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１．当社の概要１．当社の概要

・会社名　　：　山崎製パン　株式会社

・設立　　　 ：　昭和２３年６月２１日

・売上高　　：　５，９２０億円（平成１０年）　パン部門シェア　３０％　

・従業員　　：　１９，０００人

・販売店数 ：　９４，５００店

・生産拠点 ：　２５工場　２８営業所

・車輛状況 ：　４，７３５台　・配送車両　３，５６０台（大型７８台）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ・乗用車他　１，１７５台

・走行距離 ：　１日あたり　約４９６，０００Km　（地球　１２．４周）



２．当社物流の特徴２．当社物流の特徴
　《仕入先》　・原材料業者　《仕入先》　・原材料業者　《仕入先》　・原材料業者　《仕入先》　・原材料業者
　　　　　　　　・製米商業者　　　　　　　　・製米商業者　　　　　　　　・製米商業者　　　　　　　　・製米商業者
　　　　　　　　・問屋業　　　　等　　　　　　　　・問屋業　　　　等　　　　　　　　・問屋業　　　　等　　　　　　　　・問屋業　　　　等

Daily Daily

Daily

各工場納品各工場納品各工場納品各工場納品各工場納品各工場納品各工場納品各工場納品

工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化
　　・集中生産体制　　・集中生産体制　　・集中生産体制　　・集中生産体制　　・集中生産体制　　・集中生産体制　　・集中生産体制　　・集中生産体制
　　・工場休日対応　　・工場休日対応　　・工場休日対応　　・工場休日対応　　・工場休日対応　　・工場休日対応　　・工場休日対応　　・工場休日対応

営業所営業所営業所営業所
（地方拠点）（地方拠点）（地方拠点）（地方拠点）

工場直送体制工場直送体制工場直送体制工場直送体制工場直送体制工場直送体制工場直送体制工場直送体制

《店舗配送》《店舗配送》《店舗配送》《店舗配送》《店舗配送》《店舗配送》《店舗配送》《店舗配送》
　・フレッシュデリバリー　・フレッシュデリバリー　・フレッシュデリバリー　・フレッシュデリバリー　・フレッシュデリバリー　・フレッシュデリバリー　・フレッシュデリバリー　・フレッシュデリバリー
　・３温度帯対応配送　・３温度帯対応配送　・３温度帯対応配送　・３温度帯対応配送　・３温度帯対応配送　・３温度帯対応配送　・３温度帯対応配送　・３温度帯対応配送
　・自社セールスによる多機能工方式　・自社セールスによる多機能工方式　・自社セールスによる多機能工方式　・自社セールスによる多機能工方式　・自社セールスによる多機能工方式　・自社セールスによる多機能工方式　・自社セールスによる多機能工方式　・自社セールスによる多機能工方式

工工工工 場　　場　　場　　場　　 工工工工 場場場場

工工工工 場場場場



３．当社の物流取り組み３．当社の物流取り組み

・・・・・・・・保冷カテゴリーの本格展開保冷カテゴリーの本格展開保冷カテゴリーの本格展開保冷カテゴリーの本格展開保冷カテゴリーの本格展開保冷カテゴリーの本格展開保冷カテゴリーの本格展開保冷カテゴリーの本格展開

・取引ＣＶＳ店舗数の急増・取引ＣＶＳ店舗数の急増・取引ＣＶＳ店舗数の急増・取引ＣＶＳ店舗数の急増・取引ＣＶＳ店舗数の急増・取引ＣＶＳ店舗数の急増・取引ＣＶＳ店舗数の急増・取引ＣＶＳ店舗数の急増

　　　　（７年間で、　　　　（７年間で、　　　　（７年間で、　　　　（７年間で、　　　　（７年間で、　　　　（７年間で、　　　　（７年間で、　　　　（７年間で、25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000店増）店増）店増）店増）店増）店増）店増）店増）

・１店あたり売上低下・１店あたり売上低下・１店あたり売上低下・１店あたり売上低下・１店あたり売上低下・１店あたり売上低下・１店あたり売上低下・１店あたり売上低下

　専門店の減少　専門店の減少　専門店の減少　専門店の減少　専門店の減少　専門店の減少　専門店の減少　専門店の減少

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（ ７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、 ▲１０％）▲１０％）▲１０％）▲１０％）▲１０％）▲１０％）▲１０％）▲１０％）

・休日配送コース増・休日配送コース増・休日配送コース増・休日配送コース増・休日配送コース増・休日配送コース増・休日配送コース増・休日配送コース増

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（ ７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、 １６０％）１６０％）１６０％）１６０％）１６０％）１６０％）１６０％）１６０％）

・多頻度／小ロット配送増・多頻度／小ロット配送増・多頻度／小ロット配送増・多頻度／小ロット配送増・多頻度／小ロット配送増・多頻度／小ロット配送増・多頻度／小ロット配送増・多頻度／小ロット配送増

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（ ７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、７年間で、 １５０％）１５０％）１５０％）１５０％）１５０％）１５０％）１５０％）１５０％）

・複数業務から配送主体へ変化・複数業務から配送主体へ変化・複数業務から配送主体へ変化・複数業務から配送主体へ変化・複数業務から配送主体へ変化・複数業務から配送主体へ変化・複数業務から配送主体へ変化・複数業務から配送主体へ変化

業態別配送　　業態別配送　　業態別配送　　業態別配送　　業態別配送　　業態別配送　　業態別配送　　業態別配送　　
　　　　　の実施　　　　　の実施　　　　　の実施　　　　　の実施　　　　　の実施　　　　　の実施　　　　　の実施　　　　　の実施

工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化工場グループ化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の推進の推進の推進の推進の推進の推進の推進の推進

＜＜＜＜＜＜＜＜取り組みの柱＞取り組みの柱＞取り組みの柱＞取り組みの柱＞取り組みの柱＞取り組みの柱＞取り組みの柱＞取り組みの柱＞

（１）現状の課題



《　工場グループ化の推進　》《　工場グループ化の推進　》

①①①① 近隣工場をグループ化して全体最適化近隣工場をグループ化して全体最適化近隣工場をグループ化して全体最適化近隣工場をグループ化して全体最適化

②②②② 工場横持ち費用を、帰便の活用・混載等で吸収工場横持ち費用を、帰便の活用・混載等で吸収工場横持ち費用を、帰便の活用・混載等で吸収工場横持ち費用を、帰便の活用・混載等で吸収

③③③③ 営業拠点の統合・デポ化営業拠点の統合・デポ化営業拠点の統合・デポ化営業拠点の統合・デポ化

④④④④ グループ企業との共同配送の実施グループ企業との共同配送の実施グループ企業との共同配送の実施グループ企業との共同配送の実施

（２）対応策



《　業態別配送の実施　》《　業態別配送の実施　》
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物流子会社物流子会社物流子会社物流子会社

専用便専用便専用便専用便

共同配送共同配送共同配送共同配送

（～平成３年） （平成４年～現在） （（（（今後の計画）今後の計画）今後の計画）今後の計画）

①①①① ＣＶＳ専用コース設置（納品精度向上とローコスト運用の実現）ＣＶＳ専用コース設置（納品精度向上とローコスト運用の実現）ＣＶＳ専用コース設置（納品精度向上とローコスト運用の実現）ＣＶＳ専用コース設置（納品精度向上とローコスト運用の実現）

②②②② 量販店専用コース・共同配送の取り組み量販店専用コース・共同配送の取り組み量販店専用コース・共同配送の取り組み量販店専用コース・共同配送の取り組み

③③③③ パン物流＋商品供給力の強化パン物流＋商品供給力の強化パン物流＋商品供給力の強化パン物流＋商品供給力の強化

④④④④ 温度帯別物流と業態別配送のマトリックス温度帯別物流と業態別配送のマトリックス温度帯別物流と業態別配送のマトリックス温度帯別物流と業態別配送のマトリックス

（サービスと効率の整合性）（サービスと効率の整合性）（サービスと効率の整合性）（サービスと効率の整合性）



（３）物流支援システム化

①『受領／受倉支援システム』①『受領／受倉支援システム』①『受領／受倉支援システム』①『受領／受倉支援システム』①『受領／受倉支援システム』①『受領／受倉支援システム』①『受領／受倉支援システム』①『受領／受倉支援システム』

工場１ 工場２

（（（（倉出し）倉出し）倉出し）倉出し）（（（（倉入れ）倉入れ）倉入れ）倉入れ）

店舗 店舗 店舗

③『運行管理／計画システム』③『運行管理／計画システム』③『運行管理／計画システム』③『運行管理／計画システム』③『運行管理／計画システム』③『運行管理／計画システム』③『運行管理／計画システム』③『運行管理／計画システム』

②『デジタル②『デジタル②『デジタル②『デジタル②『デジタル②『デジタル②『デジタル②『デジタル
配分配分配分配分配分配分配分配分

　　システム』　　システム』　　システム』　　システム』　　システム』　　システム』　　システム』　　システム』

生産
管理

生産
管理

店舗配送



①『受領／受倉支援システム』



《　受領・受倉支援システムの導入効果　》《　受領・受倉支援システムの導入効果　》《　受領・受倉支援システムの導入効果　》《　受領・受倉支援システムの導入効果　》《　受領・受倉支援システムの導入効果　》《　受領・受倉支援システムの導入効果　》《　受領・受倉支援システムの導入効果　》《　受領・受倉支援システムの導入効果　》

【京都工場導入実績】

ノンキャリア化・昼間の消化率向上
（８％）等により、１，１３７千円削減

配分高
（百万円）

１，９１８１，９１８１，９１８１，９１８ （１０３．１） ＋５７

５２期２月（前年比（％）） 前年差

作業時間
　　（Ｈ）

人件費
　（千円）

欠品額
　（千円）

３５，０６０３５，０６０３５，０６０３５，０６０ （　９９．４） ▲２２２

４２，６９９４２，６９９４２，６９９４２，６９９ （　９７．９） ▲９２４

１，９４５１，９４５１，９４５１，９４５ （　９０．１） ▲２１３

費用計
　（千円） ４４，６４４４４，６４４４４，６４４４４，６４４ （　９７．５） ▲１，１３７



②『デジタル配分システム』



《　デジタル配分システムの導入効果　》《　デジタル配分システムの導入効果　》《　デジタル配分システムの導入効果　》《　デジタル配分システムの導入効果　》《　デジタル配分システムの導入効果　》《　デジタル配分システムの導入効果　》《　デジタル配分システムの導入効果　》《　デジタル配分システムの導入効果　》
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③『運行管理／計画システム』
＜運行管理画面＞



＜配送計画画面＞



《　運行管理・計画システムの導入効果　》《　運行管理・計画システムの導入効果　》《　運行管理・計画システムの導入効果　》《　運行管理・計画システムの導入効果　》《　運行管理・計画システムの導入効果　》《　運行管理・計画システムの導入効果　》《　運行管理・計画システムの導入効果　》《　運行管理・計画システムの導入効果　》
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5月１週 　　２週 　　３週 　　４週 ６月１週 　　２週 　　３週 　　４週

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

ﾛｰｿﾝ

ＣＶＳ計

＜チェーン別週間店着率推移＞＜チェーン別週間店着率推移＞＜チェーン別週間店着率推移＞＜チェーン別週間店着率推移＞

＜店着率の改善＞＜店着率の改善＞＜店着率の改善＞＜店着率の改善＞＜店着率の改善＞＜店着率の改善＞＜店着率の改善＞＜店着率の改善＞ （導入前全工場）→→→→（導入後導入工場）

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ　　８７．４％　　　　　　　９８．８％
ﾛｰｿﾝ　　　　 ９０．１％　　　　　　　９９．０％
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　　 ８５．６％　　　　　　　９５．９％

％



環境問題への対応環境問題への対応

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応・積載効率向上による、排ガス／騒音の削減対応

効率的な輸配送計画の立案効率的な輸配送計画の立案

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案・日々変動する生産に応じた最適な輸配送計画立案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理・動態管理によるダイナミックな計画の変更と管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る・全工場の受倉情報を共有し、相互活用を図る

セールス業務の改善セールス業務の改善

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・新車載端末を活用したセールス業務の改善・新車載端末を活用したセールス業務の改善・新車載端末を活用したセールス業務の改善・新車載端末を活用したセールス業務の改善・新車載端末を活用したセールス業務の改善・新車載端末を活用したセールス業務の改善・新車載端末を活用したセールス業務の改善・新車載端末を活用したセールス業務の改善

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・店舗への物流サービス向上（到着案内）・店舗への物流サービス向上（到着案内）・店舗への物流サービス向上（到着案内）・店舗への物流サービス向上（到着案内）・店舗への物流サービス向上（到着案内）・店舗への物流サービス向上（到着案内）・店舗への物流サービス向上（到着案内）・店舗への物流サービス向上（到着案内）

（４）ＩＴＳ技術を活用した取り組み

物流の更なる効率化物流の更なる効率化

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上・荷積み／荷下ろし自動チェックによる、物流精度向上



４．ＩＴＳ活用　物流実験のねらい４．ＩＴＳ活用　物流実験のねらい

「「「「「「「「倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい倉便」（拠点間移送物流）最適化実験のねらい

「「「「「「「「店舗配送」機能向上実験のねらい店舗配送」機能向上実験のねらい店舗配送」機能向上実験のねらい店舗配送」機能向上実験のねらい店舗配送」機能向上実験のねらい店舗配送」機能向上実験のねらい店舗配送」機能向上実験のねらい店舗配送」機能向上実験のねらい

■■■■■■■■ 荷出し／荷受け作業の作業効率化確認荷出し／荷受け作業の作業効率化確認荷出し／荷受け作業の作業効率化確認荷出し／荷受け作業の作業効率化確認荷出し／荷受け作業の作業効率化確認荷出し／荷受け作業の作業効率化確認荷出し／荷受け作業の作業効率化確認荷出し／荷受け作業の作業効率化確認
　　　　・荷受け事前準備作業効率化効果の確認
　　　　・チェック自動化による誤移送防止効果の確認

■■■■■■■■ 積載率の向上確認積載率の向上確認積載率の向上確認積載率の向上確認積載率の向上確認積載率の向上確認積載率の向上確認積載率の向上確認
　　　　・経由便の追加積載による積載率向上効果の確認

■■■■■■■■ 消費者サービスの向上確認消費者サービスの向上確認消費者サービスの向上確認消費者サービスの向上確認消費者サービスの向上確認消費者サービスの向上確認消費者サービスの向上確認消費者サービスの向上確認
　　　　・店着情報店内告知によるサービス向上効果の確認

■■■■■■■■ 欠品ゼロ欠品ゼロ欠品ゼロ欠品ゼロ欠品ゼロ欠品ゼロ欠品ゼロ欠品ゼロ////////ノー検品への挑戦ノー検品への挑戦ノー検品への挑戦ノー検品への挑戦ノー検品への挑戦ノー検品への挑戦ノー検品への挑戦ノー検品への挑戦
　　　　・検品/チェック自動化による誤配送防止効果の確認



倉入れ営業所倉入れ営業所倉入れ営業所倉入れ営業所

５．ＩＴＳ活用　物流実験の概要５．ＩＴＳ活用　物流実験の概要
（１）「倉便」（拠点間移送物流）最適化実験（１）「倉便」（拠点間移送物流）最適化実験

倉入れ予定表示倉入れ予定表示倉入れ予定表示倉入れ予定表示
　■　■　■　■到着予定時刻
　■積載たて数

倉出し工場倉出し工場倉出し工場倉出し工場実験センター実験センター実験センター実験センター

運行状況

拠点間移送実績管理拠点間移送実績管理拠点間移送実績管理拠点間移送実績管理
■■■■到着予定時刻案内
■運行状況管理
■積載実績管理

たて毎にRF-IDﾀｸﾞ
RF-IDｱﾝﾃﾅ

受け入れ
事前準備

積込み
自動ﾁｪｯｸ

荷下ろし
自動ﾁｪｯｸ

RF-ID
ｱﾝﾃﾅ

倉出し実績
（量、出発時刻）

倉入れ予定
（量、到着時刻）

工場経由便
積載追加

トラック
動態管理



車載端末車載端末車載端末車載端末車載端末車載端末車載端末車載端末 ［ＭＢＣ］［ＭＢＣ］［ＭＢＣ］［ＭＢＣ］［ＭＢＣ］［ＭＢＣ］［ＭＢＣ］［ＭＢＣ］
　（運転席の間に設置）　（運転席の間に設置）　（運転席の間に設置）　（運転席の間に設置）　（運転席の間に設置）　（運転席の間に設置）　（運転席の間に設置）　（運転席の間に設置）

ＲＦ－ＩＤアンテナＲＦ－ＩＤアンテナＲＦ－ＩＤアンテナＲＦ－ＩＤアンテナＲＦ－ＩＤアンテナＲＦ－ＩＤアンテナＲＦ－ＩＤアンテナＲＦ－ＩＤアンテナ
　（荷積み／荷下ろしゲートの　（荷積み／荷下ろしゲートの　（荷積み／荷下ろしゲートの　（荷積み／荷下ろしゲートの　（荷積み／荷下ろしゲートの　（荷積み／荷下ろしゲートの　（荷積み／荷下ろしゲートの　（荷積み／荷下ろしゲートの
　　上方へセット）　　上方へセット）　　上方へセット）　　上方へセット）　　上方へセット）　　上方へセット）　　上方へセット）　　上方へセット）

ＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグ
　（たて毎に１枚セット）　（たて毎に１枚セット）　（たて毎に１枚セット）　（たて毎に１枚セット）　（たて毎に１枚セット）　（たて毎に１枚セット）　（たて毎に１枚セット）　（たて毎に１枚セット）



＜動態管理画面＞



自動
情報交換

（２）「店舗配送」機能向上実験（２）「店舗配送」機能向上実験

実験センター実験センター実験センター実験センター
店舗配送実績管理店舗配送実績管理店舗配送実績管理店舗配送実績管理
■■■■到着予定案内
■運行状況管理
■積載実績管理

出荷拠点出荷拠点出荷拠点出荷拠点

番重毎に
　RF-IDﾀｸﾞ

移動式
RF-IDｱﾝﾃﾅ

積込み時
自動ﾁｪｯｸ

DSRC
ｱﾝﾃﾅ 店舗（ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ５店舗）店舗（ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ５店舗）店舗（ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ５店舗）店舗（ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ５店舗）

荷下ろし時
自動ﾁｪｯｸ

店着予定表示店着予定表示店着予定表示店着予定表示
■■■■到着予定時刻
■納品商品／数量

受け入れ
事前準備

インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーション
■商品案内
■到着予定案内

出発実績
（量、出発時刻）

ＩＣｶｰﾄﾞ

店頭ＰＤＰ

店内案内
サービス

店着予定

出発実績
（出発時刻）

トラック
動態管理



車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ
　　アンテナ　　アンテナ　　アンテナ　　アンテナ　　アンテナ　　アンテナ　　アンテナ　　アンテナ
（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ
　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）

ＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグＲＦ－ＩＤタグ
　（番重毎に１枚セット）　（番重毎に１枚セット）　（番重毎に１枚セット）　（番重毎に１枚セット）　（番重毎に１枚セット）　（番重毎に１枚セット）　（番重毎に１枚セット）　（番重毎に１枚セット）

車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ車載ＲＦ－ＩＤ
　　操作機　　操作機　　操作機　　操作機　　操作機　　操作機　　操作機　　操作機
（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ（配送ﾄﾗｯｸ
　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）　ﾎﾞﾃﾞｰにセット）

移動式ＲＦ－ＩＤ移動式ＲＦ－ＩＤ移動式ＲＦ－ＩＤ移動式ＲＦ－ＩＤ移動式ＲＦ－ＩＤ移動式ＲＦ－ＩＤ移動式ＲＦ－ＩＤ移動式ＲＦ－ＩＤ
　　ｱﾝﾃﾅ　　ｱﾝﾃﾅ　　ｱﾝﾃﾅ　　ｱﾝﾃﾅ　　ｱﾝﾃﾅ　　ｱﾝﾃﾅ　　ｱﾝﾃﾅ　　ｱﾝﾃﾅ



ＤＳＲＣアンテナ本ＤＳＲＣアンテナ本ＤＳＲＣアンテナ本ＤＳＲＣアンテナ本ＤＳＲＣアンテナ本ＤＳＲＣアンテナ本ＤＳＲＣアンテナ本ＤＳＲＣアンテナ本 ＤＳＲＣアンテナコントローＤＳＲＣアンテナコントローＤＳＲＣアンテナコントローＤＳＲＣアンテナコントローＤＳＲＣアンテナコントローＤＳＲＣアンテナコントローＤＳＲＣアンテナコントローＤＳＲＣアンテナコントロー

ＤＳＲＣ車載アンテＤＳＲＣ車載アンテＤＳＲＣ車載アンテＤＳＲＣ車載アンテＤＳＲＣ車載アンテＤＳＲＣ車載アンテＤＳＲＣ車載アンテＤＳＲＣ車載アンテ



６．実験規模６．実験規模

● 実験地域　：　横浜、平塚、静岡

● 実験拠点　：　２工場　２営業所

● 実験車両　：　２７両（内、ＭＢＣ搭載１２両）

● ＲＦ－ＩＤ

　　　・アンテナ　：　１１（ｹﾞｰﾄ：１０、車載：１）

　　　・タグ　　　　：　３，０００枚

● ＤＳＲＣ

　　　・路側アンテナ　：　６（工場：１、店舗：５）

　　　・車載アンテナ　：　２

● 参加人員　：　約７０名



７．期待効果７．期待効果

１．ＲＦ－ＩＤタグを活用した積載支援１．ＲＦ－ＩＤタグを活用した積載支援
　　　・通信機器の活用による誤積載の防止
　　　・経由便や混載便等の複雑な積み下ろしの支援

２．受領・受倉支援システムと連動した運行計画２．受領・受倉支援システムと連動した運行計画
　　　・倉出し情報の共有化（番重貸借含む）
　　　・運行計画システムを活用した輸送計画の効率化
　　　・動態管理システムを活用したダイナミック配車

３．店舗配送サービスの充実化３．店舗配送サービスの充実化
　　　・欠品ゼロへの挑戦（荷下ろしミス撲滅）
　　　・納品データ事前送信による検品レス
　　　・店内案内による消費者サービスの向上


