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●パートナー企業研修会
毎年 春と秋の2回開催。
タイムリーなテーマを取り上げ、全国からご参画の会員の皆様と学びます。

支援メニュー紹介

●地域交流会

●セミナー(会員限定)

「パートナー企業研修会」「地域交流会」につきましては、非会員の皆様にもご参画いただけます。
今後の開催日程につきましては、事務局までお問合せください。

2018年7月17日 「労務管理セミナー」
8月21日 「助成金活用セミナー」

11月28日 「労務管理セミナー」

アズコムネット 検索

北海道、東北、北関東、南関東、関西、中四国、
九州の７地域で交流会を開催しています。

年 開催地(開催月)

2019
関東(１) 東北(2) 関西(6) 九州(7) 東北(8)
中四国（9） 北海道(12)

2020
関東(1/30) 関西(2/10) 東北(2/21)
九州(2/25) 中四国(3/4) 北海道(4/27)

2019年 8月 6日 「労務管理セミナー」
10月 8日 「人財採用セミナー」

「じぶん年金セミナー」

第1回 2015年 7月 「イトーヨーカ堂の物流に関する考え方」
第2回 11月 「アルフレッサの物流構想」
第3回 2016年 3月 「需要創造に向けた小売業の変革」 株式会社マツモトキヨシ様
第4回 2016年10月 「流通業のロジスティクスに求められる機能の変遷」 三菱食品株式会社様
第5回 2017年 3月 「一般社団法人としてのAZ-COM戦略」
第6回 2017年10月 「EC事業への挑戦」
第7回 2018年 3月 「新たな成長市場攻略とETC協同組合」 ～新たな価値創造で社会インフラとなる～
第8回 10月 「EC事業戦略と金融商品の研究開発」
第9回 2019年 3月 「2019・AZ-COMネット経営戦略」「交通情勢と安全運転管理」
第10回 10月 「新事業BCP対策について」「求荷求車サービスの現状と今後の展開について」
第11回 2020年 10月 「運輸関連産業の防災連携と事業継続のポイント」
第12回 2021年 3月 「2021年AZ-COMネットの経営戦略ーBCP物流事業への挑戦ー」

※第13回は、2021年10月15日（ベルサール九段）にて開催予定

2021年 2月 17日 「財務改善セミナー」
3月 10日 「売掛金保全セミナー」
3月 23日 「運行形態別給与セミナー」
4月 13日 「事業承継セミナー」



経営(利益)支援メニュー

物流資材を中心にお仕事で利用する
備品をAZ-COM会員価格で提供します。

共同購入

ストレッチ
フィルム

AZ-COMネット会員向け
大幅割引き価格で提供しています。

人財募集 地域に密着した求人誌や
若者の閲覧頻度の高いネット
に強い求人サイトを

AZ-COMネット会員向け特別企画も実施！

ETC
2.0

ETC大口・多頻度割引
き

※AZ-COM協同組合への加入(出資金１万円)が必要です。

支払期日短縮 丸和運輸機関グループとの
取引きにおける支払い期日を

請求

支払

「末日締め翌月２０日支払い」
に短縮致します。

※「運送基本契約書」「配送業務委託契約書」
等の基本契約書が締結されていることが前提です。

リース会社紹介サービス

売主/販売会社

AZ-COM会員

AZ-COM事務局

①仕様・購入
金額交渉

②見積書徴求

③案件連絡表＋
見積書をFAX ④案件連絡・見積依頼

Aリース
Bリース

Cリース

Bリース

決定

⑦Bリースを紹介

⑥比較・検討・決定

⑧
手
続
き

設備導入(トラック、洗車機、マテハン機器等)をリース/割賦で導入
を検討しているケースにおいて、AZ-COM事務局がAZ-COM会員
の複数のリース会社に対して見積依頼を実施し、最優遇リース料率
を提示したリース会社をご紹介するメニューです。

⑤見積提出

保険

車輌・燃料 即納可能な車輌情報も提供しています。

ウェイトを占める「燃料費」の削減にも貢献！

燃料販売会社様数社のご協力を得て経営上大きな

設備

様々な設備をAZ-COMネット価格で提供
施工実例: 3,090本のLED照明導入で、
770万円/年 大幅コストダウン！

地上設置型インタンク
▶利便性が高い

▶工期が短い

▶導入コストの削減

▶安全性に優れ・環境に優しい

 NEXCO等が提供する割引(車両単位割引と契約単位割引)を組合員に完全還元
 一般社団法人AZ-COMネットと同時運営することで、割引後利用料金の2.5％という低廉な管理費を実現
 通常お預かりする利用料金4ケ月分を組合員からは頂かず、銀行保証で対応

●NEXCO３会社の高速道路割引 ※他の「高速自動車国道」と「一般有料道路」の割引率については、ホームページでご確認ください。

※左記の割引き率は、

ETC2.0の装着が条件と
なります。
通常のETCの場合は、車
輌単位割引の各区間の
割引き率が、
10％ダウンします。

●サービス概要

経費削減に大いにご活用ください！

携帯電話

業務上不可欠の携帯電話
もご用意。

ご提供可能機種、利用条件
等詳細は、事務局までお問
合せください。

※「AZ-COMネットリース」も2019年度よりスタートしました。

会員専用の見舞金制度で従業員の皆様の
ケガ等を幅広く割安な保険料で補償します！

車輌１台の月利用額 割引対象額 車両単位割引 契約単位割引 100,000円/月 利用時の割引額

0円～5,000円 5,000円 0% 10% ▲500円

5,000円～10,000円 5,000円 20％ 10% ▲1,500円

10,000円～30,000円 20,000円 30％ 10% ▲8,000円

30,000円～100,000円 70,000円 40％ 10% ▲35,000円

合計
▲45,000円

福利厚生(従業員の皆様へ)

住宅取得

格安パソコン
年会費永年無料

のクレジット（ゴールド）カード

AZ-COMカード

※この他にも各種ご用意しております。



プログラム

●社会から求められるプロドライバー
●安全運転を目指して
●事故防止に必要なこと

教育(人財育成)支援メニュー

セールスサービスマン(SSM)初級 対象者 現在、配送業務に従事されている方 受講期間 1日(9:00～16:30)

会場 開催の都度、ご確認ください 定員 50名

講師 ㈱丸和運輸機関、および丸和グループ提携先企業 受講料
4,000円/人
※昼食(お弁当)代を含みます。

グループワーク グループ発表 個人発表課題作成ディスカッション

セールスサービスマン(SSM)中級
対象者 準中型免許がある方で乗務経験のある方 受講期間 1日(9:00～17:00)

会場 開催の都度、ご確認ください 定員 20名

講師 ㈱丸和運輸機関、日野自動車 他 受講料
6,000円/人
※昼食(お弁当)代を含みます。

プログラム

●実車訓練による運転技術指導
●運行前点検・車輌点検の
整備技術向上

●労務管理・健康管理の知識向上 実車訓練
労務管理
健康管理

運行管理者コース【全３回】
対象者

現在、運行管理の業務に従事されている方、もしく
は今後予定の方 ※全3回出席できる方

受講
期間

全3回(約6ケ月のうちの3日)

会場 開催の都度、ご確認ください 定員 30名

講師 ㈱丸和運輸機関、および丸和グループ提携先企業 受講料
15,000円/人/全3回
※昼食(お弁当)代を含みます。

経営者コース【全６回】
対象者

会社の経営・管理業務に従事されている方、もしく
は今後その役割を担う方※全6回出席できる方

受講
期間

全6回(約6ケ月のうちの6日)

会場 AZ-COM丸和・支援ネットワーク 東京オフィス 定員 50名

講師
㈱丸和運輸機関 代表取締役 和佐見 勝
経営幹部および丸和グループ提携先企業

受講料
120,000円/人/全6回
※昼食(お弁当)代を含みます。

●会社経営に必要な手法を学ぶと共に、自社の経営の総点検（企業診断）を実施

●自社の状況を把握した上で、今後業績を拡大させていく為の施策を検討

●「講義」と「実習(自社分析と対策)」を組み合わせ、より実務に活きる内容

下記の経営(業務)課題にお応えします。

●日頃から安全運転に関して指導しているが、どうしても事故が減らない
●行政も厳しくなっており、労務管理を強化しなければならないが、良い方法が見つからない
●会社の発展のために収益性をもっと高めていかなければならないが、何をすべきかわからない
●研修を受けさせたいが、運行管理者向けの専門研修がない・・・etc

プログラム

運行前点検
・車輌点検

実車訓練

運行前点検
・車輌点検

対象者 運送業の経営者、管理者、経理財務担当者
※全４回出席できる方

受講期間 全4回(約6ケ月のうちの4日)

会場 開催の都度、ご確認ください 定員 30名

講師 TKC会員の税理士 受講料
36,000円/人/全4回
※昼食(お弁当)代を含みます。

TKC提携研修【全４回】

TKC全国会が企画する「経営者塾」のノウハウを基に、会員企業様の業績向上を目的に運送業における「月次決算体制
の構築」「経営計画策定」を自社計数で実践的に学習し、経営者自らの言葉で会社を語ることを目指します。研修の特徴

運送業経営者向け計数管理研修



会員資格 入会金 年会費

正会員 20万円 20万円

準会員 10万円 10万円

賛助会員 6万円 6万円

個人会員(個人事業主限定) 3万円 3万円

※加入の申込みがあった時は、本会事務局の事前審査
を経たのち、理事会において入会の諾否を決定します。

※年会費は、４月～翌年３月までの金額となります。
途中月での入会の場合、年会費を月割にして、３月ま
での月数分が初年度の年会費となります。

問い合わせ先
一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビル本館5階
MAIL azcom-net.info@momotaro.co.jp

TEL 03-3212-1111

入会金・年会費

FAX 03-3212-1112

※「経営利益支援メニュー」「教育支援メニュー」とも、多くのメニューを取り揃えています。詳細につきましては
ホームページを是非ご覧ください。 http://www.azcom-net.jp/

2015年 8月 欧州 ナイキ物流センター視察 ルクレール ZARA 等

2016年 2月 LA Amazonフルフィルメントセンター ウォルマート 等
2016年 9月 欧州 Amazonフルフィルメントセンター IKEA 等

2017年 2月 NY Amazon ホールフーズ NY日本総領事館 等
2017年 8月 ASEAN セントラルGr物流施設 テスコロータス店舗 等
2017年 9月 欧州 ジョンルイス物流センター Mercadona物流センター等

2018年 2月 米国 Amazon本社 全米トラック協会 等
2018年 7月 北欧 ICA物流センター Hemkop XXLSport&Villmark社センター 等

11月 ベトナム Big C   Coop-mart 等

2019年 2月 米国 Amazonフルフィルメントセンター3拠点
楽天スーパーロジスティクス Zappons本社 等

9月 中国 アジア太平洋小売業者大会へ参加
アリババ本社訪問
京東集団JD.com物流センター視察等

●海外視察研修会(有料) 最新物流・流通視察

米国・欧州・ASEAN等でのオムニチャネルやECの急速な普及とそれに対応する
物流面の動きを注視すると「流通が変われば物流も変わる」が実感を持って理解
できます。課題の発見や多くのヒントを得ることを目的に実施しています。

平日 9:00～17:00 (年末年始を除く)

2018年 北欧

2019年 米国

アズコムネット 検索


