
発　表⑬
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 滋賀NDC 所長

山田　国知 氏
物流技術管理士（85期）

サプライチェーン密着による改善活動

11：35～11：40 コーディネータ コメント

※発表者、テーマは都合により変更になる場合がございます。

11：40～11：50 休　憩

16：40～16：45 コーディネータ コメント

10:00～10:15 【実行委員長挨拶】　渡邉　一衛 氏 全日本物流改善事例大会実行委員会 委員長
成蹊大学 名誉教授

10:15～10:30 【表　彰】　全日本物流改善事例大会30周年記念 特別賞

16：45～17：00 【全 体 講 評】　黒川　久幸 氏 全日本物流改善事例大会実行委員会 副委員長
東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授

＜コーディネータ＞
重信　敏治 氏　（株）オカムラ物流　取締役 物流企画部 部長

寺田　猛史 氏　鴻池運輸（株）　営業統轄本部 システム営業部 部長代理

セッション

B 物流業務 部門

【取り扱い製品】酒類・飲料
配送業務拡大に伴う作業スペースの圧迫に対処できず、作業効率が停滞した。原因を分析すべく現場を
見直したところ、作業環境の雑然さが業務の妨げになっていたことが分かった。そこで改善の基本である5S
に取り組んだ。掲示物での注意喚起や清掃ルールの徹底、従業員教育により5Sを定着させ、整理整頓に
よりスペース問題を解決することで生産性の向上を実現した。

【取り扱い製品】オフィス家具
生産現場の月次計画から週次計画への移行に伴う分散型入品により、自動倉庫の在庫管理棚数が増加
した結果、棚不足が発生していた。そこで荷主との連携による梱包寸法の変更等による入庫効率の向上、
端数整理の定着化、QC手法を用いた入庫作業方法の見直し等、各種改善を実施した結果、保管効率を
18%向上させ、外部倉庫関連費用の削減に繋げることができた。

【取り扱い製品】汎用インバータ
今まで顧客が行っていた、工場の製造ラインに梱包資材を配送する業務について、顧客と一緒に改善に
取り組んだ。顧客との情報の共有化、ライン毎の製造能力把握、資材投入間口の適正化、資材管理倉庫
の改善、配膳方法の変更を行った結果、生産性の向上や保管スペースの削減を実現した。また顧客のSC
改革にも呼応し、改善テーマである顧客満足度の向上を達成した。
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＜コーディネータ＞
福島　俊浩 氏　生活協同組合連合会コープネット事業連合　コープネット店舗管理部 物流企画担当課長

堀川　亮一 氏　三菱地所リアルエステートサービス（株）　ビル営業一部 三課（物流施設担当） 課長
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発　表⑫

セッション

D 物流管理 部門

セッション

C 物流業務 部門

＜コーディネータ＞
宮本　定幸 氏　トラスコ中山（株）　物流部 物流統括課 課長

根尾佳珠機 氏　村田機械（株）　L&A事業部 営業企画室 室長

＜コーディネータ＞
豊永　治彦 氏　本田技研工業（株）　SCM企画室 生産システム部会ヘッド 主幹

飯田　正幸 氏　（株）ロジクロス・コミュニケーション　CS. レプレゼンタティブ

大会１日目：2016年4月21日（木）　

セッション

A 物流業務 部門

日本ロジテム株式会社
千葉営業所

近藤　智史 氏

株式会社コクヨロジテム

小池　利浩 氏
物流現場改善士（5期）

    小池いづみ 氏

富士物流株式会社
鈴鹿支社

大橋　庸平 氏

5S強化で現場改革！

自動倉庫の保管効率20％向上を目指す

梱包資材JIT投入方法変更による顧客満足度の向上

12：50～12：55 コーディネータ コメント

12：55～14：00 昼食・休憩

【取り扱い製品】PC関連
流通加工業務が荷主毎の担当制となっており、担当者以外何をしているのか分からない状況であった。そこで
属人化していた業務の棚卸と作業内容・作業量の分析を行うと同時に各作業者の習熟度の確認を行い、
作業者の力量マップを作成し、作業の平準化、顧客専任化からマルチ化への転換を図った。その結果、重複
作業34件の削減と14名体制から9名体制への作業生産性の向上を実現した。

【取り扱い製品】飲料
ピッキング作業での業務指示と進捗管理のツールとして「差し立て板」を運用しているが、それに関わる作業で
付加価値を生まない動作のムダに着目して改善に取り組んだ。差し立て板の位置や現場レイアウトの見直しを
行った結果、ムダ歩行が33％削減した。また、現場レイアウトの見直しと併せて危険箇所を洗い出し、フォーク
リフトと歩行者の視点からの対策を行い、職場の安全性が向上した。

【取り扱い製品】コンタクトレンズ関連
「大は小を兼ねる」をコンセプトに設計された出荷用カートンにおいて、資材単価が高い、緩衝材を大量に使用
する、作業性が悪いといった問題が発生していた。この問題を解決すべく、荷主と共に改善プロジェクトを
立ち上げ、サイズの適正化と折り込みやフラップを用いて、極力緩衝材を使用しない形状に設計した結果、
月額60万円の資材コスト削減に加え、生産性12％の向上や積載率の改善（積載効率約2倍）を実現した。

発　表④

発　表⑤

発　表⑥

リコーロジスティクス株式会社

温水　加代 氏
酒巻　一平 氏

首都圏事業本部 MC事業部 ソリューション物流部
首都圏事業本部 MC事業部 ソリューション物流部

アドバンスト･ロジスティックス･ソリューションズ
株式会社
市川事業所

大田　　晃 氏

日本通運株式会社
隅田川支店平井事業所

星野　亮輔 氏

流通加工業務プロセスの標準化によるマルチスキル化と業務効率化

ピッキング業務のムダ取り改善と安全確保

梱包資材の見直しによる3Rへの取り組みと作業生産性の向上

お納め本部 伊那配送センター 主任

お納め本部 伊那配送センター
15：00～15：05 コーディネータ コメント

15：05～15：20 コーヒーブレイク

【取り扱い製品】エンジン系部品
出荷業務において過去複数回にわたり誤出荷が発生していた。より精度の高い出荷保証業務を目指して、
改善活動を推進した。その検討において、製造現場にて用いられている製造品質管理手法を、出荷業務と
いう人依存型の作業に置き換え展開した。これにより業務品質を定量的に把握し数値的に判別することが
可能となり、出荷トラブル『ゼロ』を実現することができた。

【取り扱い製品】オフィス家具
福岡市中心部では駐車違反の取締りが厳しく、これまでのツーマン配送に加えスリーマン配送を導入したが、
年々スリーマン配送は拡大し、コスト負担が重荷となってきた。そこでコスト削減のために、配車手法や配送
方法の見直しを行い、スリーマン車両の集約やビル駐車場情報のデータベース化による活用、単独納品が
可能な商品の集約等の改善を行った結果、開始から9ヶ月間の実績で約140万円のコストダウンに成功した。

【取り扱い製品】ハードディスク
海運グループでは既存業務の効率化を図り、新規業務に取り組む体制を構築するため、輸入通関依頼プロ
セス1件当りの作業時間にバラツキが大きかったハードディスク案件について、その原因を分析して改善に
取り組んだ。管理台帳や通関指示書入力シート、通関指示に関する内容の統一や簡略化を行うとともに、
業務量に応じた人員体制を構築した結果、輸入通関依頼プロセスが1件当り20.2分から12.7分に短縮した。
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発　表⑦

発　表⑧

発　表⑨

本田技研工業株式会社
駆動系統括部 パワートレインユニット製造部
PT部品工場管理ブロック 工務Gr

海老原　美樹 氏

高砂倉庫株式会社
オカムラ配送センター 配車担当

長　　洋平 氏

東芝ロジスティクス株式会社
TLロジサービス株式会社（深谷営業所）
青梅分室

丹野　祐介 氏

製造品質管理手法を用いた出荷保証の確立

配送助手の適正配置によるコストダウン ～天神・博多駅地区のスリーマン車両削減～

輸出入間接業務の事務効率改善

【取り扱い製品】飲料
超過勤務『ゼロ』の労働環境と業務品質の向上を目指して改善に取り組んだ。現場の意見の吸い上げと
目標KPIの共有を行い、ワークサンプリングを実施しムダ業務の洗い出しや業務分担の再設定から、最適な
業務タイムスケジュールを作成した。これを基に業務マニュアルを作成し、業務の平準化を図った結果、年間
総残業時間を約790時間短縮にすることに成功し、業務品質も向上させた。

【取り扱い製品】自動車関連
弊社が経営方針として掲げる「従業員とその家族の幸せ」「お客様の満足」「会社の存続」が高次元で
バランスする「三位一体経営」の実現に向け、2013年11月から顧客満足度アンケートの実施を開始し、
昨年10月までに全5回実施した。アンケート結果から課題を明確にしたうえで、顧客と共有しながら業務改善
を行ってきたことで、この2年間で飛躍的な物流サービス向上に繋がった。

【取り扱い製品】オーラルケア・接着剤・シーリング材
社会の高度化により物流への顧客要望が高まるなか、物流企業と荷主企業が共同で品質管理システムを
開発し、8000件以上にもおよぶ物流品質事象をデータベース化しKPIを設定した。これによりなぜ事故が
起きたかを徹底的に究明し、傾向分析による真の要因が明確になった。物流事故の減少とともに廃棄、
再配達、クレーム対応の減少によるコスト削減とCO2の排出抑制を実現した。

【取り扱い製品】ノート・ノート原紙
滋賀ではコクヨの主力商品を製造する製造子会社と物流子会社が、同じ敷地内に立地している。製造から
物流まで全て一連の流れになっているが、連携がなく製造工程と物流工程で個別の改善を行っていたものの
効果や実施内容について限界があった。そこで会社の枠を超え、各社最適から全体最適の視点で目標を共有
し、活動に取り組んだ。サプライチェーンが連携したことで改善の幅や効果の拡大に至ることができた。

株式会社シンクラン
東日本事業統括部 関東RS事業部 
西落合内勤 所長

橋本　陽子 氏

株式会社スバルロジスティクス

STARLECS株式会社
ロジスティクス部 物流企画グループ

朝倉　　芳 氏
物流技術管理士（85期）

誰でも出来る仕組み作りによる業務効率向上

CSアンケート実施による物流サービス向上の取り組み

物流品質のKPI管理による物流環境改善

佐川　富夫 氏
茂木　崇弘 氏

企画管理本部 経営企画部 経営企画課 課長
企画管理本部 経営企画部 経営企画課

4

プログラム



発　表⑬
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 滋賀NDC 所長

山田　国知 氏
物流技術管理士（85期）

サプライチェーン密着による改善活動

11：35～11：40 コーディネータ コメント

※発表者、テーマは都合により変更になる場合がございます。

11：40～11：50 休　憩

16：40～16：45 コーディネータ コメント

10:00～10:15 【実行委員長挨拶】　渡邉　一衛 氏 全日本物流改善事例大会実行委員会 委員長
成蹊大学 名誉教授

10:15～10:30 【表　彰】　全日本物流改善事例大会30周年記念 特別賞

16：45～17：00 【全 体 講 評】　黒川　久幸 氏 全日本物流改善事例大会実行委員会 副委員長
東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授

＜コーディネータ＞
重信　敏治 氏　（株）オカムラ物流　取締役 物流企画部 部長

寺田　猛史 氏　鴻池運輸（株）　営業統轄本部 システム営業部 部長代理

セッション

B 物流業務 部門

【取り扱い製品】酒類・飲料
配送業務拡大に伴う作業スペースの圧迫に対処できず、作業効率が停滞した。原因を分析すべく現場を
見直したところ、作業環境の雑然さが業務の妨げになっていたことが分かった。そこで改善の基本である5S
に取り組んだ。掲示物での注意喚起や清掃ルールの徹底、従業員教育により5Sを定着させ、整理整頓に
よりスペース問題を解決することで生産性の向上を実現した。

【取り扱い製品】オフィス家具
生産現場の月次計画から週次計画への移行に伴う分散型入品により、自動倉庫の在庫管理棚数が増加
した結果、棚不足が発生していた。そこで荷主との連携による梱包寸法の変更等による入庫効率の向上、
端数整理の定着化、QC手法を用いた入庫作業方法の見直し等、各種改善を実施した結果、保管効率を
18%向上させ、外部倉庫関連費用の削減に繋げることができた。

【取り扱い製品】汎用インバータ
今まで顧客が行っていた、工場の製造ラインに梱包資材を配送する業務について、顧客と一緒に改善に
取り組んだ。顧客との情報の共有化、ライン毎の製造能力把握、資材投入間口の適正化、資材管理倉庫
の改善、配膳方法の変更を行った結果、生産性の向上や保管スペースの削減を実現した。また顧客のSC
改革にも呼応し、改善テーマである顧客満足度の向上を達成した。
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＜コーディネータ＞
宮本　定幸 氏　トラスコ中山（株）　物流部 物流統括課 課長

根尾佳珠機 氏　村田機械（株）　L&A事業部 営業企画室 室長

＜コーディネータ＞
豊永　治彦 氏　本田技研工業（株）　SCM企画室 生産システム部会ヘッド 主幹

飯田　正幸 氏　（株）ロジクロス・コミュニケーション　CS. レプレゼンタティブ

大会１日目：2016年4月21日（木）　

セッション

A 物流業務 部門

日本ロジテム株式会社
千葉営業所

近藤　智史 氏

株式会社コクヨロジテム

小池　利浩 氏
物流現場改善士（5期）

    小池いづみ 氏

富士物流株式会社
鈴鹿支社

大橋　庸平 氏

5S強化で現場改革！

自動倉庫の保管効率20％向上を目指す

梱包資材JIT投入方法変更による顧客満足度の向上

12：50～12：55 コーディネータ コメント

12：55～14：00 昼食・休憩

【取り扱い製品】PC関連
流通加工業務が荷主毎の担当制となっており、担当者以外何をしているのか分からない状況であった。そこで
属人化していた業務の棚卸と作業内容・作業量の分析を行うと同時に各作業者の習熟度の確認を行い、
作業者の力量マップを作成し、作業の平準化、顧客専任化からマルチ化への転換を図った。その結果、重複
作業34件の削減と14名体制から9名体制への作業生産性の向上を実現した。

【取り扱い製品】飲料
ピッキング作業での業務指示と進捗管理のツールとして「差し立て板」を運用しているが、それに関わる作業で
付加価値を生まない動作のムダに着目して改善に取り組んだ。差し立て板の位置や現場レイアウトの見直しを
行った結果、ムダ歩行が33％削減した。また、現場レイアウトの見直しと併せて危険箇所を洗い出し、フォーク
リフトと歩行者の視点からの対策を行い、職場の安全性が向上した。

【取り扱い製品】コンタクトレンズ関連
「大は小を兼ねる」をコンセプトに設計された出荷用カートンにおいて、資材単価が高い、緩衝材を大量に使用
する、作業性が悪いといった問題が発生していた。この問題を解決すべく、荷主と共に改善プロジェクトを
立ち上げ、サイズの適正化と折り込みやフラップを用いて、極力緩衝材を使用しない形状に設計した結果、
月額60万円の資材コスト削減に加え、生産性12％の向上や積載率の改善（積載効率約2倍）を実現した。

発　表④

発　表⑤

発　表⑥

リコーロジスティクス株式会社

温水　加代 氏
酒巻　一平 氏

首都圏事業本部 MC事業部 ソリューション物流部
首都圏事業本部 MC事業部 ソリューション物流部

アドバンスト･ロジスティックス･ソリューションズ
株式会社
市川事業所

大田　　晃 氏

日本通運株式会社
隅田川支店平井事業所

星野　亮輔 氏

流通加工業務プロセスの標準化によるマルチスキル化と業務効率化

ピッキング業務のムダ取り改善と安全確保

梱包資材の見直しによる3Rへの取り組みと作業生産性の向上

お納め本部 伊那配送センター 主任

お納め本部 伊那配送センター
15：00～15：05 コーディネータ コメント

15：05～15：20 コーヒーブレイク

【取り扱い製品】エンジン系部品
出荷業務において過去複数回にわたり誤出荷が発生していた。より精度の高い出荷保証業務を目指して、
改善活動を推進した。その検討において、製造現場にて用いられている製造品質管理手法を、出荷業務と
いう人依存型の作業に置き換え展開した。これにより業務品質を定量的に把握し数値的に判別することが
可能となり、出荷トラブル『ゼロ』を実現することができた。

【取り扱い製品】オフィス家具
福岡市中心部では駐車違反の取締りが厳しく、これまでのツーマン配送に加えスリーマン配送を導入したが、
年々スリーマン配送は拡大し、コスト負担が重荷となってきた。そこでコスト削減のために、配車手法や配送
方法の見直しを行い、スリーマン車両の集約やビル駐車場情報のデータベース化による活用、単独納品が
可能な商品の集約等の改善を行った結果、開始から9ヶ月間の実績で約140万円のコストダウンに成功した。

【取り扱い製品】ハードディスク
海運グループでは既存業務の効率化を図り、新規業務に取り組む体制を構築するため、輸入通関依頼プロ
セス1件当りの作業時間にバラツキが大きかったハードディスク案件について、その原因を分析して改善に
取り組んだ。管理台帳や通関指示書入力シート、通関指示に関する内容の統一や簡略化を行うとともに、
業務量に応じた人員体制を構築した結果、輸入通関依頼プロセスが1件当り20.2分から12.7分に短縮した。
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～

12：30

12：30

～
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発　表⑦

発　表⑧

発　表⑨

本田技研工業株式会社
駆動系統括部 パワートレインユニット製造部
PT部品工場管理ブロック 工務Gr

海老原　美樹 氏

高砂倉庫株式会社
オカムラ配送センター 配車担当

長　　洋平 氏

東芝ロジスティクス株式会社
TLロジサービス株式会社（深谷営業所）
青梅分室

丹野　祐介 氏

製造品質管理手法を用いた出荷保証の確立

配送助手の適正配置によるコストダウン ～天神・博多駅地区のスリーマン車両削減～

輸出入間接業務の事務効率改善

【取り扱い製品】飲料
超過勤務『ゼロ』の労働環境と業務品質の向上を目指して改善に取り組んだ。現場の意見の吸い上げと
目標KPIの共有を行い、ワークサンプリングを実施しムダ業務の洗い出しや業務分担の再設定から、最適な
業務タイムスケジュールを作成した。これを基に業務マニュアルを作成し、業務の平準化を図った結果、年間
総残業時間を約790時間短縮にすることに成功し、業務品質も向上させた。

【取り扱い製品】自動車関連
弊社が経営方針として掲げる「従業員とその家族の幸せ」「お客様の満足」「会社の存続」が高次元で
バランスする「三位一体経営」の実現に向け、2013年11月から顧客満足度アンケートの実施を開始し、
昨年10月までに全5回実施した。アンケート結果から課題を明確にしたうえで、顧客と共有しながら業務改善
を行ってきたことで、この2年間で飛躍的な物流サービス向上に繋がった。

【取り扱い製品】オーラルケア・接着剤・シーリング材
社会の高度化により物流への顧客要望が高まるなか、物流企業と荷主企業が共同で品質管理システムを
開発し、8000件以上にもおよぶ物流品質事象をデータベース化しKPIを設定した。これによりなぜ事故が
起きたかを徹底的に究明し、傾向分析による真の要因が明確になった。物流事故の減少とともに廃棄、
再配達、クレーム対応の減少によるコスト削減とCO2の排出抑制を実現した。

【取り扱い製品】ノート・ノート原紙
滋賀ではコクヨの主力商品を製造する製造子会社と物流子会社が、同じ敷地内に立地している。製造から
物流まで全て一連の流れになっているが、連携がなく製造工程と物流工程で個別の改善を行っていたものの
効果や実施内容について限界があった。そこで会社の枠を超え、各社最適から全体最適の視点で目標を共有
し、活動に取り組んだ。サプライチェーンが連携したことで改善の幅や効果の拡大に至ることができた。

株式会社シンクラン
東日本事業統括部 関東RS事業部 
西落合内勤 所長

橋本　陽子 氏

株式会社スバルロジスティクス

STARLECS株式会社
ロジスティクス部 物流企画グループ

朝倉　　芳 氏
物流技術管理士（85期）

誰でも出来る仕組み作りによる業務効率向上

CSアンケート実施による物流サービス向上の取り組み

物流品質のKPI管理による物流環境改善

佐川　富夫 氏
茂木　崇弘 氏

企画管理本部 経営企画部 経営企画課 課長
企画管理本部 経営企画部 経営企画課
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11：35～11：40 コーディネータ コメント

※発表者、テーマは都合により変更になる場合がございます。

11：40～11：50 休　憩

16：40～16：45 コーディネータ コメント

10:00～10:15 【実行委員長挨拶】　渡邉　一衛 氏

10:15～10:30 【表　彰】　全日本物流改善事例大会30周年記念 特別賞

16：45～17：00 【全 体 講 評】　黒川　久幸 氏

セッション

F 物流業務 部門

【取り扱い製品】事務用品・オフィス家具
入荷作業においてハンディターミナルへの数量入力間違いを防止すべく、入荷商品計上システムの改修を行った。
作業精度が大幅に向上したことで、作業ミスによって発生していた原因調査、修正対応作業等のムダな作業
工数の削減を実現し、コスト削減効果を得るとともに、入荷現場における作業環境の改善と荷主の信頼を
獲得することに成功した。

【取り扱い製品】食品
既存の倉庫は5社の荷主を抱え慢性的なスペース不足に陥っており、限られたスペースでさらなる保管能力
向上の必要が生じていた。対策としてABC分析に基づくレイアウト最適化の取り組みを実施した結果、保管
能力（出荷間口）が228％、保管アイテム数が123％に向上し、作業効率の向上も達成するとともに、
外部倉庫の借庫が不要となり、前年同時期と比較して270万円のコスト削減を実現した。

【取り扱い製品】美容品
2014年春に立ち上げたメーカー物流において出荷梱包・流通加工作業の改善を実施した。ムダ・ムラ・ムリ
を完全に排除し、出荷梱包・流通加工作業の「1個流し化」、作業標準化を目的とした「見える化」を実施した。
あわせて、運搬作業の負荷軽減、ならびに商品落下などによる破損防止策として搬送機器の自作にも取り
組んだ。これらの取り組みの結果、作業ミスの撲滅、出荷作業時間の削減を達成した。

15：20

～

15：40

15：40

～

16：00

16：00

～
16：20

発　表⑭

発　表⑮

発　表⑯

14：00

～

14：20

14：20

～

14：40

14：40

～

15：00

発　表㉓

発　表㉔

発　表㉕

セッション

H 物流管理 部門

セッション

G 物流業務 部門
大会2日目：2016年5月27日（金）　

セッション

E 物流業務 部門

株式会社KTL
KTL オペレーション部 システム副課長

稲見　裕樹 氏
物流現場改善士（6期）

アサヒロジ株式会社

佐中貴美子 氏
    二見　　萌 氏

株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコサービス
千葉物流センタ 第二担当

大西　哲也 氏
物流技術管理士（64期）

入荷現場責任者をフォローするための、入荷現場共同改善プロジェクト！

ABC分析に基づくレイアウト最適化による倉庫保管能力の向上

1個流しによる出荷梱包・流通加工作業の整流化への取り組み

12：50～12：55 コーディネータ コメント

12：55～14：00 昼食・休憩

【取り扱い製品】自動車補給部品
当該職場では240名の作業者が276台の台車を使っており、安全な作業環境の構築が課題となっていた。
そこで安全・安心を追求した台車づくりに取り組み、接触リスクの低減を図るとともに、万が一接触しても
怪我がないように緩衝材などの安全標準を整備した。あわせて安全な人づくりに取り組み、体感訓練や危険予知
トレーニングなどを導入した結果、安全モデルラインとして社内外から高い評価を受けた。

【取り扱い製品】生活雑貨
ピースピッキング作業の効率向上のため、カートデータと屋内測位システムを利用し、作業者の歩行距離や
時間、錯綜度合いを把握した。これらのデータに基づき棚配置やピッキング方式の最適化を行った結果、
平均歩行距離が44%削減され、ピッキング効率が25％向上し、月間総労働時間を約450時間短縮することに
成功した。

【取り扱い製品】オフィス家具
メーカーの生産の移管に伴い主力取扱製品が変化し、製品が小さく細かくなる一方で、取り扱い件数は年々
増加していた。そのような環境のなか、庫内作業終了時間を短縮すべく地方送品車両の待機時間に着目し、
垂直搬送機付近で発生していた製品及び作業の滞留を解消した。更に出荷ピット増設でピット回転率向上を
図った。その結果、時間当たり作業才数は103％向上し、1車当たり36分の待機時間短縮に成功した。

発　表⑰

発　表⑱

発　表⑲

キムラユニティー株式会社

木下　毅司 氏
小川　　厚 氏

株式会社富士ロジテック
管理本部 業務改善支援担当部長

川口　公義 氏
物流士（20期）

株式会社オカムラ物流
西日本支店 大阪物流センター 商品管理課 
品質管理担当

中西　智愛 氏

「安全・安心な台車への改善」と「安全な人づくり」 －愚直で地道な安全環境づくりと新たな魅力ある職場環境づくりに向けて－

ピッキングカート及び屋内測位データを基にした改善と効果検証

ピット回転率向上による荷役効率改善 －積込車両を待たせない為の対策－

アサヒロジ近畿圏支社 西宮支店 主管
アサヒロジ近畿圏支社 西宮支店

15：00～15：05 コーディネータ コメント

15：05～15：20 コーヒーブレイク

【取り扱い製品】自動車部品
新規車種のCKD部品立ち上げにおいて、新しい部品の図面または現物を確認して梱包仕様設計を行って
いたが、部品形状に変更があると既存の資材が使用できず、新たな資材設計が必要になっていた。そこで
荷主の部品設計段階から、梱包仕様を基準として設計してもらうよう提案し改善を試みた。その結果、9個の
専用資材を共通化することに成功し、金型費約1000万円の抑止を実現した。 ※CKD：完全現地組立

【取り扱い製品】ネジ・工具関連
業容拡大に伴う出荷作業量の大幅な増加による物流センターの負荷解消と、路線事業者への荷渡し時間の
短縮に取り組んだ。徹底した原因分析に基づき、荷合わせシステムや新バラシステム（バラ商品の入出庫
作業の自動化等）の導入、商品ごとの受注頻度に応じた商品配置の見直し等を行った結果、作業効率が
向上し出荷作業時間の大幅な短縮を実現した。

【取り扱い製品】合成ゴム・ラテックス
表示ラベルの改訂と輸出対応による4ヶ国語表記ラベルの貼付開始により、ラベル管理・貼付作業が複雑化
したことで、生産性が大きく低下し、作業ミスのリスクが高まっていた。これに対し、ラベル貼付方法の標準化
を図るとともに、物流管理システムにラベル誤貼付検品機能を追加したことで、ラベル貼付作業時間を31％
削減させ、ラベル誤印刷、誤貼付、誤充填、誤出荷『ゼロ』を実現した。
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発　表⑳

発　表㉑

発　表㉒

株式会社スバルロジスティクス

鈴木　良明 氏
高橋　史一 氏

サンコーインダストリー株式会社
物流部 物流第2課 課長

岡本　一彦 氏

住化ロジスティクス株式会社
愛媛事業所 第二業務部 A&L業務課 副課長

河田　伸治 氏
物流技術管理士（77期）

新規車種CKD立ち上げ時の専用金型費の抑制

出荷作業効率化による路線事業者への荷渡し時間短縮への挑戦

ラベル貼付作業の標準化・検品システム導入による生産性・品質の向上について

【取り扱い製品】食品・飲料
物流現場からの提案で物流全体の効率化の実現を目的とし、九州で生産され、全国に出荷されている特Aランク
商品をターゲットに、荷姿改善による庫内作業、配送効率化を実施した。まず九州地区において活動を展開し、
達成した実績を全国生協物流で改善できる物流効率化を提案した。その結果、メーカーの物流コストの大幅
削減を実現し、荷主、生産メーカー、納品先また自社と関係先すべてにメリットがある効率化を実現した。

【取り扱い製品】自動車トランスミッション関連
会社方針として安全絶対を掲げているなか、一向に収まらない物流ヒヤリ・ハットの撲滅に向けて、過去に遡って
ヒヤリ・ハットを分析し、原因を調査した。その結果、確認不足によるヒヤリ・ハットであることが発覚したため、
指差し呼称を徹底的にやることに拘ってハード・ソフト・マネージメントの観点から物流機能軸活動として活動
を行った結果、指差し呼称定着後のヒヤリ・ハットの撲滅が実現した。

【取り扱い製品】飲料・医薬品
将来のSKU拡大を見据え、作業支援システム（ID倉庫システム）を導入し、商品知識や作業経験が少なく
ても入出荷作業ができるなど誰でも作業できる仕組みを構築した。これにより現状の7倍以上のSKU対応を
可能としながら、作業の脱属人化に成功し、作業時間が短縮され、ピッキングミスがなくなり、円滑なジョブロー
テーションが実現した。

株式会社シーエックスカーゴ
第二事業本部 鳥栖流通センター 
流通センター長

久保　政宏 氏

ジヤトコ株式会社
SCM推進部 部長

大塚倉庫株式会社
ロジスティクス本部 係長

平田　和也 氏

九州から全国の生協物流を効率化する改善

物流作業におけるフォークリフト作業の安全活動

多品種になっても誰もが出来る作業と品質を担保できる管理システムの構築

16：20

～

16：40

発　表㉖
【取り扱い製品】リコーロジスティクスグループ取り扱い全製品
品質とコストの両立を目指したソリューションの提供を実現するため、物流システム保守・運用コストの低減に
取り組んだ。業務グループ関連会社10社110拠点で使用している86の各物流システムの保守・運用費、
不具合を分析し、業務フローと役割を決め、業務の難易度に応じた人員を配置した。その結果、担当者数を
20％以上少なくするとともに、窓口一元化による進捗状況の可視化を実現した。

リコーロジスティクス株式会社
物流ソリューション本部 基幹システム課 課長

清水　健一 氏
物流技術管理士（86期）

物流システムの保守・運用体制の見直しによるコスト改善

渡辺　秀身 氏

＜コーディネータ＞
篠崎　正詞 氏　（株）イトーヨーカ堂　物流運営管理部 総括マネジャー

三身　直人 氏　SBSロジコム（株）　営業本部 次長

＜コーディネータ＞
中原敬一郎 氏　山九（株）　ロジスティクス・ソリューション事業本部 企画部 部長

脇田　哲也 氏　東芝ロジスティクス（株）　物流改革推進部 企画担当 参与

＜コーディネータ＞
木村　菊夫 氏　サッポログループ物流（株）　社長スタッフ専任部長

東川　喜之 氏　日本システムウエア（株）　ITソリューション事業本部 営業統括部 第一営業部 マネージャー

＜コーディネータ＞
中野　喜正 氏　日本通運（株）　業務部 専任部長

安藤　直明 氏　三菱電機（株）　ロジスティクス部 企画グループ 専任

CKD事業部 CKD技術課
CKD事業部 CKD技術課

全日本物流改善事例大会実行委員会 委員長
成蹊大学 名誉教授

全日本物流改善事例大会実行委員会 副委員長
東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授

トヨタ事業部 執行役員
補給包装部 大口包装課 課長
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プログラム



11：35～11：40 コーディネータ コメント

※発表者、テーマは都合により変更になる場合がございます。

11：40～11：50 休　憩

16：40～16：45 コーディネータ コメント

10:00～10:15 【実行委員長挨拶】　渡邉　一衛 氏

10:15～10:30 【表　彰】　全日本物流改善事例大会30周年記念 特別賞

16：45～17：00 【全 体 講 評】　黒川　久幸 氏

セッション

F 物流業務 部門

【取り扱い製品】事務用品・オフィス家具
入荷作業においてハンディターミナルへの数量入力間違いを防止すべく、入荷商品計上システムの改修を行った。
作業精度が大幅に向上したことで、作業ミスによって発生していた原因調査、修正対応作業等のムダな作業
工数の削減を実現し、コスト削減効果を得るとともに、入荷現場における作業環境の改善と荷主の信頼を
獲得することに成功した。

【取り扱い製品】食品
既存の倉庫は5社の荷主を抱え慢性的なスペース不足に陥っており、限られたスペースでさらなる保管能力
向上の必要が生じていた。対策としてABC分析に基づくレイアウト最適化の取り組みを実施した結果、保管
能力（出荷間口）が228％、保管アイテム数が123％に向上し、作業効率の向上も達成するとともに、
外部倉庫の借庫が不要となり、前年同時期と比較して270万円のコスト削減を実現した。

【取り扱い製品】美容品
2014年春に立ち上げたメーカー物流において出荷梱包・流通加工作業の改善を実施した。ムダ・ムラ・ムリ
を完全に排除し、出荷梱包・流通加工作業の「1個流し化」、作業標準化を目的とした「見える化」を実施した。
あわせて、運搬作業の負荷軽減、ならびに商品落下などによる破損防止策として搬送機器の自作にも取り
組んだ。これらの取り組みの結果、作業ミスの撲滅、出荷作業時間の削減を達成した。

15：20

～

15：40

15：40

～

16：00

16：00

～

16：20

発　表⑭

発　表⑮

発　表⑯

14：00

～

14：20

14：20

～

14：40

14：40

～

15：00

発　表㉓

発　表㉔

発　表㉕

セッション

H 物流管理 部門

セッション

G 物流業務 部門
大会2日目：2016年5月27日（金）　

セッション

E 物流業務 部門

株式会社KTL
KTL オペレーション部 システム副課長

稲見　裕樹 氏
物流現場改善士（6期）

アサヒロジ株式会社

佐中貴美子 氏
    二見　　萌 氏

株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコサービス
千葉物流センタ 第二担当

大西　哲也 氏
物流技術管理士（64期）

入荷現場責任者をフォローするための、入荷現場共同改善プロジェクト！

ABC分析に基づくレイアウト最適化による倉庫保管能力の向上

1個流しによる出荷梱包・流通加工作業の整流化への取り組み

12：50～12：55 コーディネータ コメント

12：55～14：00 昼食・休憩

【取り扱い製品】自動車補給部品
当該職場では240名の作業者が276台の台車を使っており、安全な作業環境の構築が課題となっていた。
そこで安全・安心を追求した台車づくりに取り組み、接触リスクの低減を図るとともに、万が一接触しても
怪我がないように緩衝材などの安全標準を整備した。あわせて安全な人づくりに取り組み、体感訓練や危険予知
トレーニングなどを導入した結果、安全モデルラインとして社内外から高い評価を受けた。

【取り扱い製品】生活雑貨
ピースピッキング作業の効率向上のため、カートデータと屋内測位システムを利用し、作業者の歩行距離や
時間、錯綜度合いを把握した。これらのデータに基づき棚配置やピッキング方式の最適化を行った結果、
平均歩行距離が44%削減され、ピッキング効率が25％向上し、月間総労働時間を約450時間短縮することに
成功した。

【取り扱い製品】オフィス家具
メーカーの生産の移管に伴い主力取扱製品が変化し、製品が小さく細かくなる一方で、取り扱い件数は年々
増加していた。そのような環境のなか、庫内作業終了時間を短縮すべく地方送品車両の待機時間に着目し、
垂直搬送機付近で発生していた製品及び作業の滞留を解消した。更に出荷ピット増設でピット回転率向上を
図った。その結果、時間当たり作業才数は103％向上し、1車当たり36分の待機時間短縮に成功した。

発　表⑰

発　表⑱

発　表⑲

キムラユニティー株式会社

木下　毅司 氏
小川　　厚 氏

株式会社富士ロジテック
管理本部 業務改善支援担当部長

川口　公義 氏
物流士（20期）

株式会社オカムラ物流
西日本支店 大阪物流センター 商品管理課 
品質管理担当

中西　智愛 氏

「安全・安心な台車への改善」と「安全な人づくり」 －愚直で地道な安全環境づくりと新たな魅力ある職場環境づくりに向けて－

ピッキングカート及び屋内測位データを基にした改善と効果検証

ピット回転率向上による荷役効率改善 －積込車両を待たせない為の対策－

アサヒロジ近畿圏支社 西宮支店 主管
アサヒロジ近畿圏支社 西宮支店

15：00～15：05 コーディネータ コメント

15：05～15：20 コーヒーブレイク

【取り扱い製品】自動車部品
新規車種のCKD部品立ち上げにおいて、新しい部品の図面または現物を確認して梱包仕様設計を行って
いたが、部品形状に変更があると既存の資材が使用できず、新たな資材設計が必要になっていた。そこで
荷主の部品設計段階から、梱包仕様を基準として設計してもらうよう提案し改善を試みた。その結果、9個の
専用資材を共通化することに成功し、金型費約1000万円の抑止を実現した。 ※CKD：完全現地組立

【取り扱い製品】ネジ・工具関連
業容拡大に伴う出荷作業量の大幅な増加による物流センターの負荷解消と、路線事業者への荷渡し時間の
短縮に取り組んだ。徹底した原因分析に基づき、荷合わせシステムや新バラシステム（バラ商品の入出庫
作業の自動化等）の導入、商品ごとの受注頻度に応じた商品配置の見直し等を行った結果、作業効率が
向上し出荷作業時間の大幅な短縮を実現した。

【取り扱い製品】合成ゴム・ラテックス
表示ラベルの改訂と輸出対応による4ヶ国語表記ラベルの貼付開始により、ラベル管理・貼付作業が複雑化
したことで、生産性が大きく低下し、作業ミスのリスクが高まっていた。これに対し、ラベル貼付方法の標準化
を図るとともに、物流管理システムにラベル誤貼付検品機能を追加したことで、ラベル貼付作業時間を31％
削減させ、ラベル誤印刷、誤貼付、誤充填、誤出荷『ゼロ』を実現した。

10：35

～

10：55

10：55

～

11：15

11：15

～

11：35

11：50

～

12：10

12：10

～

12：30

12：30

～

12：50

発　表⑳

発　表㉑

発　表㉒

株式会社スバルロジスティクス

鈴木　良明 氏
高橋　史一 氏

サンコーインダストリー株式会社
物流部 物流第2課 課長

岡本　一彦 氏

住化ロジスティクス株式会社
愛媛事業所 第二業務部 A&L業務課 副課長

河田　伸治 氏
物流技術管理士（77期）

新規車種CKD立ち上げ時の専用金型費の抑制

出荷作業効率化による路線事業者への荷渡し時間短縮への挑戦

ラベル貼付作業の標準化・検品システム導入による生産性・品質の向上について

【取り扱い製品】食品・飲料
物流現場からの提案で物流全体の効率化の実現を目的とし、九州で生産され、全国に出荷されている特Aランク
商品をターゲットに、荷姿改善による庫内作業、配送効率化を実施した。まず九州地区において活動を展開し、
達成した実績を全国生協物流で改善できる物流効率化を提案した。その結果、メーカーの物流コストの大幅
削減を実現し、荷主、生産メーカー、納品先また自社と関係先すべてにメリットがある効率化を実現した。

【取り扱い製品】自動車トランスミッション関連
会社方針として安全絶対を掲げているなか、一向に収まらない物流ヒヤリ・ハットの撲滅に向けて、過去に遡って
ヒヤリ・ハットを分析し、原因を調査した。その結果、確認不足によるヒヤリ・ハットであることが発覚したため、
指差し呼称を徹底的にやることに拘ってハード・ソフト・マネージメントの観点から物流機能軸活動として活動
を行った結果、指差し呼称定着後のヒヤリ・ハットの撲滅が実現した。

【取り扱い製品】飲料・医薬品
将来のSKU拡大を見据え、作業支援システム（ID倉庫システム）を導入し、商品知識や作業経験が少なく
ても入出荷作業ができるなど誰でも作業できる仕組みを構築した。これにより現状の7倍以上のSKU対応を
可能としながら、作業の脱属人化に成功し、作業時間が短縮され、ピッキングミスがなくなり、円滑なジョブロー
テーションが実現した。

株式会社シーエックスカーゴ
第二事業本部 鳥栖流通センター 
流通センター長

久保　政宏 氏

ジヤトコ株式会社
SCM推進部 部長

大塚倉庫株式会社
ロジスティクス本部 係長

平田　和也 氏

九州から全国の生協物流を効率化する改善

物流作業におけるフォークリフト作業の安全活動

多品種になっても誰もが出来る作業と品質を担保できる管理システムの構築

16：20

～

16：40

発　表㉖
【取り扱い製品】リコーロジスティクスグループ取り扱い全製品
品質とコストの両立を目指したソリューションの提供を実現するため、物流システム保守・運用コストの低減に
取り組んだ。業務グループ関連会社10社110拠点で使用している86の各物流システムの保守・運用費、
不具合を分析し、業務フローと役割を決め、業務の難易度に応じた人員を配置した。その結果、担当者数を
20％以上少なくするとともに、窓口一元化による進捗状況の可視化を実現した。

リコーロジスティクス株式会社
物流ソリューション本部 基幹システム課 課長

清水　健一 氏
物流技術管理士（86期）

物流システムの保守・運用体制の見直しによるコスト改善

渡辺　秀身 氏

＜コーディネータ＞
篠崎　正詞 氏　（株）イトーヨーカ堂　物流運営管理部 総括マネジャー

三身　直人 氏　SBSロジコム（株）　営業本部 次長

＜コーディネータ＞
中原敬一郎 氏　山九（株）　ロジスティクス・ソリューション事業本部 企画部 部長

脇田　哲也 氏　東芝ロジスティクス（株）　物流改革推進部 企画担当 参与

＜コーディネータ＞
木村　菊夫 氏　サッポログループ物流（株）　社長スタッフ専任部長

東川　喜之 氏　日本システムウエア（株）　ITソリューション事業本部 営業統括部 第一営業部 マネージャー

＜コーディネータ＞
中野　喜正 氏　日本通運（株）　業務部 専任部長

安藤　直明 氏　三菱電機（株）　ロジスティクス部 企画グループ 専任

CKD事業部 CKD技術課
CKD事業部 CKD技術課

全日本物流改善事例大会実行委員会 委員長
成蹊大学 名誉教授

全日本物流改善事例大会実行委員会 副委員長
東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授

トヨタ事業部 執行役員
補給包装部 大口包装課 課長
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