方︑顧客それぞれのニーズに合致

義 ﹂︒ 特 積 み を 事 業 の 柱 と す る 一

幸規社長︶が貫く﹁お客様第一主

第一貨物︵本社・山形市︑武藤

の﹁安心﹂︒

指すのは︑高度な物流品質と顧客

社で持つことにこだわる戦略が目

前主義︒人︑車両︑施設などを自

もう一つのカギが︑徹底した自

進めている︒

拓︒以来︑着実に３ＰＬの拡大を

いめい︶期︑新たな事業領域を開

主義が融合し︑３ＰＬの黎明︵れ

混乱の中でも︑統制の取れた組織

現在も︑トップを交えた管理者

たったほど︑教育に情熱を注ぐ︒

高校を企業内に設け人の育成に当

︒かつて中卒者が学べる専門
実際︑東日本大震災の未曾有の ﹁人﹂

物流企業の経営も︑基本は

した物流の仕組みを築き上げてき
た︒その積み重ねが今日︑同社を
３ＰＬ︵サードパーティー・ロジ

お客様第一 貫く
やドライバーの教育を通じて︑顧
客ニーズをくみ取り新たな物流の

力︑機動力でいち早く業務を再
育った社員が優れた物流品質や組

の定着に努める︒この社風の中で

仕組みを提供するための﹁感受性﹂
スティクス︶の先駆者たらしめて
開︒サプライチェーン︵供給網︶

ヒト・モノ・情報活用し
いる︒

応するべく︑これからも顧客第一

変化する顧客ニーズに柔軟に対

織力を支える︒

こうした自前主義による物流ノ
を念頭に︑物流を通じた価値創造

的地に届けた︒

の維持が困難な状況下で荷物を目

特積み固有の︑エリアを面で捉

幹線輸送まで含めたきめ細かな情
ウハウと現場改善力の蓄積︑顧客

える同時配達・同時集荷︑さらに

報力︵＝貨物追跡機能など︶は差

燃料がある限り最善を尽くす

を実現していく︒

通信網が寸断され︑本社︑
との意思を︑トップと現場が

ニーズを最優先に考える顧客第一

東北を地盤に全国展開する
営業本部との連絡が取れない
共有した︒

別化のカギ︒

第一貨物にとって昨年の東日
状況下で︑現場は従業員と顧
輸送のみならず︑流

本大震災は大きな試練となっ
たが︑そこで示された

客から預かった荷物を守り︑
にあって︑一枚岩であること

体の最適化が求められる時代

震災で見せた組織力

で貫徹した物流企業としての
目的地に送り届ける使命を遂
の強みは大きい︒

通加工を含めた物流全

サービス精神と高い組織力だ
行︒車の燃料が枯渇する中︑

のはトップから現場ま

った︒

当社は全国ネットワ
ークを持つ特別積み合

適した文具や美術用品など

開発して以来︑教育現場に

的な描画材料﹁クレパス﹂を

ら是非︑当社の厚木の倉庫

から﹁神奈川に行かれるな

間の終わりごろ︑田中主査

う︒三社に絞り込む選考期

れず︑ずいぶん悩んだと思

提案が思うように評価さ

の様子をつぶさに見て回る

十時まで︑当社の倉庫運用

る︒指名後は朝六時から夜

いたのをいまでも覚えてい

と︑帰り道に部下と話して

一貨物さんはなかったね﹂

ロジスティクス・サービス・プロバイ

物流サービスを提供する︑﹁トータル・

わせ運送を主体としな

の製造販売を行い︑国内外

など︑本当によくやってく

当社は大正十四年に画期

で高い評価を受けている︒
︵厚木第二支店︶を見てく

ニーズに応えていきたい︒

活用しながら︑精いっぱいお客さまの

ていく︒持てる資源を余すところなく

括的に支援する物流サービスも提供し

まのサプライチェーン︵供給網︶を包

一方︑全体最適の観点から︑お客さ

くことが目的だ︒

通じて︑物流品質の向上につなげてい

や現場改善力の蓄積︑従業員の成長を

送サービスを心掛ける︒輸送ノウハウ

両︑施設などあらゆる面で自前での輸

特別積み合わせ運送では︑人︑車

ダー﹂を目指している︒

トを支援するトータル

チェーン・マネジメン

がら︑顧客のサプライ

第一貨物さんとのお付き
ださい﹂と連絡が入った︒

た︒いまでは連携が非常に

ろいろと無理をお願いし

点を構えるということでい

当社も︑東京に本格的に拠

熱心に取り組んでくれた︒

さんのシステムスタッフは

テム構築に際し︑第一貨物

管理が求められるが︑シス

いうタイトなスケジュール

販は夕方出荷の翌日配送と

彼だけではない︒教育通

れた︒

合いが本格化したのはおと
初めは半信半疑だったが

事業﹁エデュース﹂の商品は
従来︑大阪の倉庫でしか扱
っていなかったが︑売り上
げが毎年二○％近い伸びを
示すようになり︑保管スペ

そこで︑エデュース事業

ースは手狭になっていた︒

の東京拠点開設の話が持ち
上がり︑この際︑東京にあ
る文具製品の倉庫と︑子会

良い意味でお客さまの期待を裏切

岡山県貨物運送︵本社・岡山

敷地面積は約二万四千平方㍍︑

提案型の営業にも磨きをかけ

輸送・保管の実績も豊富︒半世紀

鉄骨平屋建てで延べ床面積は約二

る︒物流コスト低減はもちろん︑

を集約した﹁総社主管支店﹂が稼

中国地区を中心に営業体制の強化

千七百平方㍍︒利用可能な土地が

近い歴史を持つ強みの医薬品物流

を推進︒全国の主要都市を結ぶ輸

まだ十分にあることから︑物量に

働した︒

配送ネットワークを基盤に︑３Ｐ

荷主の販売戦略に沿ったサービス

市︑壷坂須美男社長︶は︑地元・

Ｌ︵サードパーティー・ロジステ

応じて倉庫の新設も可能︒新規顧

ガス車の導入も進めており︑環境

デジタルタコグラフを導入︒天然

燃費削減と事故防止を目的とした

二千台以上の車両にはすでに︑

の展開に注力する︒

社との差別化のポイント︒

をはじめ︑オンリーワン商品は他

ィクス︶など付加価値の高い物流

提案型営業に磨きかけ

あらゆる物流ニーズ対応

保全にも積極的だ︒

時代の求める物流体系や多様化

オカケン︒今後も強みの輸配送ネ

物流ニーズに対応する姿勢を貫く

客の開拓を通じ︑取り扱い荷物の

するニーズに対応するべく︑絶え

サービスを追求し︑総合物流の強

近年は地域に根差した総合物流

ットワークと高品質サービスをさ

総合物流企業として︑あらゆる

企業への変貌︵へんぼう︶を遂げ

ず輸送システムの改善︑開発に努

らに強化することで︑総合物流の

拡大を進める︒

るべく︑経営資源を地元に集中︒

めてきた︒

化に取り組んでいる︒

二月には伯備主管支店︵岡山県総

データ分析︒社内会議で検証

拡充を進めていく︒

設や︑効率化を考えての拠点

し︑対策を徹底的に考える︒

一般商流に加え︑専門性の高い

中国地方を代表する総合物

集約など︑積極的な拠点戦略

社市︶と高梁営業所︵同高梁市︶

流企業として︑営業エリアを

を進める︒

対象の拡販ミーティン

品質向上のため︑若手社員

全国に拡大︒輸送︑保管︑流

通加工など企業物流を

グも定期的に開催︒専

門知識を積むことで顧客の販

企業物流を一貫請負い

社内には
﹁品質管理課﹂
を設

処理を一任

つの時代も﹁安全・確

実・迅速﹂をモットー

一﹂を目標に掲げ︑い

立以来︑﹁輸送品質日本

に事業を展開してき

昭和十八年の企業設

物流センターや情報︑通信

一貫して請け負う︒

の漏えい対策には万全の体

売戦略を下支え︒高付加価値

る最大の武器と考えてい

制を敷いている︒

置︒全国の事業所から集まる

る︒日ごろから互いの状況

インフラの拡充には余念がな

日本で初めて﹁船来ペン

を把握しているため︑問題

な物流サービスを提案する︒

キ﹂の国産化を果たして百

が発生したときにも慌て

最近では安全輸送への取

収チームが派遣される手は

事故があった場合︑特別回

よる国内輸送量の減少など︑厳しい状

人消費の低迷︑海外への生産シフトに

物流業界は燃料価格の高止まりや個

り組みとして﹁緊急通報訓

当社はこれまで︑漏えい

た︒

営業報告書をもとに︑入念に

二十年余り︒当社は塗料工

ず︑早期に改善策を見つけ

い︒従来の営業所への倉庫併

業のパイオニアとして産業

出すことができる︒

輸配送ネットワークを生かし︑高品質なサービスを提供する

界をリードし︑さまざまな

漏えい事故

色で人々の暮らしを彩って

に挑戦し続ける﹂という姿

ずになっていた︒だが危険

り深めていくため︑さらなる品質向上

結び付き︒顧客や地元からの信頼をよ

人と人との触れ合いであり︑地域との

わらぬ重要課題だが︑より大切なのは

高付加価値の物流サービス提供は変

る︒

展開︒諸経費の削減に取り組んでい

人員配置︑時間管理︑運行の見直しを

満足度と輸送サービス向上にも努め︑

貨物情報の提供をはじめとする顧客

プを図っている︒

さらに強化し︑輸送品質のレベルアッ

物流︑引っ越しなどの事業ノウハウを

しかし当社ではこれまで培った調達

況が続く︒
練﹂をスタートした︒これ

り︑オカケンさんのお世話

当社は全国に工場があ

い限りだ︒

で処理に当たれるのは心強

富︒万が一の時にも︑最速

機材の運搬ノウハウも豊

料の特性を把握しており︑

に︒長年の付き合いから塗

オカケンさんに任せること

これも話し合った結果︑

しかなかった︒

ついては自社で何とかする

機材が必要で︑その輸送に

物の処理を行うには専用の

勢から来ている︒

均すると一日百二十〜百五

によって増減はあるが︑平

県︑西は熊本県まで︒季節

多岐にわたり︑東は栃木

らっている︒商品出荷先は

して︑取引を続けさせても

設当初からのパートナーと

オカケンさんとは工場開

た︒

の製造などを手掛けてき

中心に自動車や船舶用塗料

に開設︒以来︑汎用塗料を

岡山工場は昭和五十九年

きた︒その力の源泉は﹁常

http://www.okaken.co.jp

担当窓口
営業部
ＴＥＬ：086（252）2111 ＦＡＸ：086（253）4145

鉄道利用運送、航空利用運送、倉庫、通関、

り︑﹁第一貨物に任せれば︑これほどの

務など

スムーズで︑良い人間関係

売上高・689億62百万円（平成23年３月期）

も築けている︒

テム設計・運営および管理の受託に関する業

社の新日本造形が手掛ける

送代理店、通関、倉庫、荷造梱包、物流シス

図工・美術教具の二つの倉

関東圏、中部圏、近畿圏

十㌧の物量をお願いしてい

近畿、中国、四国、九州）

に努めていく︒

事業種目・貨物自動車運送、貨物自動車利用運送、

になっているのは岡山工場

成、天満屋

る︒

主要営業エリア・39都府県（関東、中部、北陸、

だけではない︒そのためオ

塗料業界は景気の波に左

ト、大塚倉庫、丸五ゴム工業、シーピー化

カケンさんは定期的に全国

右されにくいが︑昨年の東

主要荷主・グンゼ、日本ペイント、エコロジーネッ

運送会社への依頼は本社

の支店責任者による会議を

開くなど︑品質向上に注力

は事故や天候悪化など不測

日本大震災で当社の工場も

事業所数・80カ所

に一任しているが︑オカケ
ンさんのサービス品質の高
さには感心させられる︒

の事態に備え︑スムーズに

してもらっている︒

関係各所へ連絡を取るため

被災︒岡山工場は通常の二

親密な関係性

中でも勝英支店の川上満

の訓練︒瞬時に荷物情報を

倍を超える稼働を余儀なく

最大の武器に
支店長とは︑〝なんでも話せ

確認できる体制づくりは︑

されたが︑オカケンさんは

れた︒信頼できるパートナ
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担当窓口
営業本部
ＴＥＬ：03（6204）0157 ＦＡＸ：03（6204）0159 http://www.daiichi-kamotsu.co.jp

物流サービスを享受できるのか﹂と驚

事業種目・貨物自動車運送、貨物利用運送、航空運

かれるような︑価値ある物流を追求し
続けたい︒

パナソニックロジスティクスなど

庫を集約︑専門業者に物流

ちょっとしたトラブルで

主要営業エリア・北海道圏、東北圏、北陸信越圏、

誠実な仕事ぶ

その熱意にほだされ︑最寄

も︑第一貨物さんは全社に

る仲〟だ︒誠実な人柄と真

両社の協力がなければ実現

扱う商品の特性上︑中に

ーとして︑今後も力を合わ

車両台数・2,863台

を任せようということに︒

り駅まで迎えに来てくれた

通達し再発防止を徹底︒現

摯︵しんし︶な対応で︑コ

は人体や自然環境にとって

その対応もしっかりしてく

親密な関係性こそが︑業

すい︒

しない︒

サービス品質の高さ感心
ミュニケーションが取りや

親切丁寧な対応を評価

せていきたい︒

従業員数・2,397人

りに安心感も

を経て︑第一貨物さんを指

田中主査に︑時間ギリギリ

在︑出荷ベースで当社グル

主要荷主・ヤマダ電機、住友スリーエム、でん六、

！

有害なものもあり︑運送中

資本金・24億2060万円

東北に地盤を置く事業者

名した︒実をいえば︑第一

まで倉庫を案内してもらっ

ープの約四割を第一貨物さ

事業所数・72カ所

ここに注目

務効率化や安全対策におけ

設立・昭和18年３月

の仕事ぶりには︑特有の

貨物さんの出した提案は当

た︒そこには三つの事業を

んにお願いしているが︑こ

博文氏

武藤
車両台数・4,505台

粘りと熱意︑指

名につながる

初︑当社の要求に必ずしも

集約するのに十分なスペー

れからもお互いに学び合え

従業員数・4,568人

須美男社長

産業廃棄物収集運搬など

﹁誠実さ﹂も感じる︒地道
に仕事を積み上げて︑最後

かなうものではなかった︒

スと︑八千パレットを置け

資本金・21億1979万円

壷坂

売上高・347億11百万円（平成23年３月期）

平成二十一年の暮れ︑コ
ンペ実施に当たり八社に提

までやりきる︒安心して任

だが︑粘り強さがあった︒

る自動倉庫も備わってい

案を依頼︒半年の選考期間

特にコンペの責任者だった

せられる︒

第一貨物営業第二部の田中

い︒

る良い関係を築いていきた

た︒
﹁今日がなかったら︑第

設立・昭和16年３月

輸送品質日本一へ

本社・岡山市清心町４ノ31

一言
業務課長

岡山工場

鈴木

誠実、
確実な対応評価

岡山県貨物運送
荷主企業から

日本ペイント

﹁自前主義﹂で高度な物流品質を追求し続ける

相田 渉氏

幸規社長

！
秀尚主査の頑張りには︑頭
の下がる思いだ︒

本社・山形市諏訪町２ノ１ノ20

一言
物流センター部長

ここに注目

互いに学び合う関係

第一貨物
荷主企業から

サクラクレパス

とし五月︒当社の教育通販

物流通じた価値創造を
企業 概要
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荷主に選ばれる物流サービス

