｢しってる を しってるに
!!
×
トヨタ式物流改善の極意｣ セミナー
会期

大阪開催／ 2019 年 9 月 18 日(水)
東京開催／ 2019 年 10 月 4 日(金)

10:00〜17:00
10:00〜17:00

会場

大阪開催／大阪コロナホテル (大阪市東淀川区西淡路1-3-21)
東京開催／日本ロジスティクスシステム協会 研修室 (東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3F)

講師

佐久間 慎二 氏 JILSアドバイザー

参加
対象

製造業、流通業および物流管理会社、3PL、物流企業の管理者
改善推進リーダーおよび担当者

( 元 トヨタ部品大阪共販株式会社

第67期 物流技術管理士

参加申込規程
参 加 料

参加申込方法
●WEBまたはFAXで受け付けています。
WEBの場合 当協会ホームページの本プログラムのページよりお申し込みください。

（消費税別）

日本ロジスティクス
システム協会会員

参加料 35,000 円 ＋消費税 ／1名

上記会員外

参加料 50,000 円 ＋消費税 ／1名

トップ

30名 (定員になり次第締め切らせていただきます) ※最少催行人数：10名
参加料支払い方法

●請求書は原則として合計金額を参加者の最上段(氏名1)の方にお送りいたします。それ以外を
ご希望の方は、協会への連絡事項欄にご指示ください。
●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。
(開催後になる場合は参加申込書の支払予定日欄に明記してください。)
●振込手数料は、お客様にてご負担願います。
●受講日の1週間前までに参加証が届かない場合は、事務局までご連絡をお願いいたします。

ご注意
●参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。なお、代理の方のご出席も不可能
な場合は、下記の規定により、キャンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
(注)キャンセルはFAXでのご連絡のみ申し受けます。
【キャンセル規定】
□開催7日前〜前々日 (開催日を含まず起算) ・・・・・・・・参加料 (消費税を除く) の30％
□開催前日および当日・・・・・・・・・・・・・参加料 (原則として消費税を除く) の全額

●参加申込書●

参加申込FAX

大阪

→

資格講座・セミナー

→ セミナー

※当協会のホームページは www.logistics.or.jp または「JILS」で検索してください。

●テキストは会場でお渡しいたします。テキストのみの販売はいたしておりません。
●録音機の持込みはご遠慮ください。 (注)昼食費は含まれておりません。

参加定員

常務取締役)

FAXの場合 下記の申込用紙に必要事項を明記のうえ、FAXにて事務局までお申し込みください。
【開催日直前のお申し込みについて】
●開催日間近のお申し込みについては、事務局へお問い合わせください。
●定員に余裕のあるときのみ当日受付も行いますので、事前に事務局にご確認の上、直接会場
受付へ申込書または名刺をご持参ください。

参加申込先・問い合わせ先／セミナー会場
【大阪開催】 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 関西支部
大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワ−19F
TEL.06-4797-2070 FAX.06-4797-2071
セミナー会場：大阪コロナホテル
大阪市東淀川区西淡路1-3-21
TEL.06-6322-8697
JR「新大阪駅」東口より徒歩2分
【東京開催】 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 業務管理部
東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3F
TEL.03-3436-3191 FAX.03-3436-3190
セミナー会場：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 研修室
東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム3F
TEL.03-3436-3191
JR 浜松町駅より徒歩8分

: 06-4797-2071

東京

: 03-3436-3190
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※右記参加を希望される会場

いずれかに○をご記入ください。

大阪：2019年 9月18日(水)

KA-1939

東京：2019年10月 4日(金)

BA-1925

フリガナ

□ JILS会員

参加料のお支払いが開催後になる場合はご明記ください。

会社・事業所名

□ 会員外

支払予定日

フリガナ

所属・

氏名1

月

参

）

-

FAX.（

）

-

TEL.（

）

-

FAX.（

）

-

予定
受付No.

役職名
〒

−

所在地

都 道
府 県

加
者

TEL.（

日

フリガナ

所属・

氏名2

E-mail.
受付No.

役職名
〒

−

所在地

参加料合計

都 道
府 県

名

円 (氏名１の方へ請求書と参加証をお送りいたします)

E-mail.
受付日

請求日

請求書No.

協会への連絡事項

個人情報のお取り扱いについて
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は、
当協会のプライバシーポリシー(http://www.logistics.or.jp/privacy.html)をご覧ください。
なお、
ご記入いただきましたお客様の個人情報は、
本セミナーに関する確認・連絡・受講者名簿の作成および当協会主催の関連催し物のご案内をお送りする際に利用させていただきます。
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物流業界では、依然としてトラックドライバー、庫内作業員の労働力不足が大きな課題となっております。このような
状況下において、労働力不足を打破するためにも、物流現場では生産性や物流品質の向上が求められ 、改善活動の
必要性がますます高まっています。また、高度化する物流 業務を遂行するためにも物流人財の育成が企業にとって
大きな課題となっております。
本セミナーではトヨタ式物流改善を長年実践し、多くの改善成果と人財を育成している講師より、
「カイゼン」とは
何か？という本質・原則から、後継者への物流技術伝承を含む物流人財育成まで、
「現場で即実践」していただくことを
意識したトヨタ式物流改善活動の極意を参加者体感型の実演などを通じ解説いたします。
物流改善に携わる方々の積極的なご参加をお待ちしております。

大阪開催：2019年 9月18日(水) 10:00〜17:00 ／ 東京開催：2019年10月 4日(金) 10:00〜17:00
プログラム

開講にあたって

Ⅳ. トヨタ改善の口ぐせ

・教育とは・・・・・
決して与えるべきものではなく、
求めるものである

・トヨタ流仕事の哲学
EX）人に聞くな。物（現場・商品）に聞け！
日々改善・日々実践！

・教えることは学ぶこと

Ⅰ. ｢カイゼン｣とは？

Ⅴ. 物流人財の育成

・改善の着眼点、表準と標準

・物流の評価、表彰制度

・頭の体操

・自己啓発プログラム
「星取表による各業務の強み・弱みの把握」

・改善活動とは？
具体的な考え方、手順、風土造り

・知識と技術伝承

・「見える化」→「言える化」→「直せる化」

Ⅱ. 物流とロジスティクス

Ⅵ. KPI (主要管理指標)

・物流の6機能、物流そのものが商品

・物流KPIとして
(現場視点、お客様視点、経営視点)

・物流は第3の利益源
・ROA (Return On Asset) で経営効率

・物流品質の向上策について

・物流11サービス

・物流総コスト概念 他

Ⅲ. TPS (TOYOTA Production System)

Ⅶ. その他

・TPSの2本柱、保管7原則

・目で見る在庫管理の一例 (事例紹介)

・トヨタウェイ（4Pと14の原則）

・本気の3原則

・ゲーム感覚で習うTPS概念

・カイゼンはクオリティ・ジャーニー

(異常管理、見かけの能率と真の能率)

・後行程引取りと平準化
※諸事情によりプログラムが変更になる場合がございます。ご了承ください。

講師プロフィール
1970年トヨタ部品大阪共販株式会社入社、延べ5年間トヨタ自動車株式会社に出向(システム
開発)、社内では、システム、経理、人事、営業企画、経営企画、和歌山支店長等の職歴を持つ。
氏
1999年役員就任、2006年常務取締役(ロジスティクス担当)に就任、2011年非常勤顧問、現在は
JILSアドバイザー
JILSアドバイザーとして講演活動や企業の改善指導で活躍。
第67期 物流技術管理士
トヨタ直系の部品供給会社に41年務め、ロジスティクス部門のみならず、人事、経理、営業、経営
元トヨタ部品大阪共販株式会社 企画と多岐にわたる豊富な職務経験と現場のカイゼン活動を通じて人財育成を実践、｢佐久間
常務取締役
ロジスティクス教室｣を開催し、社内外で100回以上、約500社の方々にセミナーを実施。
さくま

しんじ

佐久間 慎二

(

)

