
Webからもお申し込みいただけます。https://www.f-logi.com/butsuryu/seminar/202209unchin/

平日 9:30～17:00主
催

0120-659-456TEL

船井総研ロジ株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル 22階 
お申込みに関するお問合せ永井 松尾内容に関するお問合せ

バリューチェーンをイノベートする！

月年 日 曜日92022 22 木

月年 日 曜日92022 22 木

運輸・物流業を中心に、業績アップコンサルティングを展開。 運送会社・物流会社向けに、マーケティ
ング戦略の立案や運賃交渉支援、デジタル化・業務効率化、ドライバー採用強化といったテーマをメ
インにコンサルティングを行っている。 物流企業経営研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究
会（会員数約300社）」を主宰。

経営戦略の２０２５年と最新動向の運送業界

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 部長 河内谷 庸高

1978年創業以来、あらゆる貨物の輸送を手がけ、これまで培ったノウハウとフジグループの全国拠
点ネットワークを組み合わせることにより、最適な輸送サービスを提供。長距離輸送のロジスティクス
プロバイダーとして業界を牽引する。代表取締役の松岡氏は三菱ふそうで営業・整備の経験を経て、
2001年に31歳で父親から会社を継承。いち早くＩＴ化を進めるとともに、大型トラックによる長距離
輸送にシフトし、全国への拠点展開を加速。Ｍ＆Ａなどによる事業拡大も推進し、2022年度グルー
プ売上485億円､従業員数2,838名､車両台数2,421台。

大公開を導いてきた交渉術に成功を数々の荷主交渉

フジトランスポート株式会社 代表取締役 松岡 弘晃氏

物流ビジネスコンサルティンググループのチームリーダー。 数々の運送会社のコンサルティング経
験があり、マーケティング・営業・ドライバー採用など様々なテーマでコンサルティングを実施。 現場
主義のコンサルティングスタイルで、運送会社に寄り添った提案を日々行っている。

事例解説の運賃交渉

船井総研ロジ株式会社 チームリーダー チーフコンサルタント松尾 一志

物流企業の経営戦略・戦略の策定・実行サポートを専門とする。 物流業界の時流予測を提言し、今後
の淘汰の時代に勝ち残るために押さえておくべき具体的実践策を提案している。 数多くのコンサル
ティング経験から導き出される提案により、多くの運送会社の業績アップに   成功している。 

まとめの本セミナー

船井総研ロジ株式会社 取締役 常務執行役員 橋本 直行

お申し込み
方法

右記のQRコードを読み取りいただき、申込フォームより申込くださいませ。
https://www.f-logi.com/butsuryu/seminar/202209unchin/
セミナー情報をwebページからも確認できます。

Webからの申し込み

セミナープログラム 船井総研ロジセミナールーム

12:30 16:00～ こんなことで
お困りの運送会社の社長に

おすすめの
セミナーです！

シークレットセミナー

！戻ろうに経営の基本を出すために、利益

利益創出に苦戦中の運送会社の社長様へ

運賃交渉・条件交渉の成功率をアップする方法を 本セミナー
１回きりの
内容特別にお話しいただきます！

12:30 16:00～

Ⅲ 講座第

講座
まとめ

Ⅰ講座第

Ⅱ 講座第
特別講演

〒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

なぜ今条件交渉をしなければならないのか？ 今しなければどうなるのか？

実際に運賃交渉を行っている会社の事例をもとに、
自社で実践していくためにこれから取り組んでいくべきことを解説します！

本セミナーの内容に基づき、
今後、具体的にどのように運賃交渉を進めていくべきかを解説します。

荷主との関係性を維持しながら、運賃交渉をうまく進めていく方法とは？講座内容 1
どのように分析して運賃交渉すべき荷主の見分けるのか？講座内容 2
原価が上昇していく中でコスト削減をしていく方法とは？講座内容 3

JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分

フジトランスポート株式会社
代表取締役松岡 弘晃氏

10年以上前からサーチャージ制を積極的に導入！
2021年から積極的に運賃適正化（概ね10～20％アップ）と
取引の整理に取り組み、経営を革新！
2022年度グループ売上485億円（2022年6月決算）

だ！運賃不足業界は人手不足ではない、

原価の高騰で採算が合わない
荷主から切られるのがこわくて、運賃交渉ができない
成功率の高い運賃交渉術を知りたい
効果的な原価計算の方法がわからない
そもそも運賃交渉をしたことがない

スペシャル
ゲスト講師

経営者限定 門外不出＆

参加者しか聴けない
動画販売なし

運賃適正化シークレットセミナー



フジトランスポート株式会社 代表取締役 松岡 弘晃氏

本セミナーの 参加ポイントつの

当セミナーは非常に刺激的な内容のため

！
利益を出すために
経営の基本に戻ろう！ 動画販売なし

参加者しか聴けない１回きりの内容
！

！

をお話しします運賃交渉ノウハウをもとに実際の成功事例が行ったフジトランスポート

実態運賃

船井総研ロジのクライアント運送会社10社の平均値を算出
（東北1社、関東2社、中部1社、近畿2社、中国1社、四国1社、
九州2社）

実態運賃

各支局の距離制運賃表から平均値を算出
（北海道と沖縄を除く）

標準的な運賃

と標準的な運賃

原価の高騰が続く中、事業を継続していくために、
運送会社は荷主への運賃交渉を進めていかなければなりません。

セミナー受講後

本セミナーを受ける前と受けた後
荷主に切られるのが怖くて運賃交渉なんて到底できない…
どんな資料を用意して、どう交渉すればよいかわからないし、そもそも
うちみたいな運送会社が運賃交渉なんてできないんじゃないか…
でも、今の運賃のままだと採算が全然あっていない…

左図からもわかる通り、標準的な運賃
と実態運賃はかけ離れており、特に長
距離になればなるほど、現状の実態運
賃との乖離率は大きくなっています。

運賃適正化シークレットセミナーのご案内を手に取っていただきありがとうございます。

このまま荷主企業との運賃交渉や物流サービス面の見直しを行わないでいると、2024年問題を
乗り越えることはかなり厳しくなることは自明です。

本セミナーでは、物流業界の現状を踏まえた、荷主企業との運賃交渉のポイント、
取り組みの優先順位、具体的な進め方について解説します。
荷主企業への交渉を優位に進めていくために、ぜひご参加ください。

荷主交渉のノウハウがわかって、どういう手順で運賃交渉をすれば
よいかわかった！
おまけに、採算をとるためのコスト削減手法が具体的にわかったから、
運賃交渉と並行して実践することで会社をこれから立て直していこう！
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現地での開催だから
訊きたいことを生で質問ができる！

荷主は参加できないので、生々しい
運送会社のノウハウを得られる！

録画・録音は禁止なので門外不出の情報
ばかり！ 動画販売なし、参加者しか聴けない
本セミナー一回きりの内容です

様々な会社の事例をもとに本当に正しい
運賃交渉の仕方がわかる！

利益を取り戻すためのコスト削減手法
までわかる！

豪華プレゼントですぐに運賃交渉に
取り組める！（下記参照）

6

6

54

321

橋本 直行
船井総研ロジ株式会社
取締役 常務執行役員　

運賃交渉のために何から取り組むべきかわかる！
効果的な原価計算の方法がわかって、交渉力が上がる！
運賃交渉がうまくいく交渉術を知ることができる！
荷主企業への条件交渉を実践できるようになる！
運賃交渉、コスト削減で利益を取り戻せる！

原価計算表のExcelファイル

交渉時のトークマニュアル

既存荷主への提案書ひな形

標準的な運賃
実態運賃

実質運賃との乖離率

Before

After
本セミナーに参加後、簡単なアンケートにご回答いただいた方にもれなくプレゼント！

豪華
参加特典
SPE

CIAL PRESENTS

一般価格 会員価格参加費用 （税込）円55,000 （税込）円44,000

スペシャルゲスト講師

Image

Image



申込用紙に記載されたお客様の情報は、セミナーのご案内といった船井総研グルー
プ各社の営業活動やアンケート等に使用することがあります。（ご案内は代表者様
宛にお送りすることがあります）法令で定める場合のほか、お客様の承認なしに他の
目的に使用いたしません。

1.

お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理いたします。詳しく
はホームページをご確認ください。

2.

セミナーのご案内時に、いただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当者様氏名を
船井総研グループが個人情報の管理について事前に調査した上で契約しました
ダイレクトメール発送代行会社に発送データとして預託することがございます。

3.

必要となる情報（会社名・氏名・電話番号）をご提供いただけない場合は、お申込みの
ご連絡や受講票の発送等ができない等、お手続きができない場合がございます。

4. 【個人情報に関するお問い合わせ】
船井総研ホールディングス総務部法務課（TEL 03-6212-2924）

お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、船井総
研ロジ株式会社お客様窓口（TEL 06-7711-5562）までご連絡ください。

5.

※ご提供いただいた住所宛にダイレクトメールの発送を希望されない時は　 を入れて当社宛にご連絡ください。ダイレクトメールの発送を希望しません

個人情報に関する取り扱いについて

運賃適正化シークレットセミナー 03-3211-7787FAX

開
催
要
項

1社2名様までご参加いただけます。※ご入金の際は、お振込み手数料のご負担もお願いいたします。
受講日のお振込は当社指定の期日までにお願いいたします。開催日4営業日前までは受講料金の50%、3営業日前～当日までは受講料金の100%をキャンセル料として
申し受けますので、ご注意ください。

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございます。また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがございます。
尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。 

受講料

お問合せ 船井総研ロジ株式会社
担当：セミナー事務局 ※お申込は各開催日の4営業日前迄で締切させていただきます

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染状況が収束するまでの期間は、録画等によるWeb開催へ移行させていただく可能性がありますので、何卒ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

（平日 9:30～17:30）0120-659-456TEL

下記の送信用申し込み用紙をご利用ください。
こちらのQRコードよりお申し込みください。

申込方法
Webでのお申し込み

FAXでのお申し込み

会場
日時

55,000円（税込）/1名様一般価格 44,000円（税込）/1名様会員価格

92022 22月年 日（木）12:30 16:00 12:00（受付 ～）～

会場 船井総研ロジセミナールーム JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分
〒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

セ
ミ
ナ
ー
講
座
内
容 Ⅲ 講座第

講座
まとめ

Ⅰ講座第

Ⅱ 講座第
特別講演

運送業界の最新動向と2025年の経営戦略
船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 部長 河内谷 庸高

数々の荷主交渉を成功に導いてきた交渉術を大公開
フジトランスポート株式会社 代表取締役 松岡 弘晃氏

運賃交渉の事例解説
船井総研ロジ株式会社 チームリーダー チーフコンサルタント 松尾 一志

本セミナーのまとめ
船井総研ロジ株式会社 取締役 常務執行役員 橋本 直行

申込締切 9 15月2022年 日（木）17:00

会 社 名

フ リ ガ ナ
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〒
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