COMPANY PR O FILE

世 界をつなぐ
未 来 へつなぐ
SBSリコーロジスティクスは、国際3PL（サードパーティー・ロジスティクス）
サービスで
お客様の成功をサポートする総合グローバルロジスティクスカンパニーです。
精密機器メーカーのサプライチェーン管理を創業の柱に、圧倒的な
「品質」
と
「KAIZEN力」
で実績を重ねてきました。
部材のジャストインタイム納品を行う
「調達物流」、包装材の設計・確保から工場ラインまでの供給を行う
「生産物流」、
販売会社やエンドユーザーへラストワンマイルで物をお届けする
「販売物流」。
『動脈物流』
から、使用済みの機器の回収・再生・処理を行う
『静脈物流』
までを
一気通貫でお任せいただく
『循環型ロジスティクス』
をバックボーンに、
卓越したロジスティクステクノロジーで多種多様な物流ニーズに最善の手段を提案し続けています。
世界中のお客様の夢をのせながら。
ＳＢＳリコーロジスティクスグループは、今日も未来を切り開いていきます。
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物 流を、
物 流に。
経 営 理念

私たちは、グローバル物流企業として
すべてのお客様から信頼され続けるプロ集団を目指します

SBSリコーロジスティクスの強み

精密機器輸送
マシンデリバリーサービス

ロジスティクス・
テクノロジー

サプライチェーン・
ロジスティクス

電子部品から数百キロに及ぶ

ロジスティクス分野の最新技術

調達、生産、
ラストワンマイルまで

大型複写機、医療機器まで、振

研究やお客様への導入支援を

含めた販売、
さらには製商品の

動や衝撃、温湿度や静電気な

手掛けています。マテハンや情

回収・処分までをカバー。
グロー

ど外的要因に敏感な精密機器

報システムを用いて、工程設計

バルなネットワークを基盤に、
ス

輸送を得意としています。
日々の

や動線を検証。最適な物流オペ

ケールメリットを活かした運賃提

研鑽や独自研修を通じて培った

レーションを実 現します。
また、

供や各種貿易実務など、国内外

物流管理技術は、納品条件が

ピッキングロボットやAIなどの技

をカバーする複合一貫のロジス

厳しい他領域にも応用。
自販機

術動向や先行事例を調査。
ロジ

ティクスを展開しています。
また、

やオフィス家具などの重量物輸

スティクス戦 略の意 思 決 定を

製商品のリユース・リサイクル・

送、物流センターの運営へと展

サポートします。

廃棄もワンストップで支援します。

開されています。
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物流を夢につなぐ
SBSリコーロジスティクス
会社概要
会社概要
社名

代表者

SBSリコーロジスティクス株式会社
SBS RICOH LOGISTICS SYSTEM Co., Ltd.

事業内容

① 一般貨物自動車運送事業
② 貨物運送取扱事業
③コンピューター・事務用機器類及びその消耗品の回収・リサイクル事業
④ 倉庫業及び保税上屋業
⑤ 通関業
⑥ 航空貨物運送取扱事業
⑦ 港湾運送事業
⑧ 外航海運貨物運送取扱事業
⑨ 包装設計並びに包装資材の製造・販売
⑩ その他定款に定める事業

関連会社

● SBS三愛ロジスティクス株式会社

代表取締役 社長執行役員 若松 勝久
President Katsuhisa Wakamatsu

設立
資本金
株主

1964年（昭和39年）2月1日
4億4,800万円
SBSホールディングス株式会社 66.6％
ROホールディングス株式会社 33.4％
（※）
※同社は株式会社リコーと株式会社大塚商会の共同出資による持株会社です。

● RICOH

LOGISTICS CORPORATION［USA］
INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K）Ltd.［香港］
● 理光国際貨運代理
（深圳）有限公司［中国］
● SBS Logistics（Thailand）
Co., Ltd.［タイ］
● SBS Vietnam Co., Ltd.［ベトナム］

※同持株比率は小数点以下第２位を切り上げております。

売上高
従業員数
所在地

● RICOH

連結：719億円、単体：667億円（2020年12月期）
連結：3,619名、単体：1,787名（2020年12月末現在）
〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー 03-4214-5500
（代表）

沿革
1964年02月
1981年01月
1989年02月
1995年02月
1995年04月
1995年10月
1996年05月
1997年04月
1998年10月
1999年10月
2000年07月
2000年12月
2001年12月
2002年05月
2002年08月
2002年10月

2004年11月
2007年04月
2008年10月
2009年03月
2012年01月
2013年08月
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三愛運輸株式会社 創業（東京都大田区）
取締役社長に市村 清 就任
本社新社屋竣工（東京都大田区）
京浜島物流センター オープン
リコーロジステック株式会社に社名変更
RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K）LTD.を香港に設立。
中国華南地区市場へ本格進出
リコーロジステック
（株）
とリコーインターナショナル・システムズ
（株）
が合併
リコーインターナショナルロジステック株式会社に社名変更
「'95ロジスティクス大賞奨励賞」受賞
受賞テーマ：国際物流センターの情報システム化
アメリカ カリフォルニア州に北米支店を開設
リコーロジスティクス株式会社に社名変更
「E-POCHグッドパッケージング賞」受賞
受賞テーマ：環境にやさしい段ボール緩衝材
「'99年ロジスティクス大賞奨励賞」受賞
受賞テーマ：輸出出荷システムの改善による顧客との信頼関係の強化
オランダ アムステルダムに欧州支店を開設
「ISO14001」認証取得をスタート
日本全国98行政区で
「産業廃棄物収集運搬業」許可
第三回物流環境大賞「物流環境保全活動賞」受賞
受賞テーマ：循環型ロジスティクスシステムの構築
RICOH LOGISTICS CORPORATIONを米国（カリフォルニア）
に設立
「2002年度ロジスティクス大賞技術賞」受賞
受賞テーマ：SCM＆グリーンロジスティクスを融合したビジネスモデルの構築 〜ゆりかごから
ゆりかごへ 循環型ロジスティクスシステム 〜
理光諮詢（深圳）有限公司を中国に設立
理光諮詢（深圳）有限公司を理光国際貨運代理（深圳）有限公司に社名変更
「'08ロジスティクス大賞環境賞」受賞
受賞テーマ：環境経営の深化に向けたグリーンロジスティクスの高度化
理光国際貨運代理（深圳）有限公司が中国国内での道路貨物運輸免許及び経営倉庫免
許を取得
2011年度
「ジャパンスター賞」
受賞包装材が
「ワールドスター賞」
「アジアスター賞」
の両賞を受賞
「日本パッケージングコンテスト大型重量物包装部門賞」受賞

2014年02月
2014年08月
2014年11月
2015年05月
2015年08月
2015年10月

2016年05月
2016年08月
2016年10月
2017年02月
2017年03月
2017年08月
2017年10月
2017年11月
2018年05月
2018年08月
2019年01月
2019年06月
2020年01月
2020年04月

2020年10月

2月1日、
リコーロジスティクスグループが設立50周年を迎える
「日本パッケージングコンテスト適正包装賞」受賞
国際ロジスティクスセンターがAEO
（Authorized Economic Operator）
制度 特定保税承認
特定保税蔵置場として東京税関より承認
ロジスティクス・テクノロジーを集結させた共同物流センターを物流センター横浜内に開設
物流センター京浜島内に物流技能伝承の場・
トレーニングセンターを開設
「日本パッケージングコンテスト包装技術賞」受賞
「2015年度ロジスティクス大賞 奨励賞」受賞
受賞テーマ：通販物流ネットワーク再構築による、
物流センターオペレーションの技術革新と、
物流ネットワーク全体最適化の実現
2015年「包装技術賞」受賞包装材が
「2016ワールドスター賞」
を受賞
「日本パッケージングコンテスト 工業包装部門賞」受賞
「2016年度ロジスティクス大賞 協働努力賞」受賞
受賞テーマ：複数荷主の物流を一元化「共同物流センターの構築」
経済産業省などが主催する2016年度グリーン物流優良事業者表彰で
「グリーン物流パート
ナーシップ会議 特別賞」
を受賞
AEO（Authorized Economic Operator）制度 認定通関業者として東京税関より承認
「日本パッケージングコンテスト大型・重量物包装部門賞」受賞
平成29年度「リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 会長賞」
を受賞
受賞テーマ：超簡易型包装輸送による回収OA機器のユニットリユース拡大
「ISO9001」認証をメジャーカスタマー事業部全組織で取得
2017年「日本パッケージングコンテスト大型・重量物包装部門賞」受賞包装材が「2018
ワールドスター賞」
を受賞
主要株主が株式会社リコーからSBSホールディングス株式会社へ変更。
SBSグループに参入。
SBSリコーロジスティクス株式会社へ社名変更
本社事務所を品川区東五反田から墨田区太平へ移転
SBS Logistics（Thailand）Co., Ltd.の全株式中49％を取得。同社を関連会社化。
国内関連子会社6社（SBS三愛ロジ東日本株式会社、SBS三愛ロジ関東株式会社、SBS
三愛ロジ東京株式会社、SBS三愛ロジ中部株式会社、SBS三愛ロジ関西株式会社、SBS
三愛ロジ九州株式会社）
を統合し、SBS三愛ロジスティクス株式会社に社名変更
SBS Vietnam Co., Ltd. の全株式中99%を取得。同社を関連会社化。
2020年「日本パッケージングコンテスト工業包装部門賞」受賞

全世界をつなぎお客様の夢をかなえます。

国内外ネットワーク
国内

倉庫施設・拠点
● 錦糸町本社事務所

● 物流センター名古屋大高

● 岡山営業所

● 物流センター京浜島

● 砂美出張所

● 倉敷出張所

● 物流センター江東

● 三河営業所

● 山口営業所

● 物流センター城南島

● 物流センター北名古屋

● 電装営業所

● 札幌営業所

● 物流センター城南島第２

● 物流センター犬山

● 島根営業所

● 旭川営業所

● 城北センター

● 三郷営業所

● 広島営業所

● 札幌OS配送センター

● 物流センター板橋

● 恵那営業所

● 福山デリバリーステーション

● 青森営業所

● 西東京営業所

● 岐阜営業所

● 八戸営業所

● 物流センター平和島第１

● 三重営業所

● 花巻営業所

● 物流センター平和島第２

● 物流センター沼津第1

● 岩手営業所

● 物流センター平和島 Ｄ棟

● 物流センター沼津第2

● 山形営業所

● 中野出張所

● 物流センター沼津第3

● 物流センター宮城

● 物流センター愛川

● 物流センター沼津西

● 物流センター宮城第２

● 物流センター厚木

●リコー沼津事業所

● 物流センター九州

● 迫営業所

●リコー厚木事業所

● 御殿場事業所

● 長崎営業所

● 物流センター東北

● SPC営業所

● 御殿場センター

● 熊本営業所

● 東北営業所

● 海老名営業所

● 小山出張所

● 大分営業所

● 福島営業所

● 国際ロジスティクスセンター

● 静岡営業所

● 宮崎営業所

● 福島市内ターミナル

● 物流センター川崎

● 浜松営業所

● 鹿児島営業所

［北海道・東北］

● 物流センター川崎大師
● 物流センター生麦

● 栃木営業所

● 物流センター横浜

● グローバル

● 茨城営業所

● 物流センター横浜港北

● 物流センター関西

● 古河センター
● 勝田営業所
● 群馬営業所

● 榎田営業所

● 北九州営業所

［関西］
3PL 大阪オフィス

● 関西リサイクルセンター

［甲信越］

● 物流センター福岡

● 沖縄営業所

［北関東］

● 南神奈川配送センター

［九州・沖縄］

● 関西グリーンセンター

海外

● 物流センター江坂

● 欧州支店

● 物流センター関東

● 新潟営業所

● 池田XPT

● RICOH

● 川越営業所

● 山梨営業所

● 阪奈営業所

● 越谷出張所

● 長野営業所

● 兵庫営業所

● 物流センター埼玉

● 松本センター

● 神戸中央XPT
● 京滋営業所

［南関東］

［北陸・東海］

［中国・四国］

● 千葉営業所

● 福井物流センター

● 新習志野センター

●リコー福井事業所

● 香川営業所

● 山武営業所

● 石川営業所

● 徳島営業所

● 山武松尾営業所

● 富山営業所

● 愛媛営業所

● 山武白幡出張所

● 物流センター中部

● 高知営業所

オランダ
LOGISTICS CORPORATION［USA］
● RICOH LOGISTICS CORPORATION［USA］
Georgia Branch
● RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS
（H.K）Ltd.［香港］
● 理光国際貨運代理
（深圳）有限公司
［中国］
● 理光国際貨運代理
（深圳）有限公司
［中国］
上海分公司
● SBS Logistics（Thailand）Co., Ltd.
［タイ］
● SBS Logistics（Thailand）Co., Ltd.
［タイ］
Bang Na Branch
● SBS Vietnam Co., Ltd.
［ベトナム］
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お客様を成 功につな
3PLソリューション
生産物流から通販物流まで国内外の
ロジスティクス業務を一括受託
全国各地の物流センター、国内外をカバーする配
送ネットワークなど、圧倒的なスケールのロジスティ
クスインフラを整備。調達、生産、販売、回収（リサ
イクル）に至るサプライチェーン全体の物流管理を
担ってきたプロフェッショナルの高度な知見と豊富
なノウハウを活かして、お客様の業種業態に最適な
3PLソリューションを提供しています。

物流事業

グローバル3PL事業

精密機器メーカーの
高品質な物流の実現

様々な業種
商品の取扱実績

グローバル
ネットワーク

情報技術
（IT）

物流を支える
事業基盤

グリーン
ロジスティクス

お客様起点

情報技術
物流技術
（IT）
（LT）

運営管理
（マネジメント）

情報技術
物流分析力
（IT）

物流プロと
しての専門性

提案力

情報技術
物流設計力
（IT）

KAIZEN力

SBSリコーロジスティクスの3PLソリューション
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精密機器物流
ソリューション

オフィス通販
ソリューション

量販店向け物流
ソリューション

電子部品物流
ソリューション

年間30万台超の実績。豊富な経験

「物流センター＋ラストワンマイル」

メーカー、卸向け共同物流センター

防塵・静電気対策を施した物流セン

とノウハウにより輸送中の衝撃や振

機能の一括受託により、
コピー用紙

で、複雑化する量販店物流業務を

ターで、各種電子部品の保管・ピッキ

動を最小化。医療用から事務用、製

やトナーなど大量アイテムをオフィスに

一括受託。取引先ごとの流通加工

ング・仕分け・流通加工から配送まで

本用まで多彩な精密機器を全国の

供給。ITの効果的活用により多頻度

に対応しながら、庫内オペレーション

を実施。複数拠点の製品のクロスドッ

納品地まで安心・安全に運びます。

少量の出荷ニーズにもお応えします。

から配送までサポートします。

ク納品にも対応します。

機械部品物流
ソリューション

調達生産物流
ソリューション

化粧品・医薬部外品物流
ソリューション

各種機械部品の組み立て生産工場

サプライヤー側のニーズに対応する、

化 粧 品・医 薬 部 外 品 製 造 業の卸

への納品を、
柔軟な運賃体系で代行。

多様な納品機能を提供。部品の保管

売、通販に対応。BtoB・BtoC向けの

部品形状に合わせた梱包や流通加

や在庫管理の負荷をアウトソーシング

配送インフラを活用し、物流センター

工に対応するほか、
簡易組み立てをは

で解消しながら、
ジャストインタイムの

運営を中核としたラストワンマイルま

じめとする付帯作業もサポートします。

調達物流を実現します。

での一貫したサービスを提供します。

なぐ

国内外に広がるロジスティクスネットワークをバックボーンに、お客様の
業務を最適化し、物流を進化させる3PLソリューションと物流サービスを
提供。豊富な経験とノウハウを最大限に活用して、その物流のあるべき姿
からお客様の成功を支えていきます。

物流サービス
輸送・保管・流通加工・包装・梱包サービスのほか、
様々な付加価値を付けた独自のサービスを提供しています。
一日あたりトラック約2000台が稼働する圧倒的な輸送ネットワークを構築。倉庫における保管から荷役、
流通加工、包装・梱包まで、多種多様な機能を提供する物流サービスをご用意しています。

IT資産管理サービス

回収・リユース・リサイクル

IT機器のソフトウエア更新、一時的な回収・保管といった所在管理

コンプライアンスを順守したリサイクルやリユースを全国で行

から、
メンテナンス、廃棄処理までを行います。

います。

物流センター

お客様・ユーザー

● 製商品の回収・処分

製商品を静脈物流網で全国から回
入庫

回収

メーカー

検品
納品

収し、100％近い再資源化を実現。

販売会社

● データイレース

データイレース

セキュリティー管理を徹底した作業

保管
キッティング

スペースで、回収機器のデータ削除

出荷

を行います。IT資産管理サービスと

納入
廃棄

廃棄先

● キッティングサービス

組み合わせ、個体情報と物理破壊

生産工場

総合管理
DB

リユースセンター

グリーンセンター

リサイクルセンター

実績のデータの紐づけも行えます。
お客様の目の前で物理破壊を行う
オンサイトデータイレースサービスも
実施。

メモリ増設やインストール作業などを行います。
オンライン対応も可能です。
● コンサルティング
● IT機器アセット管理

収集運搬・処分・買取り・広域認定

独自システムを用い、保管場所・個数・期間から、
カスタマイズ履歴、
ライセンス

制度など静脈物流・産業廃棄物・有

情報など、
自社のアセット管理状況をリアルタイムに把握できます。

価物のコンサルティングを行います。

物流センター運営サービス

包装・梱包サービス

倉庫サービス
（入庫受付・保管・出庫・流通加工・包装・出荷）
を提供。

設計・開発・運用のノウハウと実績で、納品品質の向上、輸送効率

また、
お客様が共同で利用できる物流センターも整備しています。

アップ、環境負荷軽減を実現します。

● 共同利用型物流センター

● 包装設計・包装資材販売

複数顧客のアイテムを最新のマテハン施設で一括仕分けを行います。

設計・資材販売、並びに製品仕様に合った包装を提案・設計します。

● 通販向け物流センター

● 包装試験サービス

マテハン活用で高精度、当日納品にも対応できる迅速な作業を行います。

専用装置を用い、振動、衝撃、落下、圧縮、耐湿の試験や評価を行います。
● 循環型エコ包装

繰り返し利用できる包装材を開発。廃棄量削減を実現します。
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信 頼を世界につなぐ
海外ネットワーク
グローバル32か国160都市への
輸送実績が支える国際物流サービス
アジア、欧州、米国などをカバーする海外ネットワークを構築。
フォワーディングを中心に多彩な国際物流機能を提供しています。

SBSリコーロジスティクスグループ

北米

● SBSグループ

RICOH
LOGISTICS CORPORATION［USA］

Georgia Branch

中国
・
アジア

欧州

理光国際貨運代理
（深圳）
有限公司
［中国］上海分公司
理光国際貨運代理
（深圳）
有限公司［中国］
SBS リコーロジスティクス（株）
欧州支店
Atlas Logistics Pvt. Ltd.

RICOH INTERNATIONAL
LOGISTICS
Ltd.［香港］
（H.K）

SBS Logistics
Co., Ltd.
（Thailand）
SBS Logistics
Philippines, Inc.
SBS Vietnam Co., Ltd.

SBS Total Logistics
Malaysia Sdn. Bhd.
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SBS Logistics Singapore Pte. Ltd.

ぐ

精密機器メーカーのグローバルロジスティクスを支えてきた経験、アジアから欧州、
北米までをカバーするネットワークを最大限に活用。国際物流の多様なニーズにフレ
キシブルに対応しながら、ハイクオリティ＆優れたコストパフォーマンスのサービスを
一気通貫でお届けしています。

国際物流サービス
国際物流を支えてきた
フォワーディングサービスと充実の海外ネットワーク
中国の香港および深圳、米国カリフォルニア、
タイのバンコクの4現地法人をはじめ、直営の欧州支店や、
さらに提携先の海外代理店などを結ぶ海外ネットワークを構築。SBSグループ各社の海外ネットワークとも
連携し、お客様がグローバル規模で展開するサプライチェーン管理を強力にサポートします。

輸出入倉庫（保管、梱包、バンニング、デバンニング）
AEO取得済みのセキュアーな保管、バンニン
グ場所と隣接した梱包場、
３Ｄ積み付けソフトを
利用した、安全で効率的なバンニングが可能

貿易コンサルティング

貿易業務代行

経験豊富な専門スタッフが、輸出入ビジネス

国内物流
（輸入）

立ち上げ、
システム面を全面支援

SBSリコー
ロジスティクス

輸入手続き

輸出入通関

国内物流
（輸出）

輸出書類作成、P/O発行、原産地証明書
発行など各種貿易業務を代行

輸出手続き

トラック・ドレージ輸送
SBSグループ含む国内ドレージ輸送会社と

A E O 認 定 事 業 者としてスマートな税 関 手

強固なパートナーシップにより安定的に車両

続きを実現

を確保

海上輸送〜複合一貫輸送

航空輸送

船会社との強固なパートナーシップ、安定

拠 点〜空 港 間におけるトラック輸 送の手

した取扱物量を武器にコスト競争力のある

配や、各路線を運行する航空会社の貨物

価格を提示

スペースの確保・販売

海外域内輸出入手続き

海外域内倉庫

中国、
アジア、北米、

中国、
アジア、北米、

欧州の拠点、パート

欧 州の拠 点を活 用

ナーを活用したグロー

した保税サービスな

バルなサービス

どを展開中

海外域内輸送
強 固 な パ ートナ ー
シップにより安定的
に車両を確保
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社会を未来につなぐ
コンプライアンスと健全な経営
全てのステークホルダーに信頼され続ける企業を目指し、
健全な経営による成長を続けてまいります。
SBSリコーロジスティクスグループは、次の時代の物流業界を牽引する SBS
グループ企業の一員として、
これまで以上に社会的な意義と責任を認識し、品質
保証をはじめとする各種マネジメントシステムを導入。
ステークホルダーの皆様
方のご支援をいただけるよう健全な経営による成長を続けてまいります。

品質保証の取り組み

エビデンスの取得

❶ SBSリコーロジスティクスグループを取り巻くステークホルダーの皆様の願い（期待）に応える

● ISO9001
（QMS品質マネジメントシステム）

❷ 法令遵守、社会通念に従って行動する

● ISO14001
（EMS環境マネジメントシステム）

❸ 環境（シンシアチャレンジ2030）、情報セキュリティ、労働安全衛生、社会貢献に取り組む

● ISO27001
（ISMS情報セキュリティマネジメントシステム）

環境への取り組み
事業に伴う環境負荷の低減に取り組み、
持続可能な社会の形成に貢献します。
「SBSグループ環境方針」
に則り、環境への配慮を経営の重要課題のひとつに
位置付け、省エネ型照明器具や空調設備の導入・運用による温室効果ガス
排出抑制のほか、再資源化率向上やハイブリッド車導入などを推進。事業に
伴う環境負荷を低減する具体的な活動に取り組みながら、持続可能な社会
の形成に貢献し続けています 。

情報セキュリティ
情報資産の取り扱いを重要視し、
機密性、完全性、可用性を確保しています。
「SBSグループ情報セキュリティ基本方針」
「 SBSグループ情報セキュリティ
方針」
「SBSリコーロジスティクスグループCSR方針」
に則り、事業と情報セキュ
リティの一体化を推進。主要サービス業務における紛失･盗難の未然防止や
社員証･セキュリティカード紛失時のなりすまし事件の発生防止などに取り
組んでいます。
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ぐ

SBSグループでは経営理念の一つに「社会的責任なくして企業の発展はあり得ない」
と
掲げています。SBSリコーロジスティクスグループはこの理念を実践するために様々なCSR
活動に取り組んでいます。

安全への取り組み
安全への取り組み
お客様と従業員の安全確保に関する、様々な取り組みを実施しています。
物流品質の向上と、
その改善活動を行い、お客様と従業員の安全を確保しています。

効率向上への取り組み

安全向上への取り組み
物流会社の特性上、
トラック・重機（フォークリフト）
を使用して業務を行うため、

全社員参加型のＫＡＩＺＥＮ活動（１人・件／月、
１人・件／期）
目標を設定して

1回／年、業務適性の判断として、認定制度を運用しています。また、各種コン

取り組むことで、安全、品質、効率の向上を目指しています。
また、成果発表の

テスト
（ドライバー・フォークリフト）
を開催し、意識・技能向上につなげています。

場として、
ＫＡＩＺＥＮ大会（１回／年）
を開催し、
ＫＡＩＺＥＮスキルの向上、好事
例の水平展開に繋げております。

活動の基本は「５Ｓ」

品質向上への取り組み
お客様とサービスレベルアグリーメントの設定を行い、品質維持・向上をお客様

５Ｓ活動は美化活動に留まらず、
ムリ・ムラ・ムダを取り除くＫＡ
Ｉ
ＺＥＮ活動と位置

と共に進めております。特定のサービス
（精密機器物流ソリューション）
では、

付けています。

自社の施設としてトレーニングセンターを運営。
目的

【研修内容】
▶ マシン搬入出作業基本研修

お客様接遇、積載、開梱、移動、担ぎ、設置の一連の作業を座学／実技訓練をあわせて実施
▶ マシン搬入出作業特殊研修

重機（クレーン）、特殊機械（昇降機等）
の取り扱いについて、座学／実技訓練をあわせて実施

安心・安全に繋がる組織風土・文化の醸成

目指す姿

正常と異常がひとめでわかり、
ルール違反がある場合は、
誰でも気付け、
すぐに直せる

5Sの効用

安全・品質・効率の向上

社会とのかかわり −従業員が参画する活動−
持続社会の一員として従業員が様々な社会貢献活動に参加しています。
SBSリコーロジスティクスグループでは森林保全活動や河川・海岸生態系保全活動といった社会貢献活動に、従業員が主体的に参加。
環境や地域とのより良い調和を図っています。
● 森林保全活動

● 河川・海岸生態系保全活動

● 野球教室

公益財団法人東京都農林水産振興財団様と

森林に限らず、持続可能な社会実現の一環とし

2005年より、青少年の健全な育成、
ルールを守る

協 定を締 結 。輸 送 時における温 室 効 果ガスを

て、豊かな地域社会を育む河川･海岸などの清掃

ことの大切さを伝えるために、小・中学生を対象と

吸収する環境づくりを目指し、森林生態系保全

活動や生物多様性保全活動へ参加しています。

した野球教室を開催。野球を楽しみながら、生徒

活動「企業の森」活動を定期的に行っています。

一人ひとりに精一杯指導しています 。
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SBSリコーロジスティクスグループ
■ SBSリコーロジスティクス株式会社
■ SBS三愛ロジスティクス株式会社
■ RICOH LOGISTICS CORPORATION [USA]
■ RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS
（H.K）Ltd.［香港]
■ 理光国際貨運代理（深圳）有限公司 [中国]
■ SBS Logistics（Thailand）Co., Ltd. [タイ]
■ SBS Vietnam Co., Ltd. [ベトナム]

https://www.sbs-ricohlogistics.co.jp

