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【座右の銘】

大きなことから小さなことまで、
何かございましたら

JPRまでお問い合わせを！
何ができるかを一緒に考えさせてください！

【趣味】

軽い筋トレ

【好きなもの】

スーパーファミコン

【嫌いなもの】

パクチー

発行/2021年2月10日　編集/日本パレットレンタル株式会社　制作・印刷/DNP 大日本印刷株式会社

お客さまに言われて嬉しかった一言

困りごとがあったので
日向さんに連絡しました

【長所・ウリ】

チャレンジ精神

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル　URL www.jpr.co.jp　e-mail service@jpr.co.jp

連絡を頂いた際に言われて一番嬉しかった言葉です。困りごとを共有いただき、
一緒に解決に向けてお仕事させていただけることに喜びを感じます。

氏名
ヒナタ ギイチ

日向 儀一
事業開発部
事業開発1グループ

お客さまへのメッセージ

最新情報など詳しくはwebから！

日本パレットレンタル

【出身地】

神奈川県

やらずに後悔するより、
やって後悔
何事もまずはやってみる。
良し悪しは一歩前に出ないと分からないと思います。

北海道、関西、関東

氏名

所属部署

担当エリア

商品を積みつけてみたら、意外と上部はスカスカ……。重量にも余裕があるけ
ど、ダメージのリスクがあるので段積みを断念……。そんなときには、トラック用
デッキラックを使って2段積み！ 積載効率がアップし、便数の削減が可能となりま
す。アイロップ社のトラック用デッキラックは、ダンパーを備えた折りたたみ機構
が自慢。指挟みを防止し安全に組み立てて使用でき、輸送が終われば折りたた
んで効率的に回収や保管ができます。耐荷重は1t。機械類をはじめとした段積
みが難しい商品の輸送にぴったり。オプション品の「高さ上げ支柱」を使えば、
高さ内寸を柔軟に変更することもでき、さまざまな荷姿に対応
可能です。サイズや仕様は各種オーダーメードも承ります。ど
うぞお気軽にお問い合わせください。
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ダンパー付き折りたたみ式

トラック用デッキラック

詳しくは動画で！

支柱を広げて2段積み。
積載効率UP！

商品・サービスインフォメーション
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ダンパー付きで安全！

荷台を
有効活用！

折りたたんで回収＆保管も便利！

紙文化が残る物流と電子化の効果



菅義偉首相は2020年9月、「デジタ

ル庁」の創設を表明しました。今後は、

デジタル化が進展し、日本の行政およ

び経済の合理化、費用削減が進み、日

本の社会と経済のさらなる発展が期待

されています。また、新型コロナウイル

ス感染症拡大によって生活様式、働き

方含めて今までの常識が大きく変わっ

てきており、2021年はニューノーマル

と呼ばれる環境に対応するために、各

業界のデジタル化が一層加速するこ

とが予測されます。

物流は複数の企業が連携して行わ

れる性質上、統一された仕組みが求め

られるIT化が進みづらい業界です。一

方で、その事業規模は23兆円と大き

く、効率化によるポジティブな経済イン

パクトを受けやすい業界とも言えます。

今回は、紙文化が残る物流業界にお

ける電子化の効果について触れてい

こうと思います。

コロナ禍を経て、物流が社会インフ

ラとして大切なことが改めて顕著にな

りました。しかし、依然として業界では

深刻な人手不足が叫ばれています。重

労働、長時間労働など、業界を取り巻

くイメージは、新規就労者には高い壁

になっており、この労働環境を改善す

るべく、業務の電子化・IT化に期待が

高まっています。とはいえ、紙文化が強

く根付く物流業界。他業界と比べて、

その進捗がなかなか見られないのがも

どかしくもあります。

物流業界では生産したモノが店舗に

届けられるまでの間、モノと共に紙伝

票が取り扱われています。陸上のモノ

輸送だけでも製造、卸、運送事業者、

倉庫業などあわせて約100万社が紙

伝票を扱います。※１

弊社では、関西大学名誉教授宮本

勝浩氏の監修の元、「紙伝票の電子

化」についての調査及び経済効果の

算出を行いました。

結果、物流業界の中の道路輸送業界

の運送業と倉庫業の「紙伝票」がすべ

て電子化された時、伝票の電子化によ

る業界全体の経済効果は年間約

3,533億6,368万円※2となりました。こ

れは物流業界のデジタルトランス

フォーメーション（DX）の一つが及ぼす

※1 運輸業は「日本のトラック運送産業現状と課題」（全日本トラック協会2020年）、倉庫業は「倉庫事業経
営状況調査」（国交省平成30年度）の普通倉庫、冷蔵倉庫業、卸売業は、「経済センサス‐活動調査 
産業別集計(卸売業，小売業に関する集計) （総務省統計局平成 28 年）、製造業は「商工業実態調査
業種別の企業数」（経済産業省）をもとに算出。（順に62,461社＋5,787社＋364,814社＋663,183社
＝1,096,245社）

※2 道路輸送業界の運送業と倉庫業の対象企業全体の事業所数を足し上げ、下記調査から得た、事業所
で1日に扱う伝票の数(中央値100枚)と1枚の紙伝票処理にかかる時間(中央値5分)をそれぞれかけ合
わせることで、各事業所で紙伝票を電子化することによる伝票用紙自体のコスト削減や紙の伝票処理
の削減によってもたらされる人件費の削減効果を導き出し算出。
【調査概要】
＜調査名＞伝票処理に関する調査
＜対象者＞運輸・輸送業、倉庫業で伝票を扱う業務をしている全国の20～60代男女
＜日時＞2020年11月24日（火）～2020年11月25日（水）
＜サンプル数＞200名

TSUNAGUTEは物流業界の全ての紙伝票を電子化し業務効率向上・物流構造全

体の標準化への貢献を目指す「物流DXのソリューションカンパニー」です。社名の由

来は「つなぐ手」。単独でクリアできない課題も業種や企業を超えて、人と人がつなが

ることで解決できる、物流にはその余白がある、そんな想いで名付けられました。

春木屋悠人（はるきや ゆうと）
株式会社TSUNAGUTE 代表取締役社長

昨今、深刻な労働力不足に見舞われている物流業界。

その現場では依然として数多くの「非効率」が存在しています。

特に、長距離輸送を伴う運輸業者や、毎日多くの紙伝票を扱う物流センターで

業務にあたる方々の就労環境には、その「非効率」が顕著に残っています。

紙文化が残る物流と
電子化の効果

経済効果として決して小さくない効果

であり、労働力不足が叫ばれる中、ど

れだけの人々が紙の処理に追われて

いるかを表しているとも言えます。

新型コロナウイルスの感染拡大リス

クが高まる今、物流センターが封鎖さ

れれば医療崩壊と同様、社会的なイン

フラが危機に陥ってしまう可能性すら

あります。モノが留め置かれる時間が

長く、そこに介在する人が多いほど感

染リスクは高まるとされています。

そこを効率化すれば、感染リスクを抑

えつつ、その価値を商品に反映するこ

とが可能になります。

紙から電子データに移行することで、

これまで別々の作業であったものを一

連の作業としてつなげることができま

す。結果として、作業時間の圧縮、ドラ

イバーの待機時間削減によるオペレー

ションの簡略化など、作業効率を向上

することが可能です。

私たちの日常生活では、請求書、

キャッシュレス決済を始めとした電子

化が進み、紙を受け取る機会も日常的

に減ってきています。事業者間の物流

においてもそう遠くない未来にこうした

状況は訪れるはずです。持続可能な物

流のために何ができるか。2021年は物

流のニューノーマルとは何かを問われ

る年になるのではないでしょうか。

JPR SPOT LIGHT 株式会社TSUNAGUTE
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