り返ると、パート作業員からの意見によ
り乗り越えた問題は少なくなく、今回の改善が成功
した1つの大きな要因であったと考えられる。

3．改善の実施

3.1　改善の方向性
体に負担をかけるムダ（今回の改善で最も排除す

べきもの）の最たるものが、工程間でのモノの積替
と運搬だった。なぜなぜ分析（図表3）により、改

図表2　標準作業組み合わせ表を用いての工程分析。全工程を動作単位で細かく切り分
けた上で、それぞれの動作にかかっている時間を秒単位で計測・把握した。また、体に
負担のかかる作業がどの工程でどのくらい発生しているのかも把握できるようにした。
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善の軸は「細く長い流れを目指す平準化・同期化」
と「細くを太くするための能率向上」となった。前
者を達成するためには「要員配置と作業スケジュー
ルの変更」「そのための多能工化」「1個流し作業化」
という3つの具体的方針を立て、特に工程と工程の

「間」に注目して実施することにした。一方で、後
者を達成するためには「徹底的なムダの排除」「工
程の入替・統合による生産能力の向上」「作業員の
訓練」という具体的な方針のもとで行うこととした。
平準化・同期化という施策の性質上、全工程を通じ
て実施した改善であるが、特に効果の上がった改善
について切り出してご紹介する。

3.2　回収工程（前後の工程間含む）の改善
本工程は、配送業者より荷受した荷物（リサイク

ル対象の通信機器等が入った箱が宅配袋に入れられ
ている）を開梱し、リサイクル対象の機器を取り出
し、システムに入荷登録する工程である。荷受のた
びに、一斉に開梱と機器の取り出し作業をするもの
の、システムでの入荷登録が追いつかず、登録待ち
の機器が滞留。滞留物の高所への積み上げ作業やム
ダな荷繰りが派生的に発生しているほか、それらを
置くためにスペースが占有され、通路にまで溢れて
いるという状況であった。また荷受した荷物の作業
場への搬送についても、通路に荷物が溢れているた
めにカゴ車のままでは通路を通れず、すべてオリコ
ンへ積み替えた上で行っていた。1日あたりに処理
する物量はカゴ車25台分なので、それだけの量の荷
物をすべて積み替えて運搬する作業が毎日発生して
いることになる。これは、まさに「本来やらなくて

よいはずの作業」であり、かつ「体に負担のかかる
作業」である。

（1）施策1：要員配置の見直し

まず第一に、回収工程を構成する「開梱」「機器
の取り出し」「入荷登録」の3工程について、計測に
より割り出した生産性に基づき、次工程で処理でき
る分だけ、細く長く作業を進める要員配置にした。
どの工程も、1日分の作業を、1日かけて終わらせる
イメージになる（なお、この要員配置の考え方につ
いては、当物流の全工程に適用した）。

ところが、この段階で、入荷エリアにモノが溜ま
りすぎるという問題が発生した。ここで、配送業者
になるべく小分けに着車できないかと相談をしたと
ころ、トラックが満載である限りは1台でくるのも2
台でくるのも大きな違いはなくコントロールは可能
とのことで、対処していただけることとなった。併
せて、空になったカゴ車の引き取りもこまめに行っ
ていただくことが可能となった。以降、荷主様より
いただく荷量予測（精度は高い）を踏まえて配送業
者との情報共有による着荷のコントロールは継続さ
れ、入荷エリアの狭隘は大幅に解消した。

（2）施策2：入荷登録作業の短縮化

上記施策により滞留は解消したものの、入荷登
録についてはフル稼働を継続せざるをえないボトル
ネック工程（全体の生産能力を制限する工程）であ
り、確実に1日分の作業を完了させるためには、こ
この処理能力を向上させ全体の流れを太くすること
が求められる。登録作業台上の定置管理、必要備品
の前面集約配置、必要備品の定量管理による作業中
の補充作業排除など、作業員がムリのない姿勢のま
ま、動かずに、リズムを止めずに作業を進められる
ための改善を実施し（図表4～図表7）、結果、1件
あたり7秒もの改善を達成し、1.5人／日の工数削減
となった。

（3）施策3：オリコン積替の廃止とカゴ車直接搬入

上記の2つの施策を実施した結果、滞留は解消さ
れ、通路も完全に確保されたため、オリコンへの積

図表3　抽出された問題点に対して、なぜなぜ5回による真因追
求を実施。「細く長い」流れを目指すことに。
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替は廃止し、荷物は荷受したカゴ車のまま作業場へ
搬送するようにした（図表8・図表9）。これにより、
以前は1日250回も発生していたオリコンへの積替
作業と、その運搬作業が完全に排除された。

（4）施策4：開梱と入荷登録作業の統合・セル化

カゴ車の直接搬入により、「開梱」「機器の取り出
し」「入荷登録」の3工程間は一気に間締された。い
ざ間締してみると、この3工程をわざわざ分業で実
施していることが、非効率であることが明確に見え
てきた。作業員からも「一人ですべてできる」「一
人でやったほうが早い」との意見があがり、一人完
結のセル化を試行実施することとした。また作業員
が動かずに作業できるようにという考え方から、レ
イアウトはさらに間締されることになり、最終的に
は分業や作りすぎが物理的に実施できない形になっ

た（図表10～図表12）。細く長い流れを作ることで
滞留を解消するこの施策により、4人／日の工数削
減が達成された。当該工程は基本30名体制だった
が、上記の入荷登録作業台の改善と合わせて、約6
人／日の削減となり、おおむね20％の工数削減と
なった。一方で、現場に仮置や滞留物がなくなった
ことにより、モノ探しのムダも派生的に排除された
ため作業品質の向上にもつながった。

しかし、以上の施策を実施した後、着荷時間の
ずれによる手待ちが発生する場面が見られるように
なった。平準化・同期化が達成された流れの中で
は、前工程の遅れが、すぐさま手待ちとなって見え
る化する。さらに、細く長くの作業スケジュールの
中で手待ちが発生することは、1日分の作業が目標
時間に終わらないことを意味する。この手待ちの問
題は朝一で発生することが多かったため、ここで再
び配送業者へ着荷時間を早めてもらうべくお願いを
した。結果、30分から1時間ほど早めていただくこ
とができ、この問題は解決した。

併せて、こうした一連のエピソードについては、
改善が進むことにより、次の問題が見えてきて、そ
の問題に対して改善を行うとまた次の問題が見えて
きて…という改善のサイクルを、センタの作業員自
身が目の当たりにしたという点で、センタの改善ス

改善前

図表8　カゴ車から積み替え
られたオリコンの山が滞留し、
通路を占拠している。

改善実施後

図表9　オリコンへの積替が
排除された直後。通路が確保
され、カゴ車の直接搬入につ
ながる。

改善前 改善前

図表10　前工程から流れてき
たオリコンが滞留。作業台上
も高く積み上がっている。

図表11　作業台上の状況。前
工程で作りすぎた結果として
の滞留。

改善実施後

図表12　カゴ車を直接搬入し、カゴ車からの取り出し、開梱、
機器取り出し、システム受付までをセル化。作業は1個流しで
行うので、作業台上には1個分の荷物しか置かれない。

改善前

図表4　プリンターが左横の
低い位置にあり、作業のたび
にかがんで手を伸ばす作業が
発生。

改善実施後

図表5　プリンター等の必需
備品を作業員の前面に集約し、
定量管理を実施。動かず、リ
ズムを止めない作業が可能に。

改善実施後

図表6　改善実施後の作業台
の定置ライン。これが1個（1
ユニット）流しを維持する強
力な武器になる。 

改善実施後

図表7　備品を置くために、
縦置き保管の器具も使用。こ
れがなければ前面への備品集
約配置は難しかった。

プリンター

プリンター
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キルの醸成にあたり大きな収穫だったと考えている。
なお、本工程における、改善前と改善後の作業風

景の変わりようと定量的な改善効果は本社経営会議
でも話題となり、直ちに全国のセンタへ展開された。
弊社のLGPSによる改善活動の有効性を従業員へ再
認識させる一役を担うことになったと同時に、その
状況は当物流の作業員へも周知され、「自分たちの
改善が全国を牽引している」という意識によるモチ
ベーション向上にもつながった。

3.3　初期化・機能試験工程の改善
本工程は、入荷登録が完了した機器について、初

期化の処理、続いて、機能試験の処理をそれぞれの
専用システム端末にて実施する工程である。改善前
は、初期化と機能試験が分業となっていたが、工程
分析と動作分析を実施した結果、両工程には類似し
た作業が二重に発生していることが判明したため、
工程統合を目指した改善を行った。

（1）施策1：セル化と作業台統合による工程統合

両工程については、類似作業があるという点か
ら、まずセル化を実施した。しかし、それぞれの試
験の専用端末を使用する必要があるため、セル化は
できても設備上の問題により、作業台から作業台へ
の機器の運搬と作業員の移動は排除しきれずにい
た。モノを運ばずに、作業員は動かずに作業できる
ようにするというのが今回の改善の目指すところで
あることから、皆で知恵を絞った結果、それぞれの
専用端末を1つの作業台に集約し、コードを挿し替
えるだけで、両方の端末を使用して試験ができるよ
うにするというアイデアが生まれた（図表13）。2
つの異なるシステム端末が1つの作業台に載るため
に、ケーブル類が非常に多くなってしまい、作業台
も狭隘となってしまうという問題も出たが、これも
治具の開発によりクリアした（後述）。また、1個
流しの考え方に従い、1ユニットずつモノを流して
いくことを徹底することで、作業台上には仕掛中の
1ユニットしか載っていない状況が維持されること
も狭隘が発生しない一因にできた（図表14・図表
15）。この工程統合によるムダ排除の効果は大きく、

生産性は48％も向上した。
またセル化や作業台の統合に際しては、前後の工

程とのつながりも意識したうえでの工程順配置とす
べく、大掛かりなレイアウト変更も実施したが、実
施後に問題が発生した場合には直ちに元に戻すこと
ができるような段取りをとった。例としては、ケー
ブル類が絡まないようにユニット化しておくといっ
たことや、そもそもレイアウト変更の対象が少なく
なるように、真に必要なモノ以外は廃棄や他業務へ
の転用を実施するといったことである。改善により
本来業務に支障を来すことがないようにするという
点については、荷主様より業務を受託している弊社
においては最も重視すべきことの1つであり、改善
活動を管理する側（センタ長等）において特に重視
した点である。

（2）施策2：治具の開発

本改善においては、治具のサポートなくしては難

図表13　作業台統合を可能にしたコード切り替え治具。右下の
白いコード類が初期化用で、左下の黒いコード類が機能試験用。
それぞれ別のシステム端末から配線されているが、作業員は動
くことなく、このコードを挿し替えるだけで2つの試験を連続
的に行うことができる。初期化用のコードと機能試験用のコー
ドを明確に色分けすることで、作業の確実性も担保している。

改善前

図表14　左奥が機能試験の作
業台。右手前が初期化試験の
作業台。分業ゆえに運搬が発
生していた。

改善実施後

図表15　セル化後にさらに進
めた作業台の統合後。動かず
に2つの試験を実施できる。
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しかったと言える。なお、当センタはできるかぎり
費用をかけずに改善を行う方針であり、これらの治
具含め、今回の改善のために新規に購入したものは
ない。治具等の材料は、センタ内の余剰備品や廃棄
する備品の部材を使用するなどして対応した。上記
で記載した治具を2例ほどご紹介する。
①治具1

通信機器の初期化と機能試験においては、電源
コードの抜き差しが多く発生していたが、図表16の
治具を使用することで、コードの抜き差しの手間が
半分になった。これまでは何の疑いもなくコードの
抜き差しを行っていた。作業員からのアイデアによ
り実現した治具である。

②治具2

ベージュ色の木材でできた筐体が、開発した治具
である（図表17）。コードをユニット化する治具で、
これを使用するとコードの取り回しが格段に良くな
る。こちらは作業員からの意見をもとに、改善メン
バーでアイデアを出し合って作成した治具である。
通信機器の試験を行う当物流において、ケーブル類

の取り回しをいかに効率化するかという点は、品質
にも直結する重大なポイントであったと言える。

以上の改善により、試験工程全体で1日あたり48
時間、6人／日の削減となった。

3.4　クリーニング工程の改善
本工程は、試験まで完了した機器について、専用

洗浄剤やブラシ等でクリーニングを行う工程である。
ほとんどが通信機器やアダプタの汚れを落とす作業
になるが、改善前は大きなテーブルで4人のまとめ
作業を行っていたために、モノが滞留することによ
る積上げ作業や、荷繰りなどのムダが発生していた。
座り作業による立ち座り動作のムダや、作業台の上
の狭隘、モノの置き方や手順のバラつきによる作業
員ごとの生産性のバラつき等も課題となっていたた
め、この工程については、4人のまとめ作業を廃止し
セル化を実施した。また1個流しでの作業標準化も
徹底し、作業台の上には仕掛中の1台しか載ってい
ない状況が維持されるようにした。併せて、備品類
の置き方も、作業員がムリのない姿勢で手の届く範
囲に配置すると同時に、作業自体を「立作業化」す
ることで、立ち座りの動きをなくしつつ作業スペー
スはコンパクトにまとめた（図表18～図表21）。併
せて、この工程においては、どこまできれいにすれ

図表16　これで1つの治具。「初期化」でも「機能試験」でも
電源をつなぐ必要があるが、2つの試験が同一の作業台で連続
的に実施できるなら、電源コードを挿し替える必要はない。こ
の治具を使用し、かつ2つの試験の工程を統合したことで、電
源の抜き差しの手間が半分になった。

図表17　ベージュ色の筐体にOAタップがはめ込まれた治具。
これによりケーブル類がコンパクトにまとまると同時に、取り
回しも簡易かつ正確にできるようになった。

改善前

図表18　改善前のまとめ作業
の風景。滞留物により全体的
に作業場が圧迫されている。 

改善実施後

図表19　改善後の立ち作業に
よるセル作業の風景。作業場
が整然とし、品質面において
も効果が上がった。

改善前

図表20　改善前の作業台上の
状況。画像の奥にも手前にも
大量の滞留物が見える。 

改善実施後

図表21　改善後の作業台上の
風景。1個流し作業の徹底に
より、作業台上に滞留物は一
切ない。
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ばよいかという点でやりすぎのムダが発生する場合
が多くあったために、この基準も統一化した。結果、
生産性は32％向上、工数としては57時間（7人／日）
の削減という大きな成果を出すことができた。

4．標準化のための訓練道場

細く長くの作業スケジュールを実施する中では、
大幅な要員配置の変更を実施する必要があったため
に、多能工化は重大な課題であった。そこで、改善
スケジュールと連動した多能工化スケジュールに基
づき、訓練道場による訓練を実施した。ビデオ動画
を見ながら実地で研修するスタイルにて、今なお継
続して実施中である。多能工化された作業員が、セ
ル化された各工程を必要に応じて移動する要員配置
により、物量の繁閑変動に柔軟に対応することがで
きるようになったため、手待ちのムダは圧倒的に減
少し、これが生産性向上の1つの大きな要因となっ
ている。一方、多能工化よりもむしろ苦心した点と
して、ベテラン作業員の作業手順の標準化がある。
各作業員が長年行ってきた作業手順を変えることに
必要性を感じてもらうことが難しいというのが悩み
だった。そこで、当初、初心者対象に行っていたビ
デオ動画による訓練をベテラン作業員に対しても実
施することとした。2つのディスプレイで早い人の
作業と遅い人の作業を同時再生し、両者の処理件数
が徐々に開いていく状況を見てもらい、作業員自身
に、作業手順の違いによる生産性の差に「気づき」
を得てもらう形で標準化を実施。以降、ベテラン作

業員の標準化が目に見えてスムーズに進むように
なった。

併せて、短い作業の中でも腰を曲げたり手を伸
ばしたりという作業が数多く発生しうることを動画
で見てもらいながら、今回の改善により、こうした
作業をなくしたいと考えていることを説明すること
で、改善活動への理解と協力を得ることができた。

5．改善効果

今回の改善により、全体としては生産性20％向上
を達成、約20人／日の工数削減となった。大幅な人
数減となっているが、派遣作業員の削減と、他物流
への異動等により、退職者は一人も出していない（セ
ンタ全体では荷量が増加傾向という背景もある）。

また、時間外の発生も少なくなったが、これはつ
まり、お客様へお約束している作業を遅延させるこ
となく、より確実に完了させられる状況であること
を示す。1日の作業にムラがなく、同じスピードで
同じリズムで進める作業スケジュールにおいては、
作業員がバタつくことがない。結果的に品質向上に
も大きく寄与した。

冒頭で述べた作業員の定着率についても、下降気
味だったものが上昇に転じた。今回の改善により、
生産性について大幅な向上が達成されたが、この定
着率の改善は私たちにとって最も大きな財産になっ
たといえる。

6．今後の課題

今後の課題としては、大きく2点ある。今回ご紹
介できなかった他工程について、セル化できていな
い部分があるため、まずはセル化を進めることが1
点。もう1点は、個人別の能力管理によるさらなる
生産性向上である。個人別の能力がセル化により明
確になるため（今回セル化にこだわった理由の1つ
である）、この管理を徹底し、訓練道場によるフィー
ドバック研修を継続することにより、全体の生産能
力をさらに太く強いものにしていきたい。

図表22　訓練道場による研修風景。2つのディスプレイを同時
再生して作業を比較するプログラム。
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7．まとめ

物流業務は人で成り立っている。さらに、行田に
立地している当センタにおいては、近隣在住の方々
で成り立っている。体にムリのない作業を目指せば、
自然とムダのない作業となり、ムダのない作業をし
ていると自然と高品質な作業となり、体にムリがな

く、ムダがなく、高品質な作業をしていると、自然
とコストが下がっていくというサイクルが達成され
る。結果として、お客様の満足と弊社の収益確保と、
働きやすい環境作りの3方を同時に満たすことがで
き、今回の改善は弊社にとって大きな財産となった。
全社的に今後のさらなる改善活動に生かしていく所
存である。

選考評

本事例は、通信機器のリサイクル業務を受託した
物流センターの生産性向上の改善事例である。

参考になる項目を3つにグループ分けする。
1．改善全体の骨格ができている

①物流センターでの作業は近隣のパートの方で成り
立っている。しかし体がきつくやめていく理由が
あった。これに応えて、体に優しい作業にすること
を改善活動の課題としている。
②まとめで、体にやさしい作業はムダのない作業と
なり、コストが下がると説明されている。定義を生
産数／稼働実績とした生産性の20％向上を目標に
掲げ、20人／日削減の活動成果を出している。さ
らに退職者を1人も出さずにコスト削減を行ってい
る。生産性向上が収益向上に結び付き、参考になる。
③改善は社員やパート作業員の全員参加で行ってい
る。その中で改善の方向性や軸を明確にして、メン
バー間で共有されている。方向性は「体に負担をか
けるムダをなくす」であり、軸は「細く長い流れを
目指す平準化・同期化」と「細くを太くするための
能率向上」である。
2．改善施策の堅実な実施

①分析に「なぜなぜ5回」や「工程分析」「動作分析」
を行い、積替、運搬、モノ探し、歩行、手待ち、や

りすぎというムダ作業をなくしている。必要な量だ
けの処理をするための同期化、工程統合、1個流し化、
セル化等の改善を実施し、多能工化とセル化の推進
により繁閑対応が容易になったと説明があった。
②この事例の特徴は視覚に訴えて、関係者がわかり
やすいことである。動画で作業分析を行ったり、標
準化のため訓練道場で早い人の作業と遅い人の作業
を同時に見せたり、作業で使う試験機材の色分けを
行ったりしている。
③前工程の配送業者と相談し、作業改善、情報共有
を行っている。
3．改善の継続

大会2日目の大会副委員長の講評にあった「改善
の継続」の良好事例の1つにあげられる。ポイント
は3つ考えられる。
①1項で述べた、改善の方向性や軸が明確で、メン
バーで共有されている。
②2カ月スパンで改善テーマを設定し集中的に実施。
③本社経営会議で話題になり、直ちに全国のセン
ターへ展開された成功体験がモチベーションアップ
につながっている。

今後、改善チームを社内に増やし、会社全体の改
善活動を推進する役割を果たしてほしい。

「通信機器リサイクル業務の効率化」
全日本物流改善事例大会2015 実行委員　安藤 直明

（三菱電機㈱ ロジスティクス部 企画グループ 専任）


