
 参加料　

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　　大阪開催：50名／名古屋開催：30名
　　　　　 東京（夏）開催：60名／東京（春）開催：60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、FAX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、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します。テキストのみの販売はしておりません。
●講義の撮影ならびに録音・録画は禁止させていただきます。
●開催日の１週間前までに参加証が届かない場合は、事務局までご連絡ください。

 参加申込先　  プログラム内容の問い合せ先
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オフィスタワー 19F
 TEL：06-4797-2070　FAX：06-4797-2071

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 JILS総合研究所
 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

名古屋開催　 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 中部支部
 名古屋市中村区名駅南4-12-17
 TEL：052-588-3011　FAX：052-588-3012

 会場案内　大阪開催：大阪リバーサイドホテル
　　　　　　大阪市都島区中野町5-12-30
　　　　　　TEL：06-6928-3251

　　　　　　東京（夏）（春）開催：タイム24ビル
　　　　　　東京都江東区青海2-4-32
　　　　　　TEL：03-5531-0024

　　　　　　名古屋開催：名古屋銀行協会
　　　　　　名古屋市中区丸の内2-4-2
　　　　　　TEL：052-231-8311

申 込 規 定

～2018年度～
物流技術管理士補
 資格認定コース

～2018年度～
物流技術管理士補
 資格認定コース

～グループ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～

参加申込書 参加申込FAX 大阪：06-4797-2071 東京：03-3436-3190 名古屋：052-588-3012

支払予定日

協会への連絡事項 受付日 請求日 請求番号

□会　　員

□会 員 外

（開催後になる場合はご記入をお願いいたします）

（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

（ローマ字氏名）　

所属・役職名

□ ロジスティクス基礎講座（　　　年　　月　　期修了） 
□ 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。
□ ビジネスキャリア検定合格者　※合格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　　期修了） 
□ 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。
□ ビジネスキャリア検定合格者　※合格証を申込書と一緒に送信してください。

T E L： － －

F A X： － －

E-mail 　 　 　　　＠

E-mail 　 　 　　　＠

T E L： － －

F A X： － －

受講者１

（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

所属・役職名

受講者２

　　　　　 月　　　　　 日　支払予定

名 円
※請求書は原則として、合計金額を受講者１の方宛にご送付いたします。その他、請求先の

ご希望は「協会への連絡事項」へご記入ください。

会社・事業所名

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ 　　　　　　　　　　　　　　）

（ローマ字氏名）　（ 　　　　　　　　　　　　　　）

　　　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

受付NO.

受付NO.

●2018年度物流技術管理士補資格認定コース●

東京（夏）：2018年8月23日（木）～24日（金）  BA-1810
東京（春）：2019年2月14日（木）～15日（金）  BA-1811名古屋：2018年10月 4日（木）～ 5日（金）  LA-1853

大　阪：2018年  7月24日（火）～25日（水）  KA-1806
※参加を希望される会場いずれかに○をご記入ください。

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、本コースに関する確認・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。

大阪・東京・名古屋開催

カリキュラムをリニューアルしましたカリキュラムをリニューアルしました

会 場会 場 東京／タイム24ビル
　　　（東京都江東区）

東京（夏）／
2018年
8月23日（木）～24日（金）
9：30～17：30（両日とも）

東京／タイム24ビル
　　　（東京都江東区）

東京（春）／
2019年
2月14日（木）～15日（金）
9：30～17：30（両日とも）

大阪／大阪リバーサイドホテル
　　　（大阪市都島区）

9：30～17：30（両日とも）

大阪／
2018年
7月24日（火）～25日（水）

会 期会 期

9：30～17：30（両日とも）

名古屋／名古屋銀行協会
　　　　 （名古屋市中区）

名古屋／
2018年
10月4日（木）～5日（金）

受講
資格
受講
資格

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
4．流通経済大学流通情報学部ならびに大学院物流情報学研究科における所定単位取得者
5．中央職業能力開発協会が実施するビジネスキャリア検定「ロジスティクス管理」または
　  「ロジスティクス・ オペレーション」の２級もしくは３級の合格者かつ、企業等での実務経

験を有する方
上記1～5のいずれかの条件を満たした方

開催のご案内



2018年度物流技術管理士補資格認定コース  受講のおすすめ
日　　程

大阪 名古屋東京（夏）
講　　師

2018年度物流技術管理士補資格認定コース プログラム

2017年度 資格取得者所属企業

【 受講者数160名 】

業種構成 役職構成

　物流技術管理士補資格認定コースでは、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、講座、講義の受講また
は検定の受験を通じて学ばれた知識を実務の中で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
ループ演習にて、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。また、本年度はより実務に即し
た仮想企業を題材にしたグループ演習に取り組んでいただくため、ケーススタディの事例を刷新し、カリキ
ュラムを見直しました。なお、物流技術管理士補の資格取得者数は2,362名（2018年3月現在）となり、
多方面で活躍されています。
　関係各位の積極的なご受講をお待ちしております。

ロジ・ソリューション㈱

※諸事情により、プログラムが変更になる場合があります。

※社名50音順 原則として資格取得時の社名を記載しています。

7月24日
（火）

8月23日
（木）

7月25日
（水）

8月24日
（金）

10月4日
（木）

東京（春）

2月15日
（金）

2月14日
（木）

2019年

2019年
10月5日
（金）

受 講 資 格 ・ 条 件

◆実践的なグループ演習を中心とした、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。

◆本コースを修了＊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　受講前に事前課題の提出および本コースの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。

特　色

内　　　　　容

物流技術管理士補　資格認定証授与式

時　間

 9:30～ 9:35

 9:30～17:00

17:00～17:30

 9:35～10:35

10:35～17:30

演習内容（ケーススタディ）の説明解説

受講オリエンテーション

グループ演習（１日目の続き）
演習結果発表 
講評／解説

演習

個人演習、グループ演習演習

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が実施する「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。
　◆流通経済大学流通情報学部ならびに大学院物流情報学研究科における所定単位取得者。
　◆中央職業能力開発協会が実施するビジネスキャリア検定「ロジスティクス管理」または「ロジス
      ティクス・オペレーション」の２級もしくは３級の合格者かつ、企業等での実務経験を有する方。
　　※申込書と一緒に合格証をFAXで送信してください。

２．１．の条件に加え、   受講前に事前課題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。

（株）ＩＴＡＧＥ
旭食品（株）
（株）アステム
アマゾン ジャパン合同会社
アルケア（株）
池伝（株）
（株）イシダ
（株）伊藤園
Inagora（株）
インテュイティブサージカル合同会社
ウヤマ産業（株）
エーエスサポートアンドサービス（株）
（株）ＮＴＴデータ
ＭＣフードスペシャリティーズ（株）
花王グループカスタマーマーケティング（株）
カメヤマ（株）
牛乳石鹸共進社（株）
キリングループロジスティクス（株）
（株）クボタ
（株）ＫＫＳ
（株）コープネットワークサービス

● グループ演習では、実際のコスト削減手法を体験でき、大変勉強になった。（製造業）
● 実際のロジスティクス改革事例に基づくグループ演習はとても参考になった。自社に置き換えて検討してみたい。

（流通業）
● グループ演習を通じ、様々な業界や業種の方と意見交換できたことは非常に良い経験であった。（流通業）
● 事例をもとにしたケーススタディはイメージしやすく、物流の広範な領域にわたって検討することができ、

理解が深まった。（物流事業者）

サンネット物流（株）
三洋エナジー東浦（株）
（株）シーエックスカーゴ
ジェイカス（株）
シェフラージャパン（株）
塩野義製薬（株）
食協（株）
（株）スクロール３６０
住友商事マシネックス（株）
西濃シェンカー（株）
全国農業協同組合連合会
センチュリーメディカル（株）
全日本空輸（株）
第一稀元素化学工業（株）
ダイオ化成（株）
タイガー魔法瓶（株）
ダイセル物流（株）
高砂倉庫（株）
タカラスタンダード（株）
ＴＩＳ（株）
（株）東海通信資材サービス

トッパン・フォームズ・サービス（株）
（株）トモダ企画
トヨタ情報システム愛知（株）
（株）長崎日酒販
（株）西日本トランスポート
日触物流（株）
日世（株）
日通ＮＥＣロジスティクス（株）
日発運輸（株）
日本全薬工業（株）
日本通運（株）
日本レコードセンター（株）
野村不動産（株）
バンドー化学（株）
ピジョン（株）
（株）日立製作所
（株）日立ハイテクフィールディング
（株）日立フーズ＆ロジスティクスシステムズ
（株）福岡リアルティ
不二運輸（株）
双葉運輸（株）

物産ロジスティクスソリューションズ（株）
（株）プラスパ
（株）ベイクルーズ
（株）丸運
マルハニチロ（株）
三井倉庫ビジネスパートナーズ（株）
ミヨシ油脂（株）
（株）安川ロジステック
ヤマト運輸（株）
（一社）ヤマトグループ総合研究所
山村倉庫（株）
ヤンマー物流サービス（株）
ＵＭＧ ＡＢＳ （株）
雪印メグミルク（株）
ライオン（株）
（株）ラビット
リコー電子デバイス（株）
ロジコネット（株）

資格取得者の声2017年度 受講者データ

担当講師について
本コースの講義はロジ・ソリュー
ション㈱のコンサルタントの方
に担当いただきます。同社はセ
ンコー㈱のコンサルティング部
門が独立したコンサルティング・
ファームで、様々な業種・多様な
テーマに関するコンサルティン
グを数多く手がけられています。

■ 役員
■ 部長
■ 課長・Mgr ・センター長
■ 係長・主任
■ 一般
■ その他

■ 製造業
■ 流通業
■ 物流子会社
■ 物流事業者
■ 情報システム
■ その他

3％

20％
53％

10％
23％

8％

26％

27％

6％

1％

7％

16％



2018年度物流技術管理士補資格認定コース  受講のおすすめ
日　　程

大阪 名古屋東京（夏）
講　　師

2018年度物流技術管理士補資格認定コース プログラム

2017年度 資格取得者所属企業

【 受講者数160名 】

業種構成 役職構成

　物流技術管理士補資格認定コースでは、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、講座、講義の受講また
は検定の受験を通じて学ばれた知識を実務の中で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
ループ演習にて、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。また、本年度はより実務に即し
た仮想企業を題材にしたグループ演習に取り組んでいただくため、ケーススタディの事例を刷新し、カリキ
ュラムを見直しました。なお、物流技術管理士補の資格取得者数は2,362名（2018年3月現在）となり、
多方面で活躍されています。
　関係各位の積極的なご受講をお待ちしております。

ロジ・ソリューション㈱

※諸事情により、プログラムが変更になる場合があります。

※社名50音順 原則として資格取得時の社名を記載しています。

7月24日
（火）

8月23日
（木）

7月25日
（水）

8月24日
（金）

10月4日
（木）

東京（春）

2月15日
（金）

2月14日
（木）

2019年

2019年
10月5日
（金）

受 講 資 格 ・ 条 件

◆実践的なグループ演習を中心とした、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。

◆本コースを修了＊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　受講前に事前課題の提出および本コースの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。

特　色

内　　　　　容

物流技術管理士補　資格認定証授与式

時　間

 9:30～ 9:35

 9:30～17:00

17:00～17:30

 9:35～10:35

10:35～17:30

演習内容（ケーススタディ）の説明解説

受講オリエンテーション

グループ演習（１日目の続き）
演習結果発表 
講評／解説

演習

個人演習、グループ演習演習

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が実施する「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。
　◆流通経済大学流通情報学部ならびに大学院物流情報学研究科における所定単位取得者。
　◆中央職業能力開発協会が実施するビジネスキャリア検定「ロジスティクス管理」または「ロジス
      ティクス・オペレーション」の２級もしくは３級の合格者かつ、企業等での実務経験を有する方。
　　※申込書と一緒に合格証をFAXで送信してください。

２．１．の条件に加え、   受講前に事前課題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。

（株）ＩＴＡＧＥ
旭食品（株）
（株）アステム
アマゾン ジャパン合同会社
アルケア（株）
池伝（株）
（株）イシダ
（株）伊藤園
Inagora（株）
インテュイティブサージカル合同会社
ウヤマ産業（株）
エーエスサポートアンドサービス（株）
（株）ＮＴＴデータ
ＭＣフードスペシャリティーズ（株）
花王グループカスタマーマーケティング（株）
カメヤマ（株）
牛乳石鹸共進社（株）
キリングループロジスティクス（株）
（株）クボタ
（株）ＫＫＳ
（株）コープネットワークサービス

● グループ演習では、実際のコスト削減手法を体験でき、大変勉強になった。（製造業）
● 実際のロジスティクス改革事例に基づくグループ演習はとても参考になった。自社に置き換えて検討してみたい。

（流通業）
● グループ演習を通じ、様々な業界や業種の方と意見交換できたことは非常に良い経験であった。（流通業）
● 事例をもとにしたケーススタディはイメージしやすく、物流の広範な領域にわたって検討することができ、

理解が深まった。（物流事業者）

サンネット物流（株）
三洋エナジー東浦（株）
（株）シーエックスカーゴ
ジェイカス（株）
シェフラージャパン（株）
塩野義製薬（株）
食協（株）
（株）スクロール３６０
住友商事マシネックス（株）
西濃シェンカー（株）
全国農業協同組合連合会
センチュリーメディカル（株）
全日本空輸（株）
第一稀元素化学工業（株）
ダイオ化成（株）
タイガー魔法瓶（株）
ダイセル物流（株）
高砂倉庫（株）
タカラスタンダード（株）
ＴＩＳ（株）
（株）東海通信資材サービス

トッパン・フォームズ・サービス（株）
（株）トモダ企画
トヨタ情報システム愛知（株）
（株）長崎日酒販
（株）西日本トランスポート
日触物流（株）
日世（株）
日通ＮＥＣロジスティクス（株）
日発運輸（株）
日本全薬工業（株）
日本通運（株）
日本レコードセンター（株）
野村不動産（株）
バンドー化学（株）
ピジョン（株）
（株）日立製作所
（株）日立ハイテクフィールディング
（株）日立フーズ＆ロジスティクスシステムズ
（株）福岡リアルティ
不二運輸（株）
双葉運輸（株）

物産ロジスティクスソリューションズ（株）
（株）プラスパ
（株）ベイクルーズ
（株）丸運
マルハニチロ（株）
三井倉庫ビジネスパートナーズ（株）
ミヨシ油脂（株）
（株）安川ロジステック
ヤマト運輸（株）
（一社）ヤマトグループ総合研究所
山村倉庫（株）
ヤンマー物流サービス（株）
ＵＭＧ ＡＢＳ （株）
雪印メグミルク（株）
ライオン（株）
（株）ラビット
リコー電子デバイス（株）
ロジコネット（株）

資格取得者の声2017年度 受講者データ

担当講師について
本コースの講義はロジ・ソリュー
ション㈱のコンサルタントの方
に担当いただきます。同社はセ
ンコー㈱のコンサルティング部
門が独立したコンサルティング・
ファームで、様々な業種・多様な
テーマに関するコンサルティン
グを数多く手がけられています。

■ 役員
■ 部長
■ 課長・Mgr ・センター長
■ 係長・主任
■ 一般
■ その他

■ 製造業
■ 流通業
■ 物流子会社
■ 物流事業者
■ 情報システム
■ その他

3％

20％
53％

10％
23％

8％

26％

27％

6％

1％

7％

16％



 参加料　

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　　大阪開催：50名／名古屋開催：30名
　　　　　 東京（夏）開催：60名／東京（春）開催：60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、FAX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、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します。テキストのみの販売はしておりません。
●講義の撮影ならびに録音・録画は禁止させていただきます。
●開催日の１週間前までに参加証が届かない場合は、事務局までご連絡ください。

 参加申込先　  プログラム内容の問い合せ先
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オフィスタワー 19F
 TEL：06-4797-2070　FAX：06-4797-2071

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 JILS総合研究所
 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

名古屋開催　 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 中部支部
 名古屋市中村区名駅南4-12-17
 TEL：052-588-3011　FAX：052-588-3012

 会場案内　大阪開催：大阪リバーサイドホテル
　　　　　　大阪市都島区中野町5-12-30
　　　　　　TEL：06-6928-3251

　　　　　　東京（夏）（春）開催：タイム24ビル
　　　　　　東京都江東区青海2-4-32
　　　　　　TEL：03-5531-0024

　　　　　　名古屋開催：名古屋銀行協会
　　　　　　名古屋市中区丸の内2-4-2
　　　　　　TEL：052-231-8311

申 込 規 定

～2018年度～
物流技術管理士補
 資格認定コース

～2018年度～
物流技術管理士補
 資格認定コース

～グループ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～

参加申込書 参加申込FAX 大阪：06-4797-2071 東京：03-3436-3190 名古屋：052-588-3012

支払予定日

協会への連絡事項 受付日 請求日 請求番号

□会　　員

□会 員 外

（開催後になる場合はご記入をお願いいたします）

（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

（ローマ字氏名）　

所属・役職名

□ ロジスティクス基礎講座（　　　年　　月　　期修了） 
□ 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。
□ ビジネスキャリア検定合格者　※合格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　　期修了） 
□ 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。
□ ビジネスキャリア検定合格者　※合格証を申込書と一緒に送信してください。

T E L： － －

F A X： － －

E-mail 　 　 　　　＠

E-mail 　 　 　　　＠

T E L： － －

F A X： － －

受講者１

（フリガナ）

勤務先住所　〒　　　－

所属・役職名

受講者２

　　　　　 月　　　　　 日　支払予定

名 円
※請求書は原則として、合計金額を受講者１の方宛にご送付いたします。その他、請求先の

ご希望は「協会への連絡事項」へご記入ください。

会社・事業所名

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ 　　　　　　　　　　　　　　）

（ローマ字氏名）　（ 　　　　　　　　　　　　　　）

　　　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

受付NO.

受付NO.

●2018年度物流技術管理士補資格認定コース●

東京（夏）：2018年8月23日（木）～24日（金）  BA-1810
東京（春）：2019年2月14日（木）～15日（金）  BA-1811名古屋：2018年10月 4日（木）～ 5日（金）  LA-1853

大　阪：2018年  7月24日（火）～25日（水）  KA-1806
※参加を希望される会場いずれかに○をご記入ください。

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、本コースに関する確認・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。

大阪・東京・名古屋開催

カリキュラムをリニューアルしましたカリキュラムをリニューアルしました


