
申込FAX：（03）3436－3190■申込書

 参加料　※消費税は8％です。

総額 74,520円（参加料 69,000円＋消費税5,520円）／1名

（注）昼食費、宿泊費は含まれておりません。

 定　員　　80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

 申込方法
●下記の申込用紙に必要事項を明記のうえ、ファックスにて事務局までお申し
込みください。

【開催日直前の申込について】
●開催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。

 参加料支払い方法
●請求書は原則として合計金額を受講者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、指定の銀行の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。

【お願い】
●キャンセルをされる場合は、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、ファックス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（開催初日を含まず起算）
　　　　　　　　　　　……………参加料（消費税を除く）の30％
　開催日前日および当日……………参加料（原則として消費税を除く）の全額

 ご注意
●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。
●講義の撮影ならびに録音・録画は禁止とさせていただきます。
●申込後、開講3週間程度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。

 参加申込先　  プログラム内容の問い合せ先
公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会　企画推進部

〒105－0022　東京都港区海岸1-15-1　スズエベイディアム３階
　　　　　　　TEL （03）3436－3191  FAX （03）3436－3190

 会場案内　タイム24ビル          
　　　　　　東京都江東区青海2-4-32
　　　　　　 TEL（03）5531-0024

申込規定

スクーリング2016（春）
物流技術管理士補

BA-1511

（フリガナ） 支払予定日

協会への連絡事項 受付日 請求日 請求番号

名 円

□会　　員
□会 員 外

物流技術管理士補スクーリング2016（春）申込書

受付NO.

（開催後になる場合はご記入をお願いいたします）

会社・事業所名

（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

所属・役職名

E-mail 　 　

E-mail 　 　

□ ロジスティクス基礎講座（　　　年　　月　　期受講） 
□ 産業能率大学通信教育修了　※修了証を申込書と一緒に送信してください。

　　　＠

□ ロジスティクス基礎講座（　　　年　　月　　期受講） 
□ 産業能率大学通信教育修了　※修了証を申込書と一緒に送信してください。

T E L： － －

F A X： － －

　　　＠

T E L： － －

F A X： － －

受講者１

受付NO.（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

所属・役職名

受講者２

　　　　　 月　　　　　 日　支払予定

※請求書は原則として、合計金額を受講者１の方宛に送付いたします。その他、請求先の
ご希望は「協会への連絡事項」へご記入下さい。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日（西暦）

生年月日（西暦）

※必ずご記入ください

※必ずご記入ください

～グループディスカッション・演習を通じて物流合理化のための実践力の基礎を習得する～

開催期間：2016年２月3日～4日

東京開催

個人情報の取り扱いについて　
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、本講座に関する確認・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。

●ゆりかもめ 「テレコムセンター駅」徒歩2分
●りんかい線 「東京テレポート駅」
　A出口6番乗り場から無料循環バス約5分

交通のご案内

テレコムセンター

青海
フロンティア
ビル

テレコムセンター
（ゆりかもめ）

無料バス停

タイム24

開催の
ご案内

2016年
2月3日（水）～4日（木）

タイム24ビル　研修室202
（東京都江東区）

9：30～17：00（両日とも）

会　場

参加
対象

1．日本ロジスティクスシステム協会が
　　実施する「ロジスティクス基礎講座」
　　修了者
2．産業能率大学が実施する所定の
　　通信教育修了者
3．東京海洋大学大学院「食品流通安全管
理学」講義における所定単位取得者



ロジスティクスシステム構築による経営革新
・演習問題、内容の説明

物流技術管理士補スクーリング2016（春）：東京開催　参加のおすすめ
日　　時 内　　　　　容 講　　師

　9 :30～11 :15 「ロジスティクス戦略の最新動向」

認定証授与式

物流技術管理士補スクーリング2016（春）：東京開催　プログラム

　9 :30～16 :30

16 :30～17 :00

　物流技術管理士補スクーリングでは、ロジスティクス構築による経営革新に向けた計画の立案に取り組んで
いただくグループディスカッション・演習をカリキュラムの中心に据えております。皆様が通信教育や講座、
講義で学ばれた知識をどのように活用すればよいか、企業事例をベースとしたグループ演習を通じて、より実
践的に経験していただくことを目的としております。
　なお、本スクーリングを修了された方には、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会より、「物流技術
管理士補」の資格を授与いたします。
　関係各位の積極的なご参加をお待ちしております。

演習

講義

・グループディスカッション 
・グループディスカッション結果発表 
・講評／解説

演習（1日目の続き）

講　師　ご　紹　介

　旭化成（株）にて繊維工場の製造スタッフとして生産管理、プロセスコンピュータ導入等を担当。
情報システム部門のSEとして、生産管理、原価管理等のシステムを開発。物流部門で物流シス
テム設計、物流効率化等を担当。8年間物流部長を務めた後、（株）カサイ経営にて物流コンサル
タント。2006年H I 研究所を設立、現在に至る。

野 田 洋 史 氏
の だ ひ ろ し

ＨＩ研究所　代表

　センコー（株）入社、その後物流コンサルティング、流通システム研究所課長などを歴任。旭化
成（株）に出向後、ロジ・ソリューション（株）取締役、常務取締役を経て、2011年坂技術士事務所
を設立、現在に至る。

坂 　 直 登 氏
ば ん な お と

坂技術士事務所　代表

11 :15～11 :45

・個人演習 　 
・グループディスカッション

12 :45～17 :00

※諸事情により、プログラムが変更になる場合があります。

2月4日
（木）

2月3日
（水）

１．以下のいずれかの条件を満たした方。
　◆日本ロジスティクスシステム協会「ロジスティクス基礎講座」の修了者
　◆産業能率大学「物流の仕事がわかるコース」および「物流技術を極めるコース」
　両コースの修了者　※申込書と一緒に修了証をFAXで送信してください。
　◆東京海洋大学大学院「食品流通安全管理学」講義における所定単位取得者
２．１．の条件に加え、   受講前に課題レポートをご提出いただきます。   〈必須〉
　　お早めにお申し込みください。

受　講　条　件

◆実践的なグループディスカッション・演習を中心とした、受講者参加型のプログラムです。
◆様々な知識・知見・経験をもったメンバーとのグループディスカッション・演習を通して、新
たな視点や取り組みのヒントを得ることができます。
◆通信教育、ロジスティクス基礎講座等で学んだことを整理・再確認していただくために、受講
前に課題レポート（文字数2,000字程度）をご提出いただきます。
　なお、ご提出いただきました課題レポートは、事前に講師2名が確認し、本スクーリング当日
に講評等を行います。
◆本スクーリングを修了＊1された方には、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会より「物
流技術管理士補」＊2の資格を授与いたします。
＊1　受講前に課題レポート提出および本スクーリングへの2日間の出席が必要です。

＊2　「物流技術管理士補」資格取得者は、「物流技術管理士資格認定講座」および「国際物流管理士資格認定講座」
につき、優待料金にて受講いただけます。

本スクーリングの特色

演習（午前の続き） 野田　洋史　氏
坂　　直登 　氏

【有資格者優待】＝以下の場合、優待料金が適用されます。

※優待料金の詳細は、各講座のパンフレットをご覧になるか、当協会までお問い合わせください。

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会の資格制度

お持ちの資格
● 物流技術管理士

● 国際物流管理士

資格認定講座受講時の優待料金の適用について
ロジスティクス経営士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座
グリーンロジスティクス実践コース
ロジスティクス経営士資格認定講座
物流技術管理士資格認定講座
グリーンロジスティクス実践コース

● グリーンロジスティクス
　 管理士

● 物流現場改善士

● 物流技術管理士補

ロジスティクス経営士資格認定講座
物流技術管理士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座
ロジスティクス経営士資格認定講座
物流技術管理士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座
グリーンロジスティクス実践コース
物流技術管理士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

お持ちの資格 資格認定講座受講時の優待料金の適用について

ロジスティクス経営士

資格認定講座

物流技術管理士

資格認定講座

国際物流管理士

資格認定講座

グリーンロジスティクス

実践コース

製造業、流通業、物流業のロジスティク
ス・物流・環境部門のリーダー層（課長
クラス）を受講対象とする。

物流現場改善士
資格認定講座

・ロジスティクス関連の実務経験が5年程度ある
部長職クラス、部長職候補ならびに幹部候補の方。

・物流技術管理士、または国際物流管理士の
資格取得後、実務を３年以上経験された方。

・物流関連部門の中堅管理者。
・物流に関する基本的な用語の意味を理解
している方（※物流実務経験２年程度）、
または物流技術管理士補の資格を持つ方。

・国際物流関連部門の中堅管理者。
・国際物流関連実務を２年程度
　経験された方。

・製造業、流通業、物流業（運送事業者・倉庫業者
等）の物流現場改善のリーダーとリーダー候補で
物流に関する基本的な用語を理解している方。

物流技術管理士補
スクーリング

・新入社員および新任担当者。
・実務担当者で物流の基礎を学びたい方。
・下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかに該当される方。
Ⅰ．ロジスティクス基礎講座（当協会主催）を修了した方
Ⅱ．（学）産業能率大学が実施する所定の通
信教育を修了した方

Ⅲ．東京海洋大学大学院「食品流通安全管理
学」講義にて所定の単位を取得された方

※スクーリングの受講には、右記
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかに該当
することが条件となる。

講 　 座 　 名 受 講 要 件

物流技術
管理士

グリーン 　　
ロジスティクス

管理士

国際物流
管理士

物流技術管理士補

（ロジスティクス基礎講座）

物流現場改善士

ロジスティクス
経営士



ロジスティクスシステム構築による経営革新
・演習問題、内容の説明

物流技術管理士補スクーリング2016（春）：東京開催　参加のおすすめ
日　　時 内　　　　　容 講　　師

　9 :30～11 :15 「ロジスティクス戦略の最新動向」

認定証授与式

物流技術管理士補スクーリング2016（春）：東京開催　プログラム

　9 :30～16 :30

16 :30～17 :00

　物流技術管理士補スクーリングでは、ロジスティクス構築による経営革新に向けた計画の立案に取り組んで
いただくグループディスカッション・演習をカリキュラムの中心に据えております。皆様が通信教育や講座、
講義で学ばれた知識をどのように活用すればよいか、企業事例をベースとしたグループ演習を通じて、より実
践的に経験していただくことを目的としております。
　なお、本スクーリングを修了された方には、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会より、「物流技術
管理士補」の資格を授与いたします。
　関係各位の積極的なご参加をお待ちしております。

演習

講義

・グループディスカッション 
・グループディスカッション結果発表 
・講評／解説

演習（1日目の続き）

講　師　ご　紹　介

　旭化成（株）にて繊維工場の製造スタッフとして生産管理、プロセスコンピュータ導入等を担当。
情報システム部門のSEとして、生産管理、原価管理等のシステムを開発。物流部門で物流シス
テム設計、物流効率化等を担当。8年間物流部長を務めた後、（株）カサイ経営にて物流コンサル
タント。2006年H I 研究所を設立、現在に至る。

野 田 洋 史 氏
の だ ひ ろ し

ＨＩ研究所　代表

　センコー（株）入社、その後物流コンサルティング、流通システム研究所課長などを歴任。旭化
成（株）に出向後、ロジ・ソリューション（株）取締役、常務取締役を経て、2011年坂技術士事務所
を設立、現在に至る。

坂 　 直 登 氏
ば ん な お と

坂技術士事務所　代表

11 :15～11 :45

・個人演習 　 
・グループディスカッション

12 :45～17 :00

※諸事情により、プログラムが変更になる場合があります。

2月4日
（木）

2月3日
（水）

１．以下のいずれかの条件を満たした方。
　◆日本ロジスティクスシステム協会「ロジスティクス基礎講座」の修了者
　◆産業能率大学「物流の仕事がわかるコース」および「物流技術を極めるコース」
　両コースの修了者　※申込書と一緒に修了証をFAXで送信してください。

　◆東京海洋大学大学院「食品流通安全管理学」講義における所定単位取得者
２．１．の条件に加え、   受講前に課題レポートをご提出いただきます。   〈必須〉
　　お早めにお申し込みください。

受　講　条　件

◆実践的なグループディスカッション・演習を中心とした、受講者参加型のプログラムです。
◆様々な知識・知見・経験をもったメンバーとのグループディスカッション・演習を通して、新
たな視点や取り組みのヒントを得ることができます。

◆通信教育、ロジスティクス基礎講座等で学んだことを整理・再確認していただくために、受講
前に課題レポート（文字数2,000字程度）をご提出いただきます。

　なお、ご提出いただきました課題レポートは、事前に講師2名が確認し、本スクーリング当日
に講評等を行います。

◆本スクーリングを修了＊1された方には、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会より「物
流技術管理士補」＊2の資格を授与いたします。
＊1　受講前に課題レポート提出および本スクーリングへの2日間の出席が必要です。

＊2　「物流技術管理士補」資格取得者は、「物流技術管理士資格認定講座」および「国際物流管理士資格認定講座」
につき、優待料金にて受講いただけます。

本スクーリングの特色

演習（午前の続き） 野田　洋史　氏
坂　　直登 　氏

【有資格者優待】＝以下の場合、優待料金が適用されます。

※優待料金の詳細は、各講座のパンフレットをご覧になるか、当協会までお問い合わせください。

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会の資格制度

お持ちの資格
● 物流技術管理士

● 国際物流管理士

資格認定講座受講時の優待料金の適用について
ロジスティクス経営士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座
グリーンロジスティクス実践コース
ロジスティクス経営士資格認定講座
物流技術管理士資格認定講座
グリーンロジスティクス実践コース

● グリーンロジスティクス
　 管理士

● 物流現場改善士

● 物流技術管理士補

ロジスティクス経営士資格認定講座
物流技術管理士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座
ロジスティクス経営士資格認定講座
物流技術管理士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座
グリーンロジスティクス実践コース
物流技術管理士資格認定講座
国際物流管理士資格認定講座

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

いずれかを
受講する場合

お持ちの資格 資格認定講座受講時の優待料金の適用について

ロジスティクス経営士

資格認定講座

物流技術管理士

資格認定講座

国際物流管理士

資格認定講座

グリーンロジスティクス

実践コース

製造業、流通業、物流業のロジスティク
ス・物流・環境部門のリーダー層（課長
クラス）を受講対象とする。

物流現場改善士
資格認定講座

・ロジスティクス関連の実務経験が5年程度ある
部長職クラス、部長職候補ならびに幹部候補の方。

・物流技術管理士、または国際物流管理士の
資格取得後、実務を３年以上経験された方。

・物流関連部門の中堅管理者。
・物流に関する基本的な用語の意味を理解
している方（※物流実務経験２年程度）、
または物流技術管理士補の資格を持つ方。

・国際物流関連部門の中堅管理者。
・国際物流関連実務を２年程度
　経験された方。

・製造業、流通業、物流業（運送事業者・倉庫業者
等）の物流現場改善のリーダーとリーダー候補で
物流に関する基本的な用語を理解している方。

物流技術管理士補
スクーリング

・新入社員および新任担当者。
・実務担当者で物流の基礎を学びたい方。
・下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかに該当される方。
Ⅰ．ロジスティクス基礎講座（当協会主催）を修了した方
Ⅱ．（学）産業能率大学が実施する所定の通
信教育を修了した方

Ⅲ．東京海洋大学大学院「食品流通安全管理
学」講義にて所定の単位を取得された方

※スクーリングの受講には、右記
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかに該当
することが条件となる。

講 　 座 　 名 受 講 要 件

物流技術
管理士

グリーン 　　
ロジスティクス

管理士

国際物流
管理士

物流技術管理士補

（ロジスティクス基礎講座）

物流現場改善士

ロジスティクス
経営士



申込FAX：（03）3436－3190■申込書

 参加料　※消費税は8％です。

総額 74,520円（参加料 69,000円＋消費税5,520円）／1名

（注）昼食費、宿泊費は含まれておりません。

 定　員　　80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

 申込方法
●下記の申込用紙に必要事項を明記のうえ、ファックスにて事務局までお申し
込みください。

【開催日直前の申込について】
●開催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。

 参加料支払い方法
●請求書は原則として合計金額を受講者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、指定の銀行の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。

【お願い】
●キャンセルをされる場合は、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、ファックス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（開催初日を含まず起算）
　　　　　　　　　　　……………参加料（消費税を除く）の30％
　開催日前日および当日……………参加料（原則として消費税を除く）の全額

 ご注意
●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。
●講義の撮影ならびに録音・録画は禁止とさせていただきます。
●申込後、開講3週間程度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。

 参加申込先　  プログラム内容の問い合せ先
公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会　企画推進部

〒105－0022　東京都港区海岸1-15-1　スズエベイディアム３階
　　　　　　　TEL （03）3436－3191  FAX （03）3436－3190

 会場案内　タイム24ビル          
　　　　　　東京都江東区青海2-4-32
　　　　　　 TEL（03）5531-0024

申込規定

スクーリング2016（春）
物流技術管理士補

BA-1511

（フリガナ） 支払予定日

協会への連絡事項 受付日 請求日 請求番号

名 円

□会　　員
□会 員 外

物流技術管理士補スクーリング2016（春）申込書

受付NO.

（開催後になる場合はご記入をお願いいたします）

会社・事業所名

（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

所属・役職名

E-mail 　 　

E-mail 　 　

□ ロジスティクス基礎講座（　　　年　　月　　期受講） 
□ 産業能率大学通信教育修了　※修了証を申込書と一緒に送信してください。

　　　＠

□ ロジスティクス基礎講座（　　　年　　月　　期受講） 
□ 産業能率大学通信教育修了　※修了証を申込書と一緒に送信してください。

T E L： － －

F A X： － －

　　　＠

T E L： － －

F A X： － －

受講者１

受付NO.（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

所属・役職名

受講者２

　　　　　 月　　　　　 日　支払予定

※請求書は原則として、合計金額を受講者１の方宛に送付いたします。その他、請求先の
ご希望は「協会への連絡事項」へご記入下さい。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日（西暦）

生年月日（西暦）

※必ずご記入ください

※必ずご記入ください

～グループディスカッション・演習を通じて物流合理化のための実践力の基礎を習得する～

開催期間：2016年２月3日～4日

東京開催

個人情報の取り扱いについて　
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、本講座に関する確認・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。

●ゆりかもめ 「テレコムセンター駅」徒歩2分
●りんかい線 「東京テレポート駅」
　A出口6番乗り場から無料循環バス約5分

交通のご案内

テレコムセンター

青海
フロンティア
ビル

テレコムセンター
（ゆりかもめ）

無料バス停

タイム24


