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１．返品削減への取組

２．配送効率化の取組

（１）鮮度管理基準変更

「1/3ルール」 → 「1/2ルール」への変更

（２）納品車両の待機時間低減活動

バース予約受付管理システムの導入
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アジェンダ

１．返品削減への取組

1.「鮮度管理基準変更」の背景と目的

2.取組内容

3.「結果」と「副次的効果」
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１－１ 鮮度管理基準変更 背景と目的

 商取引形態として「物流センター」段階では、預託在庫扱い

 店舗納品段階では、所有権移転する買取商品が多く、メーカー様の自主
回収商品以外等では、ほとんど返品が発生しない状況

 但し、物流センターでの出庫期限切れ商品は、卸様からメーカー様への

返品対象になる状況

 フード・ロスへの関心が高まるなか、食品を多く扱う私共が、その社会的な
責任を果たすべき事が必要と判断し、商品部・物流センター協力の基、

鮮度管理基準を「1/3ルール」から「1/2ルール」へ変更する事を実施

背景と目的
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取組み

社（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）名 実施カテゴリー

ヤオコー 飲料 ※ 加工食品

O（関西） 飲料 菓子 加工食品

C（北海道） 飲料 菓子 加工食品

Iｸﾞﾙｰﾌﾟ 飲料 菓子 袋麺

Eｸﾞﾙｰﾌﾟ 飲料 菓子

Tｽﾄｱ 飲料

CVS各社 飲料 菓子 カップ麺

 変更の検討を始めた2017年～18年当時は、各社一部カテゴリーのみを変更し検証してい
る状況が散見

 ヤオコーとしては、先行検証事例の結果や、システム的対応可能との判断から、センター在
庫取扱い全商品対象とし、ドライ食品、酒部門の全カテゴリーで「1/2ルール」への変更を
実施（直納品やTC対象商品を除く）

１－２ 鮮度管理基準変更 取組内容

 2019年4月1日から変更実施 ※対象外品（菓子：TC 米：直納 酒：鮮度無し商品）

【各社導入状況】
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１－３ 鮮度管理基準変更 結果（副次効果）

 社内、物流センターのフード・ロス対応への意識も高まり、「店舗での販売期限切れ商品」
をフードバンクへ提供する等、新たな取組も物流センターを経由し、実施されるようになった

結果

副次効果事例:お米のフードバンクへの提供
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1.「納品車両の待機時間低減の取組」の背景と内容

2.バース予約受付管理システムの導入経緯と目的

3.システム導入と待機時間低減の取組内容

4.改善効果

２．配送効率化の取組

アジェンダ
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2－１ 納品車両の待機時間低減活動 背景と目的

背景と目的

出典：国土交通省

トラックドライバーの労働条件

 トラック輸送の依存度が高い日本に於いて、トラックドライバー様の担い手不足という物流危
機は、放置できない課題であるという認識から、自社に関わる課題を整理

 弊社のなかでは、グロッサリーセンターに於ける、商品納品時の待機時間改善が、この課題
改善に寄与できるのではと思い着手
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2－２ バース予約受付管理システム導入の目的と経緯

【課題】

分散化

【対策】 【ツール】

＜ボトルネック＞

車両の7時前 7時台集中 バース予約システム

車両呼出時のタイムロス 簡素化 呼出誘導システム

受付システム
分析に時間を要す紙媒体

配車主体を把握できない
可視化

 改善活動により、課題やボトルネックが明確になり、またアナログでの分析に
限界を感じた為、 2020年課題解決を進めるシステムの全センター導入を
決定
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メーカー様
その委託先
物流事業者様

 高い「予約率」と「協力体制」の関係性

路線・共配
物流事業者様

予約率
高低

卸様

着荷側
納品センター

高

協
力
度
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
量

大手企業様ばかりではない

また、地方では集荷が困難

荷主が多数

時間コントロールが難しい

多数のメーカー様を抱え

状況把握が難しい

予約頂ける為の

努力が必要

 「予約」という行為は、それぞれに事情、課題があり、簡単なものでもなければ、手間もとる
 だからこそ、全てのプレーヤーの、そしてお互いの協力関係が必要 （製・配・販の協力）

２－３ 納品車両の待機時間低減活動 改善効果

【考え方】
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２－４ 今後のサプライチェーン最適化への取組み （SDGsへの取組み）

① バース予約受付システムで蓄積されるデータや各社様との協業により、出荷拠点や経路の分析を進
め、センター前での集約を検討し、入荷車両数・稼働数の低減や入荷車両の積載率向上を図る（コ
スト低減、環境改善）

② 拠点情報や今回の取組みで密度が上がったコミュニケーション網を活用し、天災時等でも、安定的な
入荷運営ができるように活用する

③ 計画的な作業計画ができやすい環境ができた為、リソースの適切な管理を行い、委託先様の働き方
改革にも寄与する

（情報可視化によるビックデータ活用の期待）
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Special・thanks 予約アカウント取得 事業所様 （アイウエオ順 敬称略 2021年4月16日現在）

ＡＢＣロジテム株式会社 清原センター

F-LINE株式会社 久喜物流センター

F-LINE株式会社 鶴見物流センター

F-LINE株式会社 尾島物流センター

F-LINE株式会社 高崎物流センター

F-LINE株式会社 三郷物流センター

F-LINE株式会社 川崎物流センター

FVジャパン株式会社OEM事業部業務課

ＫＧＬ羽生支店

SBSフレック株式会社四谷第一営業所

ＳＢＳロジコム株式会社 京葉支店

SBSロジコム株式会社新杉田物流センター

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社 角田工場

アグリ株式会社

アサヒビール株式会社 茨城工場

アサヒロジ株式会社 横浜支店

アサヒロジ株式会社 関東支社

アサヒロジ株式会社 厚木センター

アサヒロジ株式会社関東支社輸送部

アサヒロジ株式会社東京支社埼玉支店

アシードブリュー株式会社

イチソウ･ロジ株式会社 東海物流

いなば食品株式会社東京支店

エスエスケイフーズ株式会社 業務グループ

エスビー食品株式会社 首都圏物流センター

カトーレック株式会社 埼玉営業所

カナエ紙工株式会社

カルビーロジスティクス株式会社 埼玉センター

カルビーロジスティクス株式会社 東日本センター

キーコーヒー株式会社 ＳＣＭ本部ロジスティクス部

キャリテック株式会社 坂戸ＤＣ

キユーソー流通システム富士見営業所

キリングループロジスティクス株式会社

キリングループロジスティクス株式会社 埼玉三芳支店

キリングループロジスティクス株式会社 東日本支社営業部

キリングループロジスティクス株式会社 北関東支店

キリンビール取手工場

キリンビバレッジ千葉センター（澁澤倉庫株式会社）

ケイエス急送有限会社

ケイヒン陸運株式会社 城北営業所

ゴーテック株式会社関東物流センター

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社印西DC

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社久喜センター

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社川島ＤＣ

サントリーロジスティクス株式会社

ジャパン・シーズニング株式会社 埼玉支店入間営業所

ジャパンシーズニング株式会社埼玉支店

セイノースーパーエクスプレス株式会社 埼玉ロセンター

セイノースーパーエクスプレス株式会社 新座営業所

センコー株式会社 久喜ＰＤセンター

センコー株式会社柏支店内守谷営業所

センコー株式会社名古屋貨物ターミナル駅構内

タイランドフィッシャリージャパン株式会社

タカラ物流システム株式会社 共同配送センター

タカラ物流システム株式会社東日本支社

テーブルマーク株式会社物流部

テーブルランド（丸善食品工業）

トーウンロジテム株式会社 埼玉西センター

トールエクスプレスジャパン株式会社 熊谷支店

トールエクスプレスジャパン株式会社 埼玉支店

トールエクスプレスジャパン株式会社 東京支店

トナミ運輸株式会社 葛西支店

トナミ運輸株式会社 熊谷支店

トランコム株式会社 久喜LC

ハイエスサービス株式会社群馬営業所

ハマヤ株式会社 東京営業所

ハラダ製茶販売株式会社

ハルナプロデュース株式会社

ヒゲタ醤油株式会社

フライスター物流株式会社 野田営業所

フライスター物流 坂戸営業所

まるか商事株式会社

マルサンアイ株式会社 マルサンアイ物流センター

マルサンアイ株式会社 高崎物流センター

マルゼン運送

ミズノトレーディング株式会社

ミナモト倉庫株式会社越谷営業所

ミフネ運送株式会社

ヤクルトロジスティクス株式会社 群馬営業所

ヤマサ醤油株式会社成田工場

ヤマダイ株式会社本社

ヤマトボックスチャーター株式会社 所沢支店

ヤマトボックスチャーター株式会社 船橋支店

ヤマト運輸株式会社 入間新光支店

ヤマト運輸株式会社 豊富支店

ヤマト運輸株式会社 新座コンテナ支店

ヤマト運輸 埼玉江南センター

ヤマニ屋物流サービス株式会社 食品共同配送事業部

安全輸送 明治屋東日本物流センター

伊原運送株式会社

越後製菓株式会社 片貝工場
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遠州トラック株式会社春日部営業所

横浜急送株式会社品川営業所

王子運送株式会社 足利支店

王子運送株式会社蓮田センター

加藤産業株式会社 上郡工場

加藤産業株式会社 瑞穂センター

株式会社CREST

株式会社Jリカー

株式会社ＬＮＪ小泉 京浜島営業部

株式会社アネックス スーパーカーゴ熊谷配車センター

株式会社いそのさわ 本社

株式会社イマージュ本社営業所

株式会社エスユーロジ羽生事業所

株式会社エバラ物流 北関東物流センター

株式会社エバラ物流 野田物流センター

株式会社エムズコーポレーション

株式会社エリモロジスティクス

株式会社キユーソー流通システム 五霞営業所

株式会社キユーソー流通システム 川島営業所

株式会社キユーソー流通システム 館林センター

株式会社キューソー流通システム 栗橋営業所

株式会社コーセーフーズ

株式会社サントクピース

株式会社シンクラン 埼玉日高支店

株式会社ソニックフロー 立川支店

株式会社ダイセーセントレックス 弥富ハブセンター

株式会社たかの

株式会社タドコロ物流

株式会社トーウン

株式会社トーウン 伊藤園群馬センター

株式会社トーウンダイドー明和センター

株式会社トンボ飲料 営業部

株式会社ナカノ商会 白井支店

株式会社ニチネン 川場事業所

株式会社ニップン

株式会社ニップンロジス横浜営業所

株式会社ネットランス 群馬工場事務所

株式会社はくばく

株式会社ブルーウイング 平和島営業所

株式会社ブルボン白岡物流センター

株式会社マルエスフリージングジャンクション運輸課

株式会社メモス東京支店

株式会社ヤマタネ 埼玉松伏営業所

株式会社ヤマタネ 大黒埠頭営業所

株式会社ライフサポート・エガワ 群馬センター

株式会社ライフサポート・エガワ戸田センター

株式会社ライフサポート・エガワ川崎事業所

株式会社ライフサポート・エガワ 千葉センタ－

株式会社ランテック 千葉支店

株式会社ワタコー 葛西物流センター

株式会社愛寿物流 SAKE共配センター

株式会社伊藤園 市川センター

株式会社伊藤園 八千代支店

株式会社伊藤園川越支店

株式会社井口運輸

株式会社浦和運輸 足利出張所

株式会社横堀商事運輸

株式会社岡村運輸

株式会社加藤美蜂園本舗関東物流センター

株式会社関根エンタープライズ

株式会社吉富運輸埼玉営業所

株式会社共栄本社

株式会社隅田ロジックス 北関東配送センター

株式会社五星コーポレーション本社物流センター

株式会社国太楼

株式会社坂田流通白井倉庫営業所

株式会社三幸 東京営業所

株式会社山清

株式会社小川貿易

株式会社人形町今半

株式会社西宮高速運輸

株式会社千葉通商 千葉営業所

株式会社拓洋越谷共配センター

株式会社池光エンタープライズ

株式会社都光営業部

株式会社東山商事

株式会社桃光

株式会社藤沢商事受注センター

株式会社日本アクセス埼玉支店

株式会社博水社配送部

株式会社富士ロジテック 館林物流センター

株式会社富士ロジテック 埼玉杉戸ロジスティクスセンター

株式会社明治東日本MDC

株式会社友桝飲料 業務部

株式会社陸送北越

株式会社立川運輸

株式会社立川運輸 千葉営業所

株式会社髙岡屋埼玉工場

関東西濃運輸株式会社 熊谷支店

関東総業株式会社

関東名鉄運輸株式会社 入間支店

丸長株式会社

丸福運輸株式会社足立駐在営業所

久原醤油

久留米運送株式会社 入間店

京葉流通倉庫株式会社 白岡3営業所

京葉流通倉庫株式会社越谷第1営業所

共立食品株式会社

橋本食糧工業株式会社東京営業所

狭山郵便局 第一集配営業部

Special・thanks 予約アカウント取得 事業所様 （アイウエオ順 敬称略 2021年4月16日現在）



      Copyright ©2021 by YAOKO CO.,LTD. - 23 -

近物レックス株式会社 伊賀支店

近物レックス㈱株式会社 東京支店

九州西濃運輸株式会社延岡営業所

五十嵐酒造株式会社

幸栄流通株式会社

江陽運送株式会社

高運送株式会社 和光本社営業所

高崎通運株式会社熊谷ターミナル営業所

鴻池運輸株式会社 東日本支店国立流通センター営業所

鴻池運輸株式会社 東日本支店北関東流通センター

鴻池運輸株式会社北日本支店茨城北営業所

国分関信越株式会社 関東第二支社第一支店

佐川急便株式会社 西埼玉営業所

佐川急便株式会社 八千代営業所

佐川急便株式会社 熊谷営業所

三河西濃運輸株式会社知立営業所

三国ワイン株式会社

三陽物産株式会社首都圏広域営業部

山広運輸株式会社

姉崎商運株式会社

柴沼醤油醸造株式会社

小江戸鏡山酒造株式会社

昭産運輸株式会社

上電通運株式会社

上野運送株式会社

城北運輸株式会社

信州名鉄運輸株式会社 甲府支店

新潟運輸株式会社 熊谷支店

新潟輸送株式会社 関東事業部関東広域センター

森永製菓株式会社 千葉配送センター（京和興業株式会社）

森永製菓株式会社 川越配送センター

森永乳業株式会社横浜支店

成田運輸株式会社 舞浜営業所

西日本エア・ウォーター物流株式会社赤穂営業所

西濃運輸株式会社 小田原支店

西濃運輸株式会社 船橋支店

西濃運輸株式会社 入間支店

摂津倉庫株式会社 野田営業所

雪印メグミルク株式会社関東販売

川崎運送株式会社 北関東物流センター

川商フーズ株式会社 本社 輸入開発部酒類グループ

川西倉庫株式会社 大東営業所

総武物流株式会社 東京受注センター

総武物流株式会社 東日本ロジスティクスセンター

多摩運送株式会社 千葉営業所

太平洋陸送株式会社騎西営業所

太平洋陸送株式会社西熊谷営業所

太陽ネットワーク物流

大黒食品工業株式会社

大川運輸株式会社浦安配送センター

大塚倉庫株式会社 前橋物流センター

大和葡萄酒株式会社

第一貨物株式会社 入間支店

第一貨物株式会社釜石営業所

第一貨物株式会社熊谷支店

第一貨物株式会社秋田県南支店

竹本油脂株式会社第一事業部

中部陸運株式会社本社

田岡運輸

東京サラヤ東日本LC(丸全昭和運輸)

東京トラック運送株式会社 葛西支店

東武運輸株式会社 船橋支店

東洋埠頭株式会社東京支店足立営業所

藤原製麺株式会社 東京支店

内堀醸造株式会社 アルプス工場

南信貨物自動車株式会社 佐久営業所

南信貨物自動車株式会社 諏訪営業所

南総通運株式会社茂原支店日清物流 磯子配送センター

日通トランスポート株式会社 日高支店

日通トランスポート佐野支店

日本トランスシティ株式会社東松山営業所

日本ロジステック株式会社

日本ロジテム株式会社吉見営業所

日本塩回送株式会社 東京支店

日本通運 京都伏見

日本通運株式会社 食品ロジスティクス事業所

日本通運株式会社 千葉アロー事業所

日本通運株式会社 太田支店流通倉庫課

日本通運株式会社 東京海運支店

日本通運株式会社 熊谷営業所

日本郵便株式会社 船橋東郵便局

美野里運送倉庫

菱倉運輸株式会社

富士キャニング株式会社

武蔵貨物自動車株式会社 狭山支店

福山通運株式会社 市川支店

福田運輸有限会社

味の一醸造株式会社

味日本株式会社業務部

名鉄運輸株式会社 葛西支店

名鉄運輸株式会社太田支店

有限会社永井萬治商店受注部

有限会社岸商事

有正運輸株式会社

鈴与カーゴネット株式会社 関東支店埼玉営業所

鈴与カーゴネット株式会社 市川営業所

鈴与カーゴネット株式会社 静岡支店

鈴与カーゴネット株式会社川崎営業所

鈴与株式会社甲信支店上野原営業所

澁澤倉庫株式会社 千葉配送センター サントリー

澁澤倉庫株式会社 多摩営業所

齋藤飲料工業株式会社




