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ロジスティクスプロバイダー経営研究会

ＬＰＳパートナーミーティングとは
物流企業のパートナーとして、安全機器メーカー、タイヤ
メーカー、保険会社、システム会社などの、物流ベンダー
企業様が所属しています。全国300社以上もの物流企
業経営者様とリアルな場でお会いすることができます。

興味のある方は、7ページへ

トラックビジネスオンラインアカデミーとは
オンライン会議システムを利用したアカデミーで、物流
企業が明日から実践できる最先端の事例を、お手元の
ネット対応端末から「いつでも」「どこでも」学ぶことがで
きます。テーマは「採用・定着」「人事評価」から「運行効率
向上」まで幅広く学んでいただけます。

興味のある方は、6ページへ

ラストワンマイルビジネス研究部会とは
2018年4月に新たに発足した、ラストワンマイルビジネス
研究部会では、今、社会問題にもなっているラストワンマイ
ルビジネス(宅配・個配・企業配)に関して学んでいます。
「配車・運行効率向上」「新規荷主獲得」「人材採用」などそ
れにまつわるテーマを深掘りして、事業の柱としての業績
アップを目的としています。 興味のある方は、5ページへ

トラックビジネス研究部会とは
東京、大阪の2会場で開催しており、多くの企業様に参加
いただいています。年商規模としては、1億円～20億ま
で、幅広い企業様が所属されています。「ドライバーの採
用・育成・定着ノウハウ」や「直荷主を獲得するマーケティ
ング」などについて学んでいただき、共に地域一番物流
企業を目指しています！ 興味のある方は、4ページへ

ロジスティクス4.0・3PLビジネス研究部会とは
年商20億円から100億円の地域一番物流企業様に多く
参加いただいています。「荷主からも社員からも選ばれ
る物流企業づくり」など物流に特化した講座はもちろん
のこと、IoTやAIに関する最先端の事例も取り入れ、次世
代のモデルを追求していきます。

興味のある方は、3ページへ

L o g i s t i c s  P r o v i d e r s  S o c i e t y

About
physical distribution team

我々船井総研ロジでは、
「社員が誇れる物流企業を創る」という、
ミッションのもと、
コンサルティングサービスを提供しております。
近年では、「ドライバー採用・定着・育成」、
「安全・事故防止」、
「営業強化・直荷主獲得」、
「利益率改善」、
「ＷＥＢマーケティング」などを
主なテーマとして活動しています。
全国各地に300社ほどクライアントがおり、
規模も年商1億円～1,000億円と
クライアントに合わせた提案を
行っております。

ミッション

社員が誇れる
物流企業を創る

Mission
船井総研ロジについて

What’s
management workshop ?

船井総研グループが主催する研究会とは、
全国から勉強好きの経営者が集い、
情報交換を行う、リアルな場です。
お互いの体験を語り合い、学び、
共に成長していきます。
ときには「師と友づくりの場」となり、
一生の師・盟友と出会うこともあります。
ぜひ、学びを深め、共に
「社員が誇れる物流企業」を創りましょう！

経営研究会とは？

全300社以上参加!!
船井総研ロジは全5研究会を開催し、
北海道から
九州まで
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トラックビジネス研究部会には意識の高い社長が
多いので、刺激になりますし、 参考になる事例もた
くさんあります。入会して満足な点は何か問題点
があればすぐに解消してくれるところですかね。
特に採用ですね。応募を集める方法などノウハウが
あるので、それを愚直にそのままやるだけで結構
応募がありました。その他にも、参加者同士で情報

交換をするので、福利厚生や運賃交渉とか色々な
手法を知ることができます。あとだいたいの車両
の相場とか、裏話も結構教えてくれるので面白い
です。皆、ビジョンが同じような社長ばかりなの
で、共通の目標があります。そこでお互い参考にな
るような意見を隠さず話せるという場で、とても良
いと感じています。

運送会社経営のための情報の宝庫ですCustomer’s Voice    会員様の声

森井運送有限会社
代表取締役

森井 義勝氏

研究会に入会するまでは、外部から情報収集をし
たり他社との比較をしたりすることはありませんで
した。研究会会員の皆さんは勉強熱心な方ばかり
で、私も毎回たくさんのことを吸収できています。
だからこそ、他社の取り組みを素直に真似て取り入
れ、情報公開も積極的に行うようにしました。する

と、会社の改革がスピード感を持って進むようにな
り、社内の雰囲気も良くなりました。こうした結果
が、一昨年の研究会の表彰式において新人賞を受
賞、昨年の研究会大賞受賞、応募者数昨対150％
＆売上2桁成長達成という結果に結びついたのか
なと感じています。

改革スピードが上がり増収増益も実現Customer’s Voice    会員様の声

株式会社トランス・グリップ
代表取締役

竹上 清文氏

当日は、TV会議システムを活用し、東阪
同時開催します！会場は、東京・大阪の
2会場から選択していただけます。

開 催 場 所
●定例会（6回）
●物流革新セミナー／1月
●先進物流企業視察ツアー／7月
●経営戦略セミナー／8月

通常の定例会年6回に加えて、3つの特別セミ
ナーに会費充当で参加することができます。い
ずれも通常であれば、参加費数万～十数万円
のイベントとなっております。イベントの詳細は、
8ページの「特別コンテンツ」をご覧ください。

年9回のイベントEvent

● 定例会（6回）
●物流革新セミナー
 ／1月
●先進物流企業
 視察ツアー／7月
●経営戦略セミナー
 ／8月

通常の定例会年6回に加えて、3つの
特別セミナーに会費充当で参加する
ことができます。いずれも通常であ
れば、参加費数万～十数万円のイベ
ントとなっております。イベントの詳
細は、8ページの「特別コンテンツ」を
ご覧ください。

年9回のイベントEvent

大塚倉庫株式会社
代表取締役社長  濱長一彦氏
アートコーポレーション株式会社
代表取締役会長　寺田寿男氏

過去
ゲスト講師
一例

シーオス株式会社
代表取締役社長　松島聡氏
みらいコンサルティング株式会社
マネージャー　近藤雅浩氏

過去
ゲスト講師
一例

 第3講座 情報交換会
  13:45～15:40

 第4講座 船井総研ロジの講演
  15:55～16:30

 第1講座 ゲスト講師①
  11:00～12:00

 第2講座 ゲスト講師②
  12:40～13:30

定 例 会

モデルとなる物流企業経営者様をお呼び
して、その取り組み内容についてお話して
いただきます。実際の成功事例をお聴きし、
自社 経営のヒントを得ていただきます。　
第2講座では、物流企業より、その時々の話
題に沿ったゲストをお呼びします。労務問
題、M&A、省人化といった時流に合った最
新テーマで情報発信をしていただきます。

参加者様同士で相互に情報交換をします。直近で取り組んだマーケティングおよびマネジメ
ント施策についてご報告いただき、ディスカッションを行います。船井総研ロジがファシリ
テーターを務めます。

船井総研ロジのコンサルタントより、日々のコンサルティング成功事例や、業界動向について
発信します。

 第1講座 ゲスト講師①
  11:00～12:00

 第2講座 ゲスト講師②
  12:40～13:30

 第3講座 情報交換会
  13:45～15:40

定 例 会

毎回、モデルとなる物流企業経営者様を
お呼びして、その取り組み内容について
お話していただいております。実際の成
功事例をお聞きして、自社経営のヒント
を得ていただきます。

参加者様同士で相互に情報交換をしていただきます。直近で取り組んだ業務内容や
マーケティング施策、教育・研修や社内改善活動などについてご報告いただき、質疑応
答を行います。船井総研ロジが進行役を務めます。

船井総研ロジのコンサルタントが、日々のコンサルティングの中で作り上げた成功事例
や、業界動向について発表します。

 第4講座 船井総研ロジの講演
  15:55～16:30

DHLジャパン株式会社
マネージャー　小川 景徳氏
篠崎運送倉庫株式会社
代表取締役社長　篠崎晃市氏
武蔵通商株式会社
代表取締役　澤田仁氏

過去
ゲスト講師
一例

船井総研ロジ株式会社
東京本社
〒100-0005
東京都千代田区
丸の内1-6-6
日本生命
丸の内ビル
21階

東京会場
株式会社船井総合研究所
淀屋橋セミナープレイス
〒541-0041
大阪市中央区
北浜4-7-28
住友ビル
2号館 7階

大阪会場

当日は、TV会議システムを活用し、東阪同時開催します！
会場は、東京・大阪の2会場から選択していただけます。

開催場所

船井総研ロジ株式会社
東京本社
〒100-0005
東京都千代田区
丸の内1-6-6
日本生命
丸の内ビル21階

東京会場

開催場所

次世代型3PL業態研究会

既存の3PLビジネスを事業の柱として伸ば
しながら、ロジスティクス4.0の先駆者とな
るための様々を最新技術を学んでいきま
す。省人化・標準化のための取り組みをはじ
め、AI・ロボットなどのITテクノロジーなど
について学び、情報交換を通じて自社に生
かしていきます。

厳選した
豪華なゲスト陣による講演！

物流企業の中でも先進的な取り組みをさ
れている企業をゲストとしてお呼びし、次
世代のモデルを追求します！実践例をふま
えながら、どのように参加者の方が自社で導入
を図るのかをポイントとしてお伝えします。

ロジスティクスにまつわる
あらゆる課題を予測・対応！

現場改善・生産性向上やサービスの進化、さ
らには従業員採用・定着化・M&Aまで、これ
からの成長戦略において、特に重要となるト
ピックを取り上げます。

運送業・トラックビジネスに特化

経営者向けの勉強会の中でも、運送・輸送
に特化した勉強会です。運送ビジネスにま
つわるテーマを網羅し、地域一番の物流企
業を目指します。

業績アップに特化したコンテンツ

とにかく業績アップに特化したコンテンツ
にこだわっており、ドライバー採用・定着ノ
ウハウ・車両戦略等、明日から使える業績
アップに直結する内容を数多くご提供しま
す。

新たなビジネスモデルへの適応

自動運転や縦列走行など、運送業界は次なる
ビジネスモデルへの進化・適応が必要とされ
ています。この研究会では、そういった最新テク
ノロジーについても学び、情報交換を通じて、自
社への活用方法を探求していきます。

ロジスティクス4.0・3PLビジネス研究部会
次世代型3PL業態の開発

トラックビジネス研究部会
地域一番物流企業への挑戦

ご入会いただいた企業様は、
トラックビジネスオンライン
アカデミーの講座映像と業績
アップのための各種ツールを全
て無料でご利用いただけます。

参 加 特 典

ご入会いただいた企業様は、トラックビジ
ネスオンラインアカデミーの講座映像と
業績アップのため
の各種ツールを
全て無料でご利用
いただけます。

参 加 特 典
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ラストワンマイルビジネス研究会に入会する一番
のメリットとして感じていることは、「軽貨物運送
業界の最新情報が手に入る」ということです。
研究会会員の皆さんは勉強熱心な方が多く、非常
に刺激になっています。情報交換会というものが
毎回あるのですが、会員の皆さんはオープンで、自
社での取り組み事例を教えてくれます。同業他社
さんの成功事例は大変勉強になりますし、意見交

換をしたり、一緒に学んでいくという場は我々経営
者にとって大変貴重な環境です。
また、会員同士で仕事に繋がるケースもあり、入会
した方は、是非このネットワークを活用していただ
けたらと思います。
昨今、大手宅配企業の動きにより、ラストワンマイ
ル市場は激動の時代を迎えていますが、研究会を
通じて一緒に業界を盛り上げていきましょう！

最新の成功事例や業界動向が手に入りますCustomer’s Voice    会員様の声

共立トランスポート
代表取締役

久保 秀樹氏

本アカデミーはオンライン配信での勉強会となります。
そのため、インターネット環境下であれば、どこにいても動画の視聴をすることが可能
です。また、複数名で見ることも可能となっています。手間のかかるID取得は不要です。

講座の受講方法について

必要機材

●パソコン
（カメラ・マイク付のもの）

●インターネット環境

 第1講座 ゲスト講師
  15:00～15:45

 第2講座 船井総研ロジ講座
  15:45～16:15

富士運輸株式会社
執行役員 安全統括部長
石谷 泰人氏
株式会社ケイ・ティー
代表取締役 石津 明弘氏
刈急運輸株式会社

過去
ゲスト講師
一例

定 例 会

毎回、最先端の取り組みを行っている企業
様をお呼びして、実際の成功体験談をお話
していただいております。実際の成功事例
をお聞きして、事業経営のヒントを得ること
ができます。

第一講座のゲスト講師のまとめや、最新の
事例について船井総研ロジのコンサルタント
が講演いたします。

 第3講座 船井総研ロジの講演
  16:00～16:30

 第2講座 情報交換会
  13:50～15:50

 第1講座 ゲスト講師
  12:30～13:30

定 例 会

モデルとなる、BtoC物流企業や、シェアリ
ングサービス会社等をゲストにお招きし
て、最新成功事例やマーケティング・リク
ルーティング手法について学びます。　  
　

参加者様同士で相互に情報交換をします。直近で取り組んだ求人募集や、マーケティング
施策、教育・研修や社内改善活動についてご報告いただき、質疑応答を行います。 

船井総研ロジのコンサルタントより、日々のコンサルティング成功事例や、業界動向につい
て発信します。

過去
ゲスト講師
一例

ラストワンマイルビジネス
特化の研究会

今、社会問題にもなっているラストワンマイ
ルビジネスに関して、事業拡大・業績アッ
プ・新規参入を目指す研究会です。時流に
合ったビジネスモデルを深耕し、事業の柱
への成長を目指します。

軽貨物事業者との仲間作り

研究会の会員様は、軽貨物をメインとして
行っている事業者が主です。同じ業態、視
点で成功事例を共有することができ、他の
運送事業者の集まりにはない密接なつな
がりと仲間作りができます。

実運送案件の創出

研究会会員企業同士、実際に仕事のやり取
りも行なっています。軽貨物車両でも安定
的に50万円/月を売り上げるネットワーク
を構築していきます。

大人数での参加も大歓迎！

オンラインでの配信のため、通信環境さえ
あればどなたでも参加することが可能で
す。社内研修に使用したり、複数の幹部で
視聴し、社内で学びを共有・深めることが
可能です。

空き時間に視聴可能！

なかなか会社を空けれない場合や、遠方の
企業様でも参加いただけるオンライン講
座となっておりますので、移動の合間など
スキマ時間で業績アップのヒントが見つか
ります。

明日から実践できる講座内容

毎回、テーマに合わせたゲスト講師が登壇
し、取り組み事例をお話します。コンサルタ
ントによる分かりやすい解説もあるので、
明日から実践できるシンプルな成功事例を
豊富に学ぶことができます。

ラストワンマイルビジネス研究部会
ラストワンマイルビジネスの確立・事業化

トラックビジネスオンラインアカデミー
短時間・手間いらずで業績アップを目指す

❶ 過去テキスト
過去の講座テキストがご覧になれます。専門コンサルタン
トによる解説で、理解が深まります。

❷ 過去の講座動画の視聴
過去の講座動画は全ていつでも見返すことが可能です。
繰り返し視聴し、自社に落とし込んでいただけます。

❸ 特典動画の視聴
「採用」「運行効率」「運賃交渉」などの各専門のコンサルタ
ントの特別講座で、課題解決への糸口がつかめます。

❹ 30分のWEB経営相談
テレビ通話にて、オンラインの無料経営相談が受けられ
ます。お悩み事などの解決のため、コンサルタントがアド
バイスさせていただきます。

❺ 各種特典ツールのダウンロード
運行効率の計算ツールや安全研修用テキストなど役立つ
ツールを豊富にご用意しています。ぜひご活用ください。

入 会 特 典

●定例会（6回）
●物流革新セミナー
　／1月
●経営戦略セミナー
　／8月

通常の定例会年6回に加えて、物流革
新セミナーと経営戦略セミナーにもご
参加いただけます。また、エリアサーク
ルの会員企業様は、先進物流企業視
察セミナーなど、船井総研が主催する
セミナーに会員特別料金でご参加い
ただけます。

年8回のイベントEvent

船井総研ロジ株式会社
東京本社
〒100-0005
東京都千代田区
丸の内1-6-6
日本生命
丸の内ビル21階

東京会場

開催場所

ご入会いただいた企業様は、トラックビジ
ネスオンラインアカデミーの講座映像と
業績アップのため
の各種ツールを
全て無料でご利用
いただけます。

参 加 特 典

株式会社ハニー・ビー
代表取締役　吉村 昭氏
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物流革新セミナー

毎年1月に、その年の
物流業界がどのよう
になるか提言いたし
ます。
毎回200名以上の
物流企業経営者に
ご参加いただいてい
ます。
荷主業界の動向や人材戦略・経営戦
略についても言及し、年初の経営計
画策定にお役立ていただける、おす
すめのセミナーです。

2014年
富士運輸株式会社
代表取締役　松岡弘晃 氏
「４期連続２ケタ成長！
 1997年に30人だった会社が
 2013年には850名、売上は１３倍！
 今の時代に業績をアップさせる
 ＦＵＪＩ流人財採用・活用法とは」

2015年
株式会社ビーイングホールディングス
代表取締役　喜多甚一 氏
「 営業部門を廃し、商談ではなく
 相談に乗る「物流のお医者さん」
 ビーインググループの躍進の秘密」

2016年
山岸運送株式会社
代表取締役　山岸一弥 氏
「地域密着型ユニーク業態で
 高成長＆高利益を実現する
 山岸運送の秘密」

2017年
ヤマトホールディングス株式会社
代表取締役会長　木川眞 氏
「ヤマトグループが進めるイノベーション
 ～私のリーダーシップ論～ 」

2018年　
センコーグループ ホールディングス
株式会社
センコー株式会社 
代表取締役社長　福田 泰久 氏
「Moving Global センコーの変革と挑戦」

過 去 ゲ ス ト 講 師 一 例

経営戦略セミナー

8月に行われる、船
井総合研究所の全社
イベントである経営
戦略セミナーにご招
待します。全国から
延べ6,000人の経営
者が集まり、業界を
越えて学び、交流を
深めます。大物ゲストも多数登壇し、
時流に合わせた様々なテーマでお話
しいただきます。

2016年
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
株式会社
代表取締役社長 兼 CEO
増田 宗昭 氏

株式会社ユー・エス・ジェイ
CMO 執行役員 マーケティング本部長
森岡 毅 氏

2017年
九州旅客鉄道株式会社
代表取締役会長
唐池 恒二 氏

株式会社マネーフォワード
代表取締役CEO
辻 庸介 氏

2018年
株式会社LIXILグループ
取締役 代表執行役社長 兼 CEO
瀬戸 欣哉 氏

RIZAPグループ株式会社
代表取締役社長
瀬戸 健 氏

過 去 ゲ ス ト 講 師 一 例

※所属役職等は登壇当時

特 別 コ ン テ ン ツ

入会のきっかけは、会員企業様へプレゼンを行い
し、その後実際にタイヤの販売に繋がった先があ
り、決心しました。入会して業界の最新の状況を知
ることができたことは良かったです。研究会には
経営者の方々が来られているので、成功事例の情
報共有や業界の流れがよくわかります。自社のセ
ミナーで私自身が話すと商品知識だけだとつまら

なく、いかに興味を持って聴いてもらえるかが大切
なので、研究会で得た情報はとても役に立ってい
ます。現場の情報を踏まえた、運送会社の方々に
刺さる提案ができるようになったことは大きいで
すね。今後もパートナー企業として、船井総研ロジ
さんの研究会で得た情報を織り交ぜながらプレゼ
ンや提案をしていきたいと思っています。

研究会で得た情報を活かして提案することで
お客様に刺さる提案ができるようになりました

Customer’s Voice    会員様の声

日本ミシュランタイヤ
株式会社
トラックバスタイヤ事業部
フリートマーケティング
マネージャー

尾根山 純一氏

先進企業
視察セミナー

船井総研ロジが総力
を挙げて企画する、年に
一度のイベントです。
モデルとなる物流会社
様を実際に訪問して、
そのビジネスモデルや
事業形態、運営体制な
どを「視て」「 触れて」
「 感じて」経営のヒントを発見する企画
です。普段はなかなか聴くことのでき
ないモデル企業経営者の成功秘話から、
学びと気付きを得ることができます。

2013年（愛知）

トランコム株式会社様
名正運輸株式会社様
ダイセーエブリー二十四株式会社様
　　　

2014年（兵庫・大阪）

トラスコ中山株式会社様
ヤマトオートワークス株式会社様
株式会社ハニー・ビー様
鴻池運輸株式会社様
　　　

2015年（福岡）

富士運輸株式会社様
博多港ふ頭株式会社様
株式会社柳川合同様
　　　

2016年（北海道）

SATOグループ様
丸吉運輸機工株式会社様
株式会社シズナイロゴス様
北海道物流開発株式会社
　　　

2017年（石川）

株式会社ビーイングホールディングス様
株式会社鷺富運送様
会宝産業株式会社様
株式会社トランテックス様
　　　

2018年（関東）　

大塚倉庫株式会社様
株式会社ダイワロジテック様
清水運輸株式会社様
株式会社梅里物流サービス様

過 去 視 察 先 一 例

※特別例会および経営戦略セミナーは会費に含まれておりません。別途会員特別価格にてご参加いただけます。    
※また、例会は情報交換会前の時間までの参加となります。

トラック・車両
（中古車販売・買取、リース）

ＪＡＣＳＳ 株式会社
株式会社グリーンベル
株式会社リアライズコーポレーション

車両機器
（デジタコ、ドラレコ、安全機器）

サンコーテクノ株式会社
株式会社データ・テック
株式会社デンソー
株式会社ファーストステーション

タイヤ関連
日本ミシュランタイヤ株式会社

システム
（運行管理、動態管理、労務管理、配車、WMS）

株式会社ナビタイムジャパン
株式会社システムギアソフテック
株式会社ダイアログ
株式会社フルバック
株式会社ライナロジクス
リコージャパン株式会社

保 険（損害保険、生命保険）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
株式会社ビジネスコンサルタント

各種サービス・商品
グローアップ社会保険労務士法人
ワールド・ワン・インターナショナル株式会社
株式会社エルエーシー
株式会社ランドピア
森松産業株式会社
株式会社 おかん
物流スタイル合同会社

会 員 一 覧

LPSパートナーミーティング

物流企業の一助となる商品・サービス等を取り扱い、事業展開されている企業様のための、
営業促進及び情報収集が効率的にできる会員制度です。

ロジスティクスプロバイダー経営研究会のすべての例会(年間14回)および物流革新セミナーに
ご参加いただけます。名刺交換や商品案内資料・サービスパンフレットの配布等、ご自由にしていただけます。

全国300社超の
優良物流企業の社長と出会える！

パートナー企業同士で
協業を組むことができる！

メリット

1

メリット

2

メリット

3 新規ビジネスの発見のチャンスあり！
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会 費 ＆ ス ケ ジ ュ ー ル

2019年度スケジュール

会 費

会 員 入会金（税込） 月会金（税込）

ロジスティクスプロバイダー経営研究会  54,000円 -　　

　ーロジスティクス4.0・3PLビジネス研究部会 11:00～16:30 - ３2,400円

　ートラックビジネス研究部会 11:00～16:30 - ３2,400円

　ーラストワンマイルビジネス研究部会 12:30～16:30 - 21,600円

トラックビジネスオンラインアカデミー  15:00～16:15 -    7,560円

ＬＰＳパートナーミーティング  - 16,200円

日本国内の労働力人口の減少により、多くの企業は本格的な「人材獲得競争時代」に突
入。今後持続的成長を目指す上で、採用強化だけでなく、「人材の受入れ体制（組織力）の
強化」も重要となります。そこで船井総研では自社の組織力を把握できる「組織力診断プ
ログラム」を開発しました。

組織力診断プログラム

ロジスティクス4.0・
3PLビジネス研究部会

トラックビジネス
研究部会

ラストワンマイルビジネス
研究部会

トラックビジネス
オンラインアカデミー 

   1月22日（火）　物流革新セミナー  

 2月26日（火） 2月13日（水） 1月28日（月）

 4月25日（木） 4月10日（水） 3月26日（火）

 6月26日（水） 6月13日（木） 5月22日（水）

   8月21日（水）～23日（金）　経営戦略セミナー  

   9月12日（木）～13日（金）　先進物流企業視察セミナー 9月25日（水） 

 10月2８日（月） 10月17日（木） 

   12月4日（水）　会員総会  

1月18日（金）

2月19日（火）

3月20日（水）

4月18日（木）

5月17日（金）

6月９日（火）

7月19日（金）

9月17日（火）

10月18日（金）

11月19日（火）

定例会やセミナー以外にも、会員企業様には様々なお役立ちコンテンツをご提供しています。
ロジスティクスプロバイダー経営研究会にご入会いただければ、すべてのコンテンツをご利用いただけます。

毎月1回、無料で電話または来社いただいての個別相談
を承っています。現状の悩みや勉強会を通じて学んだ内
容について、もっと具体的に聞いてみたいことに関して、
物流業専門コンサルタントが無料で個別アドバイスをさ
せていただきます。メールでのご質問・ご相談にも対応
いたします。
※事前予約制サービスで、時間は30分程度/回になります。

過去テキスト・
議事録を配信！

研究会の場は「情報」の宝の山です。会員専用ページから
過去研究会のテキストをダウンロードできます。さらに毎
回の例会の情報をまとめた議事録をお届けします。発表
された内容だけでなく、ときに交わされた会話の内容まで
掲載しています。 コンサルタントによる議事録を活用し、
経営を振り返る時間にしてください。

物流経営コラム
『月刊物流社長』を

毎月発行！
現場で活躍している物流専門のコンサルタントによるコ
ラムを毎月お届けします。すぐに実践できる実弾レベル
の内容となっているため、自社に落とし込むことができ
ます。何百もある過去のコラムも閲覧することができま
す。業績アップの足掛かりになること間違いなしです。

船井総研オフィシャル情報集
『FUNAI メンバーズPlus』

が利用可能！
船井総研が会員企業限定で、全業種向けに発信してい
る経営情報・成功事例・ノウハウをお届けします。
『FUNAIメンバーズPlus』は通常3,240円/月かかりま
すが、研究会費充当でご利用いただけます。

船井総研が開催するセミナー・
発売商品が２０％OFF！

※一部対象外になる場合もございます。

船井総研が主催している各種
経営セミナーへの参加や講
演CD等の購入が、20％OFF
でご利用いただけます。

❶ 動画セミナー
❷  ＷＥＢコラム
 （毎日更新)
❸ ＦＡＸ経営コラム
 （毎週配信）
❹ ブックレット
 （年6回）
❺対談CD
 （年6回）
❻メールマガジン
 （月2回）

［ 主なサービス内容 ］

電話または来社による
無料個別コンサルティング

を実施！

会員向け5つの特別コンテンツ

オフィシャル付帯サービス
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