パレモ

孝志氏

第一貨物
幸規社長︶はこの秋︑千葉支店を

第一貨物︵本社・山形市︑武藤
物流ネットワークが出来上がる︒

ド・スポーク型の効率的な首都圏
上げ︑これまで傭︵よう︶車に頼

ンズ・ライン︵＝ＪＴＬ︶を立ち

同社は近年︑首都圏を円状に囲

画している︒

と位置付ける大宮支店の増床も計

を考える上で︑東北からの玄関口

またことしは︑首都圏物流戦略

注コスト削減につなげている︒

化︒荷物の取り扱い品質向上と外

っていた一部の幹線運行を内製

リニューアルオープンする︒

む国道一六号線と圏央道沿いで︑

取るため︑便数や運行ルートの設

はなく一般区域輸送の事業形態を

ＪＴＬは特別積み合わせ輸送で

主要拠点の新設や刷新を進めてき

物流網の整備︑
着々
定がより柔軟に行え︑日々の荷量

第一貨物は︑昨年十月には東北

変動に対する対応力も高めた︒

り︑東京支店︵東京都江東区︶を

た︒新たな千葉支店の完成によ

運送︑第一貨物の三社協業で首都

トナミホールディングス︑久留米

充実という点ではおととし九月︑

さらに︑ネットワークの中身の

イチェーン︵供給網︶構築を支援

縮を実現するなど︑顧客のサプラ

を参照︶
︒
リードタイムの大幅な短

え運行も開始︵＝﹁ここに注目！﹂

今秋︑
千葉支店を刷新

車輪の中心として厚木支店︵神奈

圏︱関西間の幹線共同運行を開

︱九州間で久留米運送との乗り換

川 県 愛 川 町 ︶︑ 入 間 支 店 ︵ 埼 玉 県

する体制を着々と強化している︒

これとは別に︑昨年十月に

特別積み合わせ輸送で︑発 ることを目指す︒

始︒合弁事業会社ジャパン・トラ

入 間 市 ︶︑ 大 宮 支 店 ︵ さ い た ま
市 ︶︑ 千 葉 支 店 を 結 ぶ ハ ブ ・ ア ン

ＩＴ︵情報技術︶システム
を 通 じ た 仕 分 け 作 業 の 効 率 店側が集荷時に得た荷物情報
化︑荷物追跡︵トレーサビリ を着店側でも共有できる仕組 開始した久留米運送との乗り

ムを半日〜一

のリードタイ

ティー︶情報の充実に︑他社 みを生かし︑着店側での最適 換え運行では︑東北︱九州間

ＩＴ活用で品質アップ
日短縮︒運行

ティー雑貨︑バッグの専門店

レディースアパレル︑バラエ

当社は昭和六十年に創業︒

がその週の売れ方を見て︑翌

配送は基本︑週単位︒店舗

舗に配送してもらっている︒

ー ﹂で 検 品・仕 分 け し て ︑各 店

二カ月に一度の物流ミーティ

ムが︑月に一件程度あるが︑

などによる店舗からのクレー

してもらった︒それでも遅配

るなどして︑ずいぶんと改善

する３ＰＬ︵サードパーティー・ロジステ

る特別積み合わせ輸送を展
開している︒また保管︑仕
分け︑流通加工を含めて包
括的に物流サービスを提供

に努めてきた︒
人も車両・施設も
﹁自前﹂
を基本としたし
なやかなネットワークは︑三年前に発生し
た東日本大震災の混乱の中でも一週間で業
務を再開し︑供給体制の早期安定化を実現
させた︒危機的状況のさなかで現場が発揮
した一体感︑決して絶やすことのなかった
〝荷物を送り届ける〟
使命感はまさしく従業
員と企業の強さの表れだと実感している︒
軽油価格が高止まりする厳しい経営環境
の下でもそうした当社の独自性にこだわり
ながら︑一方では︑常に変化する顧客ニー

岡山県貨物運送

物運送︵本社・岡山市︑安原晃社

一日六百便以上運行する岡山県貨

扱いには厳密な温度管理と高度な

り︑豊富な実績を持つ︒医薬品の

輸送では半世紀以上の歴史があ

高い専門性が求められる医薬品

る向上につなげる考え︒

業員を確保し︑輸送品質のさらな

えぐ中で︑優秀なドライバーと作

底﹂だ︒運送業界が人手不足にあ

標は﹁人材の確保と品質改善の徹

している︒平成二十六年の全社目

長 ︶︒ 輸 送 品 質 を 強 み に 特 別 積 み

運転技術が必要で︑製薬メーカー

るなど機動力に定評がある︒

合わせ事業の拡大を図る一方︑付

全国の主要都市を結ぶ幹線便を

加価値の高い倉庫などの事業にも

また高止まりする軽油価格対策

では︑貸切輸送で燃料サーチャー

ジ導入を顧客に働き掛け︑経過は

順調︒エコドライブやデジタルタ

主催の輸送品質向上に向けた研修

ＣＮＧ︵圧縮天然ガス︶トラッ

燃費向上の取り組みも継続する︒

コグラフ
︵運行記録計︶
活用による

にも積極的に参加︒業務改善に余

機動力に定評あり

特積み軸に倉庫強化
注力している︒

顧客の注文に迅速に対応するた

の充てんスタンド設置を主導する

クの普及に向けては︑岡山市内へ

など︑地域の低炭素化にも貢献し

念がない︒

同社では︑事業で得た利益を社

め︑オンラインの専用回線を通じ

員の待遇改善に振り向け︑人材の

ている︒

て出荷情報を事前に入手︒自社倉

育成︑確保に生かす方針を明確に

庫で効率的な流通加工や仕分けを

行い︑リードタイム短縮につなげ

家族から取り付け︑事故防止

人を大切にする文化は脈々 にもつなげている︒﹁無事故表

岡山県貨物運送は︑実話を 人も少なくないはず︒

基にした小説﹃とんび﹄の主

人公ヤスが実際に勤めていた と引き継がれ︑ドライバー宅 彰時には〝主人と頑張ってき

〝心〟の伝統︑
脈々と

事例などの情

ヒヤリハット

と安原社長︒

運 送 会 社 ︒ 男 手 一 つ で 息 子 を訪問して家族に仕事への理 て良かった〟
という話も聞く﹂
︵著者・重松
清氏︶を育て
た親と子の絆

しの良い社風だからこそ︑情

の物語だ︒仕事に真摯︵しん 解を深めてもらう
〝心のケア〟 報 を 全 事 業 所 で 共 有 ︒﹁ 風 通

夜間の長距離運転で疲れた 報が的確に社員に伝わる﹂︵守

し︶
に向き合う従業員の姿を︑ も二十数年来続いている︒

昨年一月から放映されたＴＢ

当社はことし設立五十周年

ただけに︑この配慮にはとて

た︒車両不足が懸念されてい

運んでくれて︑大いに助かっ

ンさんの西岡山駅営業所長も

ほしいとお願いした︒オカケ

は︑オカケンさんを指定して

組みは常に変わらず追求し

が︑輸送品質向上への取り

時代の移り変わりは早い

Ｓテレビの連続ドラマで見た 体を昼間癒してもらう了解を 屋直則取締役営業部長︶
︒

を迎える︒国内のあずきを使

輸送品質の向上には余念がない

用した餡︵あん︶製品を主力

運送業は人が全て︒顧客

ていく︒

ドライバー不足などへの対

業職︑事務職などで働くそれぞれの従業員

北海道に飛んで︑地場の通運
ル︑マッシュルームの缶詰な

応にはこの先︑われわれ荷主

オカケンさんが西岡山駅で

の努力があってこそ得られるもの︒そし

も感謝している︒

どの製造︑輸入︑販売を行っ

と運送業者の協力体制が不可

荷受けする割合が増えたこと

て︑諸先輩方が積み上げてきた﹁オカケン﹂

ー︑運行管理者︑庫内作業員︑管理職︑営

ことで︑顧客から必要とされる総合物流企

でなく︑倉庫業や引っ越しも強化していく

まってきている︒特別積み合わせ輸送だけ

顧客が求める物流品質のレベルは年々高

と考えてのこと︒

元し︑さらなる活力の源にしてもらえれば

張っている社員たちに待遇面で少しでも還

向け︑荷主との交渉を進めてきた︒日々頑

ではこの大切な時期に︑適正運賃の収受に

駆け込み需要で︑活況を呈している︒当社

荷動きはいま︑景気回復や消費増税前の

てくれている︒

という確固たるブランドが︑私たちを支え

で出荷伝票などのデータを一

でいるオンラインの専用回線

また︑オカケンさんと結ん

た︒

間とコストの削減につながっ

れとオカケンさんの双方で時

めての試みが成功し︑われわ

率的な出荷ができる︒この初

とトラックを有効活用でき効

を積めば︑限りあるコンテナ

後︑空コンテナに当社の商品

テナを運んで積み降ろした

よく動いてくれた︒

からの信頼は︑ドライバ

ている︒販売先は全国の業務

欠だと感じている︒昨年末︑

と合わせ︑自社工場までコン

業者に事情を説明するなど︑

用︑市販用の卸業者︒老舗な

鉄道利用の増加を見越し︑鉄

れを実施した︒現在︑当社工

顧客対応力が増すと考え︑こ

れ︑物流業務を委託した方が

たが︑業容が拡大するにつ

ごとに輸配送の手配をしてい

庫で保管し︑顧客からの発注

のお付き合い︒当初は自社倉

オカケンさんとは五十年来

築している︒

へ供給するネットワークも構

ずら卵生産農家を育成し日本

え︑タイでは︑日本向けのう

らではの品質のこだわりに加

に︑うずら卵やパイナップ

http://www.okaken.co.jp

℻ 086
（253）
4145

☎086
（252）
2111

に先駆けて取
り組んでき
た︒
その第一貨物がチャレンジ な人員配置や業務スケジュー 便の乗り換え地点での積み替
しているのが︑社内の蓄積情 ルの組み立てを実現︒現場・ え作業が不要になることで︑
報をベースにしたサービス向 事務作業を円滑化し︑荷物を 時間短縮に加え荷傷み防止に
よりタイムリーに顧客に届け もつながっている︒

を手掛ける小売りチェーン
週の分を発注︒月〜木曜日に
ングで解決に向けて話し合っ

ィクス︶にも早くから力を入れ︑荷主企業

上だ︒

で︑北海道から沖縄まで全国
第一貨物さんの東京配送セン
ている︒ただ︑翌日には解決

当社は東北エリアを地盤

に約八百店舗を展開してい
ターに着け︑そこから随時店

に︑全国ネットワークによ

る︒

物流改善についてはこれま

コスト減に期待

配送精度向上と

い︒

浸透不足が課題かもしれな

あり︑その辺りの意思疎通の

るが︑遅延のクレームなどが

貨物さんの協力会社が配送す

なお沖縄など遠隔地は第一

レームへの対応は早い︒

してくれ︑第一貨物さんのク

続商品なら木・金に届ける︒

ら月・火に入れ水・木に︑継

舗配送してもらう︒新商品な

小売業は﹁店舗
の発想﹂が起点
商品の旬が七シーズンに分
かれ女性向け中心ということ
もあって︑週ごとで売れ方が
違う︒そのため商品は﹁適時・
適品・適量﹂を店舗に供給し︑
販売機会ロスをなくすことが
重要だ︒小売業にとっては店
舗 が 〝 顔 〟︒ 店 舗 発 想 を 起 点
に︑物流のことも考える︒

でもいろいろと提案を受けて

横田 健一氏

営業部

送、倉庫、引っ越し、通関、産業廃棄物収集運搬など

日四回︑定期的に伝えてお

事業種目・貨物自動車運送（特積み・一般）、貨物利用運

場︵岡山県和気町︶からほど

中国圏、四国圏、九州圏

第一貨物さんとの取引は平

晃社長

業としての飛躍を目指していく︒

主要営業エリア・関東圏、中部圏、北陸圏、近畿圏、

り︑効率的な保管・輸送が可

ピー化成、天野実業

近いオカケンさんの東備支店

着端子製造、日本ペイント、成和産業、グンゼ、シー

能︒当社商品の扱いを熟知す

る専門のドライバーも﹁かゆ

いところに手が届く﹂対応を

してくれる︒新規の運送業者

がここまで対応できるとは思

現場担当者だけでなく︑役

えない︒
道コンテナの手配が難しくな

員の方々も頻繁に当社を訪れ

ることもある︒今後も︑経営

倉庫増設など重要事項が決ま

てくれ︑当社役員との会談で

る前に手を打つことができ
た︒

通運でオカケ

主要荷主・エコロジーネット、イーグル工業、日本圧

ズを追求し続けてやまない︒物流を通じた

谷尾食糧工業

取締役購買・物流部長

http://www.daiichi-kamotsu.co.jp

荷主が選んだ物流サービス
℻ 03
（6204）
0159
☎03
（6204）
0151
売上高・691億41百万円（平成25年３月期）

おり︑過去には例えば伝票番

計・運営など

成十三年から︒東北エリアに

代理店、通関、倉庫、荷造こん包、物流システム設

価値の創造︑〝感動〟を顧客に提供し続けら

事業種目・貨物自動車運送、貨物利用運送、航空運送

号をデータ化する取り組みで

東圏、中部圏、近畿圏

強く︑東京支店︵江東区東雲︶

主要営業エリア・北海道圏、東北圏、北陸信越圏、関

検品時間を短縮してもらっ

ん六、日通・パナソニックロジスティクスなど

安原

事業所数・78店

を核に商品の保管と集荷・配
送をお願いしている︒全ての
物流業務の六割ほどを委託し
ている︒

年末６台の専属
車両配置に感謝
昨年は︑出荷量の増加に伴
い︑東備支店の敷地内に倉庫
を増設してもらった︒さらに
出荷量がピークを迎える十二

な意見を交わし合って双方の

側と現場が一体となり︑率直
事前に北海道のあずきの仕

さまざまな課題に対処し︑共

ン利用を促す
ほど配置してくれた︒現場が

入れ先に対し︑西岡山貨物駅

月には︑専属の十㌧車を六台

混乱することなく︑他の運送

に成長していきたい︒

車両台数・2,847台

れる総合物流企業でありたい︒

主要荷主・パレモ、ヤマダ電機、住友スリーエム、で

!

から自社工場までの配送に

従業員数・2,371人

幸規社長
武藤

事業所数・69店

が羽田空港にも近いこと︑ま

物さんだけにしわ寄せがいか

車両台数・4,562台

ここに注目
委託業者からあふれた荷物も

本社・岡山県岡山市北区清心町４ノ３１

た︒

ら︑物流コスト削減は第一貨

木曜日など入荷が集中した

ないよう︑メーカー側に対し

従業員数・4,422人

運送業は人が全て

企業概要

たコストの面から︑北日本︑

今後︑さらなる適時配送
と︑配送費を含めた物流コス
ト削減をお願いしたい︒もち

店舗側で箱出し・陳列などの

物さんとパレモの両社で協議

第一貨物さんの東京支店︒ベ

時︑いかに効率良く検品・仕

ても決められた時間までに納

本社・山形市諏訪町２ノ１ノ20

担当窓口

売上高・391億62百万円（平成25年３月期連結）

東日本と北海道︑沖縄への店
舗配送を委託したのが始ま
り︒日ごと︑週ごとの出荷波

流を頑張ってこなしてくれて

作業をしやすいよう︑月〜木

をしながら︑改善に取り組ん

ろんパートナーシップだか

いる︒

曜午前中に︑最終的には必ず

でいきたい︒取引先メーカー

動が大きなアパレル商品の物

当社が委託している配送セ

金曜午前中までに届けること

ンダーを通じて仕入れたメー

分けし︑店舗に届けられるか

品するよう︑必要があればお

が何百社とある中で︑第一貨

カー商品や一宮から着く自社

ということで︑事前の入荷量

県の小牧︒アパレルは一宮と︑ が一番のポイント︒

ンターは三カ所︒雑貨は愛知

クレームも翌日解決

生産の商品を︑東京支店内に

願いしていく︒

企業概要

のサプライチェーン︵供給網︶構築の支援

届ける
〝感動〟原点に

営業本部
担当窓口

!
の情報を基に人員計画を立て

課題に対処、
共に成長

ここに注目

出荷波動への対応評価

設けられた﹁東京配送センタ

資本金・24億20百万円

設立・昭和18年３月

資本金・１億円
設立・昭和16年３月

トップ会談で改善加速

﹁自前﹂輸送で機動力と安定供給を実現

執行役員商品管理部長

稲垣
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