３ＰＬアウトソーシング業務の効率化と
『価値創造』
による 最適 物流サービスをめざす。

IDEOLOGY

不易流行
ふ

え き

り ゅ う

こ う

弊社は、昭和４６年の設立以来、
地元に密着した物流企業として歩んでまいりました。
時代が大きく変化し、そのスピードは増すばかりですが、
私たちは、

「不易」
＝変えてはいけないもの
「流行」
＝変えていかなければならないもの
があると考えています。
私たちにとっての『不易』とは、
１．人が当社の財産であること
２．当社の人財が、お客様に付加価値の高い物流サービスを
提供することによって、顧客満足が創造されること
３．業績とはその満足度の証明であること
４．一連の事業活動が広義の社会貢献につながること
であり、事業活動の原点とも言えるものです。
また、
『 流行』とは、
お客様が求められる新たなシステムや技術の導入はもちろんのこと、
社会や時代が要請するコンプライアンス、環境への配慮といった課題に対しても、
積極的に取り組み、変化に対応していくことであると定義しています。
私たちは、この『不易』と『流行』を常に意識し、物流を通じて
お客様と地域社会に貢献し、
信頼される企業として成長をめざしていきたいと考えております。

■企業理念
物流を新たな価値創造の源とする。
ティーユーロジネットは、顧客企業の在るべき姿を物流の視点から共に考え、
共に実現することで、その発展と成長に寄与し、
物流を新たな価値創造の源とすることを使命とする。

■社 是
行動と結果による証明
行動による結果が如何なる価値を提供したか

理想

IDEAL

何のために、如何なる目的で、どう在りたいかを常に自問し、
めざす理想を明確にする。

信念

POLICY

ありのままの現実を見つめ、正しく認識し、
より以上をめざしていく情熱と主体性を持ち続ける。

行動

ACTION

如何なる理想も目的も行動による結果で
証明（実現）されるべきものであり、
そこに成果を生み出して、価値を創造することで行動の証を立てる。

■物流の哲学
『価値創造』
による 最適 物流サービスをご提供します。
時代が大きく変化する中で、物流業界に対する期待が高まっています。
私たちは、その期待を『価値創造』と捉え、
お客様と共に夢や想いを実現していくことが使命であると考えています。
コストバリューを最大限に高めていくパートナーとして、
全力で取り組むことをお約束します。

01

㸱㹎㹊࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᴗົࡢຠ⋡
ࠗ౯್㐀࠘
ࡼࡿ ᭱㐺 ≀ὶࢧ࣮ࣅࢫࢆࡵࡊࡍࠋ

BUSINESS

౯್㐀
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࠊ࣮࣎ࢲࣞࢫࡢࡁ࡞Ἴࡀḟࠎᢲࡋᐤࡏࡿ୰࡛ࠊ
≀ὶᴗ⏺ࡣࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࡢኚࡸ㹑㹁㹋ࡢ㐍క࠺
ከရ✀࣭ᑠཱྀ࣭࣮ࣜࢻࢱ࣒▷⦰ࡢᑐᛂࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠾ᐈᵝࡗ࡚ࡣࠊ≀ὶࢧ࣮ࣅࢫࡢᕪࡀࠊ㢳ᐈ౯್ࡸᅾᗜࢥࢫࢺᅽ⦰ࠊ
ᢞ㈨ࢥࢫࢺᅽ⦰ࠊᅛᐃ㈝ᅽ⦰ࠊ⤒㈝๐ῶ┤⤖ࡋࠊᴗ⦼ࡶࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇࡽࠊ
ࣂࢵࢡ࣮ࣖࢻࡢ⫼㦵࡞ࡿ≀ὶࢆᡓ␎ⓗ⪃࠼ࡿࡇࡀࠊ
㔜せ࡞⤒Ⴀㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡀ㸱㹎㹊ࢆᑓ㛛ࡋ࡚࠸ࡿᴗࡋ࡚ࡈᥦࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
༢࡞ࡿࢥࢫࢺࢲ࡛࢘ࣥࡣ࡞ࡃࠗࢥࢫࢺࣂ࣮ࣜࣗ࠘ࠋ
ࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥ┠ࢆྥࡅࡿࠊ
┦ᑐⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࡀᠱᛕࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࠗࢥࢫࢺࣂ࣮ࣜࣗ࠘ࠉ࠾࠸࡚ࡣᕝୖࡽᕝୗࡲ࡛ࡢయࢆಠ▔ࡋ࡚ࠊ
≀ὶࢆࢮ࣮ࣟ࣋ࢫ࡛⪃࠼ࠊ
Ᏻ࣭ṇ☜࣭㎿㏿࡛ࠊ᭱㐺࡞ᴗົࣇ࣮ࣟࢆ㐀ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ
ຍ౯್ࢆ㧗ࡵࠊࢺ࣮ࢱࣝࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
⚾ࡓࡕࡗ࡚ࠊ⤒ႠⓗどⅬ❧ࡗࡓࠕ㈝⏝ᑐ౯್ࠖࡣ≀ὶࡢᨵ㠉࣭ᨵၿࡼࡗ࡚ࠊ
ࣉࣛࢫࢆ⏕ࡳࠊࡼࡾ௨ୖࡢ౯್ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
≀ὶࢆ୍ᣓཷクࡋࠊ᭱㐺ྥࡅࡓࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆ⾜࠺
㸱㹎㹊࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᴗࡋ࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢࢥࢥࣥࣆࢱࣥࢫࢆάࡋࠊ
➇தຊࢆ㧗ࡵࡿ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞౯್ࢆ㐀ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᘢ♫ࡢ᭱ࡢ㈈⏘ࡣࠊே㈈࡛ࡍࠋ
Ᏻࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ᭹ࠊゝⴥ㐵࠸ࠊ࣐ࢼ࣮ࢆᇶᮏ
࠾ᐈᵝࣉࣛࢫࣝࣇࡢ౯್ࢆᥦ౪ࡍࡿࠗࣂ࣮ࣜࣗࢫࢱࢵࣇ࠘ࡋ࡚ࡢ
◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢሙࢆタࡅࠊ࠾ᐈᵝࡢࡼࡾ௨ୖࡢಙ㢗⋓ᚓྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

BUSINESS

ᴗ⪅

ᾆࠉㅍ㸦ᅾ௵㸸㸯㸷㸴㸶㹼㸰㸮㸯㸴ᖺ㸧

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࠉᾆࠉస
㸴㸶൨㸲㸮㸮㸦㸰㸮㸰㸯ᖺᗘ㸧
㸳㸲㸱ྡࠉ࠺ࡕዪᛶࢻࣛࣂ࣮㸰㸯ྡ㸦ᚑᴗဨྜィ㸶㸶㸱ྡ㸧
㸱㸱㸮ྎ

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᾆ䚷స
ྲྀ⥾ᙺ㛗

ᾆ䚷䜖䜏Ꮚ

ྲྀ⥾ᙺ㛗

ỌᲷ䚷ಟ

ᑓົྲྀ⥾ᙺ

ᅄඖ䚷㐩ஓ

ᖖົྲྀ⥾ᙺ

ᾆ䚷⩧

ᖖົྲྀ⥾ᙺ

୰ཎ䚷๎

ᖖົྲྀ⥾ᙺ

ᰩᰨ䚷Ꮥ༤

ᖖົྲྀ⥾ᙺ

ᑠぢᒣ䚷ஓ

ᇳ⾜ᙺဨ

᳃ᓥ䚷ၨ⮳

ᇳ⾜ᙺဨ

⏣㑓䚷ίኈ

ᇳ⾜ᙺဨ

♒ᮏ䚷୍ஓ

ᮏ♫

ࠛࠉᗈᓥ┴Ᏻⱁ㒆ᆏ⏫᪂ᆅ┠

ᣐⅬ

ᮏ♫≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥ┴Ᏻⱁ㒆ᆏ⏫᪂ᆅ┠

㓄㏦ࠉ7(/ࠉ)$;
ᗜࠉ7(/ࠉ)$;

ᗈᓥᮾ≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥ┴Ᏻⱁ㒆ᆏ⏫᪂ᆅ┠

7(/ࠉ)$;

ᗈᓥᮾ➨㸰≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥ┴Ᏻⱁ㒆ᆏ⏫᪂ᆅ┠

す㒊➨㸯≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥᕷす༊ⲡὠ

┠

7(/ࠉ)$;

す㒊➨㸰≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥᕷす༊ⲡὠ

┠

7(/ࠉ)$;

ᗈᓥす≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥᕷబ༊▼ෆୖ┠

7(/ࠉ)$;

༓௦⏣ࢻࣛࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥ┴ᒣ┴㒆ᗈᓥ⏫Ꮠᕝ

7(/ࠉ)$;

ᗈᓥす㢼᪂㒔≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥᕷᏳబ༡༊క༡┠

7(/ࠉ)$;

᪥ᕷ≀ὶࢭࣥࢱ࣮

ࠛࠉᗈᓥᕷబ༊᪥ᕷ

┠

7(/ࠉ)$;

ᐃ

ࠛࠉᗈᓥᕷబ༊᪥ᕷ

┠

7(/ࠉ)$;

㛵㐃♫

≀ ὶ ࢭ ࣥ ࢱ ࣮

7(/ࠉ)$;

ᒸ ᒣ ≀ ὶ ࢭ ࣥ ࢱ ࣮

ࠛࠉᒸᒣ┴ᩜᕷᰩᆏ

7(/ࠉ)$;



7(/ࠉ)$;

ᡤ

ࠛࠉᗈᓥᕷబ༊᪥ᕷ

୕

᪥
ཎ

ᕷ
Ⴀ

Ⴀ

ᴗ

ᴗ

ᡤ

ࠛࠉᗈᓥ┴୕ཎᕷ༡᪉┠

7(/ࠉ)$;

ᚨ

ᒣ

Ⴀ

ᴗ

ᡤ

ࠛࠉᒣཱྀ┴࿘༡ᕷᇛࢣୣ┠␒

7(/ࠉ)$;

㜵

ᗓ

Ⴀ

ᴗ

ᡤ

ࠛࠉᒣཱྀ┴㜵ᗓᕷᏐỤἩᔱࣅࣝ)

7(/ࠉ)$;

ྍ
ᒣ

㒊
ཱྀ

Ⴀ
Ⴀ

ᴗ
ᴗ

ᡤ
ᡤ

ࠛࠉᗈᓥᕷᏳబ༊୕ධ༡┠␒

7(/ࠉ)$;

ࠛࠉᒣཱྀ┴ᒣཱྀᕷ㗪㖹ྖ

7(/ࠉ)$;

ᒾ

ᅜ

Ⴀ

ᴗ

ᡤ

ࠛࠉᒣཱྀ┴ᒾᅜᕷ࿘ᮾ⏫♽⏕Ꮠ୰㐨ཎ␒

7(/

ᗈᓥ࣎ࢹ࣮ᰴᘧ♫

ࠛࠉᮾᗈᓥᕷす᮲⏫ୗ୕Ọ

7(/ࠉ)$;

ᰴ ᘧ  ♫ ࢟ ࢱ ࢘ ࣛ

ࠛࠉᗈᓥ┴Ᏻⱁ㒆ᆏ⏫᪂ᆅ┠

7(/ࠉ)$;

┠

ἢ㠉
㸲㸴ᖺ㸷᭶



ᾏ⏣⏫ᮾὒ㐠㍺ᰴᘧ♫タ❧ࠊᮌᮦ࣭⮬ື㌴㒊ရ㍺㏦㛤ጞ㸦㈨ᮏ㔠㸱㸮㸮㸧

㸳㸱ᖺ㸯㸮᭶



㣗ᩱရࡢศࡅ࣭㓄㏦࣭⟶⌮ᴗົ㛤ጞ

㸳㸴ᖺ㸰᭶



す㒊➨㸯≀ὶࢭࣥࢱ࣮㛤タ

㸳㸵ᖺ㸲᭶



㈨ᮏ㔠㸯㸰㸮㸮ቑ㈨

㸳㸶ᖺ㸶᭶



ᮾὒὙᶵ᭷㝈♫タ❧㸦⌧ࢿࢩࢫ᭷㝈♫㸧

㸴㸯ᖺ㸶᭶



ᮾ㒊ὶ㏻ᅋᆅᮏ♫ᡂࡢࡓࡵ⛣㌿

㸴㸰ᖺ㸳᭶



⮬ື㌴㒊ရᲕໟᴗົ㛤ጞ

㸴㸰ᖺ㸷᭶



ᰴᘧ♫࢟ࢱ࢘ࣛタ❧

㸴㸱ᖺ㸴᭶



ᾏ⏣Ⴀᴗᡤ㛤タ㸦⋤Ꮚࢥࣥࢸࢼ࣮ᰴᘧ♫ᗈᓥᕤሙෆ㸧

ᖹᡂඖᖺ㸷᭶



㈨ᮏ㔠㸰㸰㸮㸮ቑ㈨

ᖹᡂ㸲ᖺ㸳᭶



ᑿ㐨Ⴀᴗᡤ㛤タ㸦ᰴᘧ♫࢜ࢡࣔࢺෆ㸧

ᖹᡂ㸳ᖺ㸳᭶



ᮏ♫ᗜᡂ

ᖹᡂ㸯㸮ᖺ㸯㸮᭶



ᗈᓥす≀ὶࢭࣥࢱ࣮㸦ᅵᆅ㸲㸮㸮㸮ᆤࠊᘓ≀㸰㸶㸳㸮ᆤ㸧ྲྀᚓ࣭㛤タࠉ㸱㹎㹊ᴗົ㐠Ⴀ㛤ጞ

ᖹᡂ㸯㸰ᖺ㸰᭶



༓௦⏣ࢻࣛࢭࣥࢱ࣮㸦ᅵᆅ㸯㸲㸲㸰ᆤࠊᘓ≀㸲㸰㸱ᆤ㸧ྲྀᚓ࣭㛤タ

ᖹᡂ㸯㸱ᖺ㸯㸯᭶



ᾆࠉᾈ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ᑵ௵ࠉᰴᘧ♫ࢸ࣮࣮ࣘࣟࢪࢿࢵࢺၟྕኚ᭦ࠊ㈨ᮏ㔠㸱㸳㸮㸮ቑ㈨

ᖹᡂ㸯㸳ᖺ㸱᭶



ᮾ㒊ὶ㏻ᅋᆅᮏ♫ᴗᮏ㒊㸦ᅵᆅ㸵㸶㸮㸮ᆤࠊᘓ≀㸴㸴㸲㸱ᆤ㸧ྲྀᚓ࣭⛣㌿

ᖹᡂ㸯㸳ᖺ㸯㸯᭶



ᗈᓥᮾࣇ࣮ࣟࢬࣥࢭࣥࢱ࣮㛤タ

ᖹᡂ㸯㸳ᖺ㸯㸰᭶



す㒊➨㸯≀ὶࢭࣥࢱ࣮㸦ᅵᆅ㸴㸶㸮ᆤࠊᘓ≀㸱㸵㸮ᆤ㸧ྲྀᚓ࣭㛤タ

ᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸯᭶



㈨ᮏ㔠㸳㸮㸮㸮ቑ㈨

ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸱᭶



ᗈᓥす㢼᪂㒔≀ὶࢭࣥࢱ࣮㛤タ㸦୕⳻㣗ရᰴᘧ♫ᗈᓥ㹄㹊㹂㹁ෆ㸧

ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸶᭶



᪥ᕷ≀ὶࢭࣥࢱ࣮࣭ᐃ

ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸵᭶



ࢢ࣮ࣜࣥ⤒Ⴀࡢㄆドྲྀᚓ

ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸷᭶



᪥ᕷႠᴗᡤ㛤タ

ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸯㸰᭶



Ｇ࣐࣮ࢡࡢㄆドⓏ㘓

ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸶᭶



୕ཎႠᴗᡤ㛤タ㸦⋤Ꮚࢥࣥࢸࢼ࣮ᰴᘧ♫୕ཎᕤሙෆ㸧

ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯㸮᭶



ᒸᒣ≀ὶࢭࣥࢱ࣮㸦ᅵᆅ㸯㸳㸶㸮ᆤࠊᘓ≀㸶㸴㸮ᆤ㸧ྲྀᚓ࣭㛤タ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸳᭶



ᚨᒣႠᴗᡤ㛤タ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯㸯᭶



㜵ᗓႠᴗᡤ㛤タ㸦⋤Ꮚࢥࣥࢸࢼ࣮ᰴᘧ♫㜵ᗓᕤሙෆ㸧

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸴᭶



ྍ㒊Ⴀᴗᡤ㛤タ

ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶



ᗈᓥᮾ➨㸰≀ὶࢭࣥࢱ࣮㸦ᅵᆅ㸯㸵㸳㸮ᆤࠊᘓ≀㸯㸮㸴㸮ᆤ㸧ྲྀᚓ࣭㛤タ

ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸶᭶



す㒊➨㸰≀ὶࢭࣥࢱ࣮㸦ᅵᆅ㸴㸰㸳ᆤࠊᘓ≀㸵㸴㸮ᆤ㸧ྲྀᚓ࣭㛤タ

ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸵᭶



⚟ᒣႠᴗᡤ㛤タ

ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶



⥲♫Ⴀᴗᡤ㛤タ

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸲᭶



ᒣཱྀႠᴗᡤ㛤タ

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸯㸮᭶



㒓ཎႠᴗᡤ㛤タ

ᖹᡂ㸱㸯ᖺ㸲᭶



ᒾᅜႠᴗᡤ㛤タ

௧㸱ᖺ㸯㸰᭶



᪥ᕷ≀ὶࢭࣥࢱ࣮㸦ᅵᆅ㸵㸵㸮㸮ᆤࠊᘓ≀㸰㸲㸶㸰ᆤ㸧ቑタ

≀ὶࢭࣥࢱ࣮ ᅵᆅ㸵㸵㸮㸮ᆤࠊᘓ≀㸯㸲㸳㸱ᆤ ྲྀᚓ࣭㛤タ

せྲྀᘬඛ㸦ᩗ⛠␎࣭㡰ྠ㸧
୕⳻㣗ရᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫ࢧࣥࣟࢪࢫࢸࢵࢡࢫ

ᰴᘧ♫ࣇࢪ

ᰴᘧ♫ࢧࣥࢹࣜ࢝

ᒣᓮ〇ࣃࣥᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫ࢧࢽࢡ࣮ࣜࣥ୰ᅜ

࣐ࢶࢲࣟࢪࢫࢸࢡࢫᰴᘧ♫

ᗈᓥ࣑ࣝࢽ࣒࢘ᕤᴗᰴᘧ♫

ᰴᘧ♫ࢫࣃ࣮ࢡ

ᰴᘧ♫ࢱ࣮࣮࢝࢟࣋࢝ࣜ

ⰼ⋤ࣟࢪࢫࢸࢡࢫᰴᘧ♫

ຍ⸨⏘ᴗᰴᘧ♫

⋤Ꮚࢥࣥࢸࢼ࣮ᰴᘧ♫

㹑㹀㹑ࣇࣞࢵࢡᰴᘧ♫
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㸱㹎㹊࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᴗົࡢຠ⋡
ࠗ౯್㐀࠘ࡼࡿ͆᭱㐺͇≀ὶࢧ࣮ࣅࢫࢆࡵࡊࡍࠋ

NETWORK

ᆅᇦ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾㐀
⚾䛯䛱䛿䚸㛗ᖺ䛻䜟䛯䜚䚸ᆅඖᴗ䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ䛻ᐦ╔䛧䛯ᴗάື䜢ᒎ㛤䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹
⚾䛯䛱䛾⪃䛘䜛≀ὶ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛿䚸䛚ᐈᵝ䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᆅᇦ䛾䝟䞊䝖䝘䞊䛸䛧䛶䚸
᪂䛯䛺ຍ౯್䜢㐀䛧䚸ᆅᇦ䛾⦾ᰤ䜔άᛶ䜢ᢸ䛖䜒䛾䛷䛒䜚䛯䛔䛸㢪䛳䛶䛔䜎䛩䚹
ᮏ♫≀ὶ䝉䞁䝍 䞊

᭱㏆䛷䛿䚸ᆅ⏘ᆅᾘ䛻䜒✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛺䛹䚸

す 㒊 ➨ 䠍 ≀ ὶ 䝉䞁䝍䞊

ᆅᇦ䛾≉ᛶ䜢㋃䜎䛘䛯ື䛝䜢άⓎ䛥䛫䛶䛔䜎䛩䚹
䝯䞊䜹䞊䛛䜙䜶䞁䝗䝴䞊䝄䞊䜈䛸䛔䛖⦪䛾ὶ䜜䛻䚸
ྠᴗ♫䛸䛾ᶓ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏕䛛䛧䛶᪂䛯䛺ᆅᇦ䝛䝑䝖䝽䞊䜽స䜚䛻㑌㐍䛧䚸
ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯⊂⮬䛾≀ὶ䝃䞊䝡䝇䜢䛤ᥦ౪䛧䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹

ᗈᓥᮾ≀ὶ䝉䞁䝍䞊

す 㒊 ➨ 䠎 ≀ ὶ 䝉䞁䝍䞊

ᗈᓥᮾ➨䠎≀ὶ䝉䞁䝍䞊

 ᪥ ᕷ ≀ ὶ 䝉䞁䝍 䞊

ᮾ㒊ὶ㏻ᅋᆅ䚷ᮏ♫

ᗈᓥす≀ὶ䝉䞁䝍䞊

ᐃ

≀ ὶ 䝉䞁䝍 䞊

ᴗᣐⅬ
ᗈᓥす≀ὶ䝉䞁 䝍 䞊

ᗈᓥす㢼᪂㒔≀ὶ䝉䞁䝍䞊

す㒊➨䠍≀ὶ䝉䞁䝍䞊 䞉 す㒊➨䠎≀ὶ䝉䞁䝍䞊

༓ ௦ ⏣ 䝗䝷䜲䝉䞁䝍 䞊

䠄 ୕ ⳻ 㣗 ရ ᰴ ᘧ  ♫ ᗈ ᓥ 䠢 䠨 䠠 䠟 ෆ䠅

ྍ㒊Ⴀᴗᡤ
༓௦⏣䝗䝷 䜲䝉䞁䝍䞊
ᰴᘧ♫䜻䝍 䜴䝷

ᒸᒣ≀ὶ䝉䞁 䝍 䞊

ᗈᓥ䝪䝕䞊ᰴᘧ♫

ᒸᒣ≀ὶ䝉䞁䝍 䞊

Tottori

୕ཎႠᴗᡤ

Shimane

䠄⋤ Ꮚ 䝁 䞁䝔䝘 䞊ᰴ ᘧ  ♫ ୕ ཎᕤሙෆ䠅

Hiroshima

Okayama

Yamaguchi

ᗈᓥ䝪䝕䞊ᰴᘧ♫

ᒣཱྀႠᴗᡤ
㜵ᗓႠᴗᡤ

୕ཎႠᴗᡤ
ᒾᅜႠᴗᡤ

ᚨᒣႠᴗᡤ

ᮏ♫
ᮏ♫≀ὶ䝉䞁䝍䞊
ᗈᓥᮾ≀ὶ䝉䞁䝍䞊䞉ᗈᓥᮾ➨䠎≀ὶ䝉䞁䝍䞊

ᗈᓥす㢼᪂㒔≀ὶ䝉䞁 䝍 䞊
 ᪥ ᕷ ≀ ὶ 䝉䞁䝍䞊䞉ᐃ

≀ὶ䝉䞁䝍䞊
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‾⁁‹※⁅⁆※‵⁅‒‵‷⁀⁆‷⁄

ɤʏʎʐʆɼʄɾʃʄȻɧʊʂʄʎʏʄɾʎȻɞʀʉʏʀʍ

 ᖺᡂࡋࡓ᪥ᕷ≀ὶࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ ᆤࡢᗈ࡞ᩜᆅࢆ᭷ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᗈᓥ୰ኸᕷሙࡸၟᕤࢭࣥࢱ࣮㏆ࡃࠊࡲࡓᒣ㝧⮬ື㌴㐨ࡢ᪥ᕷࣥࢱ࣮ࡸᘘ᪥ᕷ
ࣥࢱ࣮ࠊᗈᓥ༡㐨㊰ࡢࢡࢭࢫࡢⰋࡉࢆάࡋࠊᗈᓥᮾ㒊࢚ࣜࡢᣐⅬ㐃ᦠࡍࡿᗈ
ᓥす㒊࢚ࣜࡢࣁࣈᣐⅬࡋ࡚ࡢ✌ືࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ-5 ᪥ᕷ㥐ࡶᚐṌᅪෆ࠶ࡿ࡞ࠊ⤯ዲࡢ❧ᆅ᮲௳ࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊᑗ᮶ࡢⓎᒎࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࡿ」ྜᆺ≀ὶࢭࣥࢱ࣮࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᗈ࡞ᩜᆅࢆά⏝ࡋࠊ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝࢳ࢙࣮ࣥࡢ *06 ᵝ࣭60 ᵝࡢࢳ
ࣝࢻᲕໟࡸ⏕㩭㣗ရࡢඹ㓄㍺㏦ࢆ㏻ࡌࡓ 0' ᨵၿࡸࠊ㩭ᗘࡢ㧗࠸Ᏻ࡞ၟရࢆᥦ౪ࡍࡿ
ᆅ⏘ᆅᾘࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊᡭ᪥⏝㞧㈌࣓࣮࣮࢝ᵝࡢࢻࣛࢵࢢࢫࢺྥࡅࡢ㓄㏦ࢆཷクࡋ࡚ࠊ୰ᅜ┴
ࡢ≀ὶᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ɯʀʄʊʉȻɧʊʂʄʎʏʄɾʎȻɞʀʉʏʀʍ

ᡭࣃ࣓࣮࣮ࣥ࢝ᵝࡢᐃ

ࢹ࣏ᇶᆅࡋ࡚ࠊ㓄㏦࣮ࣝࢺࡢຠ⋡ࡸ㛫▷⦰ࡼࡿ≀

ὶࡢຠ⋡ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᡭࢹ࣓࣮࣮ࣜ࢝࢝ᵝࡢࢹࣜ࢝ࡸㄪ⌮ࣃࣥࢆࠊࢥࣥࣅࢽࡸࢫ࣮ࣃ࣮ྥࡅ⟶⌮࣭
㓄㏦ࡋࠊ୍㈏ࡋࡓᐃ

≀ὶࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

‾⁁‹※⁅⁆※‵⁅‒‵‷⁀⁆‷⁄

࠼ᙱཋ්ἍὅἑὊ
ɣʄʍʊʎʃʄʈɼɈɩʄʎʃʄȻɧʊʂʄʎʏʄɾʎȻɞʀʉʏʀʍ

ᗈᓥす≀ὶࢭࣥࢱ࣮ᅗ㠃

᪥ᕷࣥࢱ࣮ࡢࢡࢭࢫඃࢀࡓᗈᓥᕷ
బ༊ࣥࢱ࣮ὶ㏻ࣃ࣮ࢡ⨨ࡍࡿࡇࡢࢭ
ࣥࢱ࣮ࡣࠊ
ᩜᆅ㠃✚  ᆤࠊ
ᘓ≀㠃✚ 
ᆤࡢ  㝵ᘓ࠸࠺つᶍࢆάࡋࡓಖ⟶タഛࠊ
ሗᶵჾࡼࡿཝᐦ࡞ရ㉁⟶⌮ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

࠼ᙱૼᣃཋ්ἍὅἑὊ
ɮʀʄʁʐʎʃʄʉʏʊȻɧʊʂʄʎʏʄɾʎȻɞʀʉʏʀʍ
ᗈᓥす㢼᪂㒔≀ὶࢭࣥࢱ࣮ᅗ㠃

３ＰＬアウトソーシング業務の効率化と
『価値創造』
による 最適 物流サービスをめざす。

‾⁁‹※⁅⁆※‵⁅‒‵‷⁀⁆‷⁄

本社物流センター
ɣʊʉʎʃɼȻɧʊʂʄʎʏʄɾʎȻɞʀʉʏʀʍ

ႎଂᅺҭӥұ̶ 図面

ߎߩᧄ␠‛ᵹࡦ࠲ߢߪޔ
ᢝ㕙Ⓧ
 ဝޔᑧᐥ㕙Ⓧ  ဝߣ߁ⷙᮨࠍ
ᵴ߆ߒޔ
⥄േゞࡔࠞߩ࿖ౝᄖะߌ߳
ߩ⥄േゞㇱຠᪿ൮ᬺࠍᜂߞߡ߹ߔޕ

広島東物流センター
ɣʄʍʊʎʃʄʈɼɈɣʄʂɼʎʃʄȻɧʊʂʄʎʏʄɾʎȻɞʀʉʏʀʍ

広島東物流センター図面

中国地方初のＧＭＳ様向け定温共同配送シ
ステムを実現しています。
２０℃の定温管理に対応した専用のセンター
と専用車両を活用し、業界内での注目を集
める、パンや青果、果物、米等の一貫した定
温物流を実現しています。

３ＰＬアウトソーシング業務の効率化と
『価値創造』
による 最適 物流サービスをめざす。

‾⁁‹※⁅⁆※‵⁅‒‵‷⁀⁆‷⁄

ー
岡山物流センター
ɪʆɼʔɼʈɼȻɧʊʂʄʎʏʄɾʎȻɞʀʉʏʀʍ

ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯㸮᭶㸯᪥㛤タࡋࡓᒸᒣ≀ὶࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ᪩ᓥὶ㏻ࢭࣥࢱ࣮ෆ⨨ࡋࠊ
୰ᅜᆅ༊ࡢࣁࣈࢭࣥࢱ࣮ⓗ࡞ᙺࢆᯝࡋࡲࡍࠋ
ᩜᆅ㠃✚㸯㸳㸶㸮ᆤෆ➨㸯ࢭࣥࢱ࣮㸦㸳㸯㸲ᆤ㸧ࠊ➨㸰ࢭࣥࢱ࣮㸦㸱㸲㸴ᆤ㸧ࡢ㸰
Ჷࢆ᭷ࡋࠊࢳࣝࢻ࣭ࣇ࣮ࣟࢬࣥ

ᗘᖏࡢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᡭ㊰⥺ᴗ⪅ᵝࡢᏯ㓄Ⲵ≀ࡢ

ศᶵ⬟ࡸᡭ࣓࣮࣮࣭࢝࣋ࣥࢲ࣮ᵝࡢ≀ὶᴗົ⯡ࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

岡山物流センター図面

RECRUITING

ࢇ࡞࡛ࡶඖẼࢆฟࡋ࡚ࠊ⫋ሙࢆ┒ࡾୖࡆ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸟

ᒸ⏣⿱ኴ㑻

᪥ᕷ≀ὶࢭࣥࢱ࣮ࠉࢭࣥࢱ࣮㛗

Ꮫ⏕௦ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢࣝࣂࢺ࡛ࡇࡢᴗ⏺⯆ࡀ࠸ࡓࡢࡀࡁࡗ
ࡅ࡛ࠊᆅᇦᐦ╔ᆺ࡛ᗈᓥࢆឡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ♫ࢆ▱ࡾࠊᏛࢆ༞ᴗ
ࡋ࡚ᖹᡂᖺධ♫ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡽ㸰ᖺ༙ᗜෆసᴗࢆᢸᙜࡋࠊ୰ᆺࡢ㐠㌿චチࢆྲྀᚓࡋ࡚
ࡽࡣࢻࣛࣂ࣮ࡋ࡚㓄㏦ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
௧ᖺࡢ᭶ࠊ✺↛ࠕࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࡸࡗ࡚ࡳ࡞࠸ࠖゝࢃࢀ࡚
ࠊ᭱ึࡣࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋࡓࡋࠊ⮬ศࡣࡲࡔ᪩࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺
Ᏻࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢാࡁࢆホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽຊ࡛
㡹ᙇࡗ࡚ࡳࡼ࠺Ẽᣢࡕࢆษࡾ᭰࠼ࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡢࣔࢵࢺ࣮ࡣࠕㄡࡼࡾࡶ᪩ࡃṇ☜ࢆ㐍ࡵࡿࡇࠖࠕኚ࡞
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡋࢇ࠸ጼࢆぢࡏࡎࠊ⫋ሙࢆඖẼࡍࡿࡇ㸟࡛ࠖࡍࠋ
ࡑࢀ⣙ྡࡢࢫࢱࢵࣇࢆ᮰ࡡࡿࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ❧ሙ࡛ࡍ
ࡢ࡛ࠊ࠼ᖺୖࡢே࡛࠶ࡗ࡚ࡶゝ࠺ࡁࡣࣅࢩࢵゝ࠼ࡿே㛫࡞
ࡿࡼ࠺᪥ࠎྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
࠺ࡕࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࡃ᫂ࡿࡃ࡚ࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࠊ⮬ศ
ࡗ࡚ࡣ࡚ࡶാࡁࡸࡍ࠸᭱㧗ࡢ⫋ሙ࡛ࡍࠋ

ࢳࣕࣞࣥࢪኻᩋࢆ⣊ࠊᡂ㛗ࡋ⥆ࡅࡲࡍ㸟
Ⴀᴗ᥎㐍ㄢࠉㄢ㛗
⚾ࡣࠊ༞࡛ᖹᡂᖺධ♫ࡋࡲࡋࡓࠋ᭱ึࡢ㸯ᖺ༙ࡣࢻࣛࣂ࣮
ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽ⣙㸱ᖺࡣᗜෆ⟶⌮⪅ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡣࢭࣥࢱ࣮㛗
࠸࠺㔜せ࡞ᙺࢆ௵ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏ࡚ࡶࡽ࠸
ࡲࡋࡓࠋ
ఇ᪥ᐙ᪘࡛㏆ࡃࡢࢫ࣮ࣃ࣮⾜ࡗࡓࠊ⮬ศࡓࡕࡀᦠࢃࡗࡓၟရࡀ
୪ࢇ࡛࠸ࡿࡢࢆぢࡿࠊᆅᇦ♫ࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᐇឤࡋࡲ
ࡍࡋࠊ࠾ᐈᵝヰࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࡢ♫ࢆಙ㢗ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ
ࡇࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ
ᖺᗘࡽ᪂タࡉࢀࡓႠᴗ᥎㐍ㄢ࡛ࡣࠊႠᴗࡢ❆ཱྀ࡛࠶ࡿࡇࢆά
ࡋ࡚࠾ᐈᵝࡢኌࡸࡈせᮃࢆ⌧ሙࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊྛᣐⅬ㛗ࡢ
ពぢࢆࡋ࡞ࡀࡽᑡࡋ࡛ࡶࡼࡾⰋ࠸࡞ࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡲࡍࠊධ♫௨᮶ࠊᑀࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓ
ࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊࡓࡃࡉࢇࡢࢳࣕࣞࣥࢪࡓࡃࡉࢇࡢኻᩋࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡽࡢኻᩋ࡞ࡃࡋ࡚ࡢ⮬ศࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽධ♫ࡉࢀ
ࡿⓙࡉࢇࡶኻᩋࢆᜍࢀࡎᣮᡓࡋ࡚ࠊ⮬ᕫࡢᡂ㛗ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

RECRUITING

⑳ߪޔએ೨ࠤࠠደߐࠎߢߡߚߩߢߔ߇ߦࠢ࠶࠻ޔਸ਼ߞߡߺߚߊߡߎ
ߩળ␠ߦᐔᚑ㧝㧤ᐕߦ␠ߒޔ☨߅߿ࡦࡄޔߪޔ㕍ᨐࠍࠬࡄߦ㈩ㅍߒߡ
߹ߔߩߎޕߪ⡺ഭߩࠃ߁ߦᕁࠊࠇߡࠆߎߣ߽ࠅ߹ߔ߇ࠍ࠷ࠦޔ
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３ＰＬアウトソーシング業務の効率化と
『価値創造』による“最適”物流サービスをめざす。
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社員研修
当社では、新入社員研修、新入乗務員研修、安全に関する各種研修、資格取得支援、各種管理職研修等、様々な研修を実施しています。

14

MANAGEMENT

株式会社ティーユーロジネット

運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメントの取組

２０２２年度（2021.11.1〜2022.10.31）

1. 事故防止のための安全方針
経 営トップから現 場 従 業 員までが 安 全 に対する高い意識を持つと共に安全管理体制を構築し、社内一丸となり
「 安 全 管 理 」に取り組む。
1. 従業員の心身の健康維持を第一に考え、運行管理体制の充実を図る
2. 営業所内のコミュニケーションを充実し、ＰＤＣＡ(計画・実践・評価・改善)による安全運行の実践を図る
3. ドライブレコーダー、運転日報等を活用した従業員教育の実施により「安全最優先」の意識レベルの底上げを図る
（安全方針の周知方法）
・毎月開催される全社会議の中で方針徹底を図る

・社内報により事故状況を公表

・ホームページによる公開

2. 安全方針に基づく目標
1. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故件数（重大事故件数）「0件」
2. 人身事故件数「0件」
３. 加害事故件数前年比30％減（23件減）
（目標達成状況）
2020.11.1〜2021.10.31
目

標

自動車事故報告規則第2条に規定する事故
人身事故

０件

事故件数前年比３０％減

０件

結 果

目標達成状況

0件

目標達成

1件

目標未達

増減0

目標未達

3. 目標達成のための計画
1. 改善基準を順守し、過労運転をさせない
2. 軽微な物損事故も含め全事故の原因（背景要因・直接要因等）を究明し、再発防止対策の検討を行い、実行すると共に
事故報告書にて全拠点に周知をおこなう
3. ドライブレコーダーを活用した「運転の実態把握」と共にヒヤリハットの情報収集を行い、危険個所の対策立案及び安全指導の実施
4. 点呼（出発時・帰着時）の実施時に管理者とドライバーのコミュニケーション強化を図り、現場の問題点を把握し改善に努める
5. 新人・高齢ドライバー、事故惹起者等への安全教育・指導の徹底及び社外関係者によるドライバー教育の実施
6. 各拠点への内部監査を充実させ、法令・コンプライアンスの遵守に努める

4. 輸送の安全に関する取組
1. インフラ整備

2. 従業員教育

（１）車両安全装置の推進

（１）NASVAネットの積極的活用（適性診断装置）

（２）デジタルタコグラフ、ドライブレコーダーの入替

（２）新人乗務員に対する重点教育の実施
（３）事故惹起者に対する指導・教育
（４）安全管理者に対し社外講義受講、安全管理資格の取得を推進
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