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▶ 理事長あいさつ

皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社丸和運輸機関は、2015年4月10日に東京証券取引所市場一部指定を果たしたのを機に、それまで協力関係を築
いてきた全国のパートナー企業の皆様への経営支援を目的として｢AZ-COM丸和･支援ネットワーク(略称：AZ-COMネット)｣を
創設いたしました。

当組織の理念として、日本仏教の母山と言われる比叡山延暦寺の礎を築いた伝教大師 最澄が説いた｢一燈照隅 万燈照国
(いっとうしょうぐう ばんとうしょうこく)＝"一隅を照らす"人が増えていき、万の灯火となれば、国全体を照らすことができる｣を掲げて
います。

昨今、6万2千社のトラック運送会社の多くは、深刻なまでのドライバー不足をはじめ、トラックや燃料等コスト負担による財務の逼
迫、荷主からの不利な取引条件、さらには後継者問題等々、山積する課題を抱えています。しかし、いずれの問題も運送会社
単独では解決し得ないものばかりです。

そこで、株式会社丸和運輸機関の東京証券取引所市場一部指定を機に、それまで数十社の仲間と長年続けてきた｢協力会
社勉強会｣を ｢任意団体AZ-COM丸和･支援ネットワーク｣へ改組し、丸和との取引における支払いサイトの短縮をはじめ、トラ
ックや燃料等の協同購入、各種研修会の実施など、具体的な支援策を提供し始めました。

そして、さらにその助け合いの輪を大きく広げ強固なものとすべく2016年11月11日｢一般社団法人AZ-COM丸和･支援ネット
ワーク｣を創設しました。組織的な体制の下で、物流資材を中心とした共同購入サイト品目の強化をはじめ、ETC大口多頻度割
引サービス(*AZ-COM協同組合を通じて2017年8月より開始)の提供、即納可能な新古車の販売、効果的な求人広告サー
ビス、階層別研修内容の充実、地上設置型インタンクの案内等々、支援メニューの充実強化を進めております。スマホを使った安
価な動態管理システムや求荷求車サービス等、運送業の会員企業様へ業務効率改善に資するサービスも提供しています。

また、株式会社丸和運輸機関は大手EC通販企業の配送業務を東京都を中心に手掛けていますが、会員の皆さまとも是非ご
一緒に本EC事業に取り組んでいきたいと考えております。

さらに、｢大規模災害時における支援活動に関する協定｣を2017年8月に埼玉県
の吉川市と松伏町と締結しました。今後、順次締結先を広げ、AZ-COMネットが
社会の公器としての役割を果たしていけるよう尽力して参ります。

今後も｢利他の精神｣の下、サービス内容の充実と会員企業数の拡大をはかるとと
もに、会員企業の皆様の事業拡大、競争力の向上、及び経済的地位の向上に
貢献するネットワークとして当組織の発展に全力で取り組み、将来の物流業界、ひ
いては日本国家の繁栄に寄与できる組織づくりに邁進して参る所存でございます。

会員企業の皆様におかれましては、何卒当組織の趣旨をご理解賜り、新たな成長
エンジンとして当組織のサービスを幅広くご活用いただきますよう、ご支援とご協力を
心よりお願い申し上げます。

理事長 和佐見 勝



経営利益支援メニュー

物流資材を中心に事務用品まで、お仕事で使う備品・消耗品等を
AZ-COM会員価格でご提供します。

経費削減に大いにご活用ください！

共同購入

ストレッチ
フィルム

(掲載例)

ドライブレコーダー

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
多くが手にするスマートフォンに強い
求人サイトを

AZ-COMネット会員向け特別企画・・・バナー広告
2017年7月実施実績
面接率 48％ 採用社数率 61％
採用率 41％・・・内 10代～30代 52％

ETC
2.0

高速料金 大口多頻度割引き！

近日リリース

※AZ-COM協同組合への加入が必要です。

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

車輌

日野自動車の最新車輌を「AZ-COMネット特別価格」
でご提供します。

「即納可能」な車輌情報
も提供しています。

「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

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

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

福利厚生

AZ-COMカード
(ゴールドカード) 格安パソコン

※他にも各種用意しています。

紳士服・婦人服

住宅取得支援

求荷求車

MOVO[ムーボ]求荷求車 株式会社Hacobu

直荷主
中堅企業
250社超

配送
依頼

荷物情報

応 募

配送指示書
請求・料金回収

マッチング
明瞭な料金体系で運賃決定

運送会社
事前登録
*保有車種
*対応地域 OBD給電 シガー給電

●位置情報の更新 ５秒毎
●日報出力
●Google Mapとの連携で実際の場所
を見ながら誘導可能

動態管理システム



教育支援メニュー

セールスサービスマン(SSM)初級

※「経営利益支援メニュー」「教育支援メニュー」とも、この他に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/

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、又は丸和グループ提携先
企業

受講料
3,000円/人
※昼食(お弁当)代を含みます。

講義 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

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

セールスサービスマン(SSM)中級
対象者

SDリーダーの方、また今後期待する方、ベテラ
ンSDで新たなことを学ばせたい方など

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 30名

講師 ㈱丸和運輸機関、日野自動車 他 受講料
5,000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回すべて出席できる方

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。

1回目 2回目 3回目

内容

・自社の現状と課題
・物流業界の現状
・リーダーシップの本質
・運行管理業務の適正なる運用
・改善計画の作成

・改善活動の振り返り、共有
・安全管理・労務管理事例
・計画の修正
・収支管理

・収支管理の振り返り
・日計・収支管理の活用事例
(運行効率の見える化)

・改善活動の取組み共有
・今後の目標設定

職場の改善活動の実施

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 東京事務所 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。

●経営分析等、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

プログラム

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



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 2015年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」

その他の催事

●パートナー企業研修会

●海外視察研修会(有料)

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

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

※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
〒100-8235 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビル本館5階

TEL 03-3212-1111

紹介担当者 会社名 担当者名 TEL

●地域ごとの「交流会」「セミナー開催」等
を積極的に展開して参ります！

入会金・年会費

FAX 03-3212-1112


