～発表者募集～
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）は、九州ロジスティ
クス委員会のもと「九州物流改善事例発表会 ２０１９」を開催いたします。
本発表会は、物流現場で取組まれている改善事例の発表を通して、効率化の
手がかりや、ノウハウを物流の実務者同士が共有し合う場で、九州･山口地域
では６回目の開催となります。身近な工夫など、改善の成果を気軽にご発表く
ださい。
物流現場で改善に取り組んでいらっしゃる方々からの積極的なご応募をお待
ちしております。

発表までの流れ
応募締切
発表要領通知

発表原稿提出期限

発表会 開催日

２０１９年８月２日(金)

発表者に授与される
クリスタル

２０１９年８月下旬

２０１９年１０月２１日(月)

２０１９年１１月５日(火) １３：３０～ （予定）
会場：ＴＫＰガーデンシティ博多アネックス(博多駅 徒歩４分)

◆事務局･お問合せ先◆
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
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー19階
TEL:06-4797-2070 FAX:06-4797-2071 e-mail : kansai@logistics.or.jp
https://www1.logistics.or.jp/

◆申込から発表までの流れ◆
・申込みをいただいた事例を確認の後、ご発表いただく企業には発表資料の作成をお願いします。
申込締切

発表要領通知

発表原稿提出期限

九州物流改善事例発表会

２０１９年
８月２日(金)

２０１９年
８月下旬

２０１９年
１０月２１日（月）

２０１９年
１１月５日(火)

◆募集内容◆
• 物流現場での、ちょっとした工夫やさりげない努力など、すぐに応用できそうな改善の事例
• 物流現場で身近に行われている小集団活動等による生産性、品質、安全性、顧客サービス向
上、コスト低減、環境負荷軽減を実現した事例 など
※社内教育の一環として活用されている会社もございます。お気軽にお申込みください。

例えばこんな物流改善事例はありませんか？
庫内作業の改善
・ピッキングリストの改善
・棚表示の見易さ改善
・作業方法、作業環境の改善
・冶具等を活用した作業効率の改善
・作業人員配置の改善
・ピーク時負荷の平準化
・多能工化に関する取組 など

輸配送の改善
・誤出荷、誤納防止
・積載率や運行効率の向上
・トラック滞留時間の削減 など
その他
・ITを活用した改善
・環境負荷低減の取組
・他部門と連携した改善への取組み
・労働力不足への対応 など

◆発表要領◆
• 発表会の開催時間は午後(1３:３０開始予定)、発表時間は１事例２０分程度です。
• ご発表いただいた企業には、記念クリスタルを贈呈いたします。

◆申込について◆
• 「申込用紙」に必要事項をご記載のうえ、事務局宛にe-mailにてお送りください。

◆九州ロジスティクス委員会

委員一覧◆

（敬称略）

• 九州物流改善事例発表会は、九州ロジスティクス委員会が企画、運営を行っています。
委 員 長 菅 浩法

ＴＯＴＯ(株) 執行役員 物流本部 本部長

副委員長 髙田 仁

九州大学 大学院 経済学研究院 教授

〃

飯田 邦明 東芝ロジスティクス(株) 九州支店 支店長

ヤマエ久野(株) 物流業務本部 部長

〃

松並 孝行 (株)トクヤマロジスティクス 取締役 物流本部長

〃

植山 雅彦

〃
委

宮嵜 務

員 椎葉 勇人 アサヒロジ(株) 西日本支社営業部 部長

委

員 秋本 委

西部電機(株) ﾏﾃﾊﾝ事業部 生産部長

トヨタ自動車九州(株)
調達室 ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 経営企画部 経営企画室 主幹

〃

井戸 清幸 臼杵運送(株) 取締役執行役員 福岡ﾌﾞﾛｯｸ長

〃

松尾 博之 日本通運(株) 福岡支店 九州営業部 部長

〃

石ケ森 通安 (株)九倉

〃

眞鍋 和弘 (株)博運社 代表取締役社長

〃

堀内 憲一郎 霧島酒造(株)

〃

初村 雅敏 初村第一倉庫(株) 福岡食品配送ｾﾝﾀｰ 担当部長

〃

山下 栄久 久留米運送(株) 代表取締役副会長

〃

平林 茂人 (株)松岡 物流事業部 福岡物流ｾﾝﾀｰ 所長

〃

柴田 智典 三菱倉庫(株) 福岡支店 副支店長

〃

町田 洋一郎 (株)安川ロジステック

代表取締役社長
営業本部 SCM本部 SCM部 本部長

コカ・コーラボトラーズジャパン(株)
清志
SCM本部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ統括部 ｳｴｽﾄ製品物流ｸﾞﾙｰﾌﾟ統括部 物流管理部長

〃

加藤

〃

佐藤 栄磨 (株)サトウロジック 代表取締役社長

〃

恵良 秀雄 三和酒類(株) 製品物流部 部長

企画部長

九州物流改善事例発表会 (2018年11月開催)

発表事例（発表順）

メディカル用品の物流品質向上と効率改善活動
株式会社九州丸和ロジスティクス
「作業能率計測ツール」による現場の「見える化」と時間外削減活動
博菱港運株式会社
レイアウト変更による歩行動線の短縮
ヤマエ久野株式会社
構内作業における安全性の向上及び作業コスト改善について
福岡ひまわり運送株式会社
安全文化の継続は小さな危険の気づきから
三和酒類株式会社
IT活用による物流センターの現場改善
ＴＯＴＯ株式会社
事務所のレイアウト変更による業務効率化
三菱倉庫株式会社

物流改善ポータルサイトをご活用ください
JILSの物流現場改善の活動については、以下のURLをご参照ください

https://www1.logistics.or.jp/subdivision/

九州物流改善事例発表会２０１９ 発表申込書
【送付先】e-mail: kansai@logistics.or.jp
〈会社名〉

〈所在地〉〒

〈所属・役職〉

〈E-mail〉

〈氏 名〉

〈TEL〉

ふりがな

〈FAX〉

１．改善事例テーマ
２．改善のポイント（参加者募集パンフレットに記載いたしますので、150 文字以内でおまとめください。）

[ 改善事例における取扱商材：

３．改善の取組内容（現状把握・企画立案・実行について具体的に記載してください。）
現状把握

企画立案

実行

４．改善の成果（定量的・定性的な成果を記載してください。）
定量的成果

定性的成果

※自社製品およびサービスの PR はご遠慮ください。
※お申込み多数の場合は、1 社 1 事例の発表とさせていただくことがございます。
※申込書のデータ（Ms Word）をご希望の方は、下記事務局宛にご連絡いただくか、協会 HP よりダウンロードいただきますようお願いします。

【お申込み・お問い合わせ先】

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
〒530-0001 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー19Ｆ TEL 06-4797-2070 FAX 06-4797-2071

]

