ಖ⟶䛩䜛䞉ຍᕤ䛩䜛䞉ᒆ䛡䜛
㓄㏦䝉䞁䝍䞊䞉㏻㈍≀ὶ䞉㻰㻹䝯䞊䝸䞁䜾䡚㻵㻯㼀䜻䝑䝔䜱䞁䜾䞉䝸䝨䜰䜎䛷

≀ὶ䝉䞁䝍䞊䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾

ྛ✀⤂ 䛸 㻽㻒㻭

➨1∧
ᖹᡂ23ᖺ7᭶13᪥

ఇࡸ˟ᅈ ἇὅἁἕἚ
䕕 ᮾி 䛈㻝㻟㻡㻙㻜㻜㻝㻢㻌
ᮾி㒔Ụᮾ༊ᮾ㝧 㻝㻙㻟㻙㻝
㻝 㻟 㻝
㼀㼑㼘㻚㻜㻟㻙㻡㻢㻣㻣㻙㻟㻟㻝㻝㻌㻲㼍㼤㻚㻜㻟㻙㻡㻢㻣㻣㻙㻟㻟㻜㻞
䕕 㜰 䛈㻡㻟㻞㻙㻜㻜㻝㻝
㜰ᕷᾷᕝ༊す୰ᓥ 㻢㻙㻥㻙㻞㻜㻙㻞㻲
㼀㼑㼘㻚㻜㻢㻙㻢㻝㻜㻝㻙㻤㻝㻡㻝㻌㻲㼍㼤㻚㻜㻢㻙㻢㻝㻜㻝㻙㻤㻝㻠㻡
䕕ྡྂᒇ 䛈㻠㻢㻜㻙㻜㻜㻜㻤
䛈㻠㻢㻜 㻜㻜㻜㻤
ྡྂᒇᕷ୰༊ᰤ㻞㻙㻣㻙㻝㻟 㻝㻜㻲㻙㻝㻟
㼀㼑㼘㻚㻜㻡㻞㻙㻞㻝㻥㻙㻢㻤㻡㻜 㻲㼍㼤㻚㻜㻡㻞㻙㻞㻝㻥㻙㻢㻤㻡㻝

ᶕᶕᶕᵌᶑᵿᶌᶉᶓᵌᶌᶃᶒ

ᶇᶌᶄᶍᵞᶑᵿᶌᶉᶓᵌᶌᶃᶒ
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┠ḟ

ἇὅἁἕἚཋ්ἍὅἑὊಒᙲ
䝉䞁䝍䞊ᴫせ䛸㐠Ⴀయไ

P.3

ᇶᮏᶵ⬟䛸ㄳ㈇䝃䞊䝡䝇

P.4

ỴỸἚἏὊἉὅἂỉἳἼἕἚ
䝃䞁䜽䝛䝑䝖䜈䛚௵䛫䛔䛯䛰䛟䝯䝸䝑䝖

P.5

Ӳᆔʙ̊ỉኰʼ
 ⤂ 䠖 㓄㏦䝉䞁䝍䞊䜢㐠Ⴀ䛧䛯䛔

P 7
P.

 ⤂ 䠖 ㏻㈍䜢ጞ䜑䛯䛔
 ⤂ 䠖 DM䜢㏦䜚䛯䛔
 ⤂ 䠖 䜻䝑䝔䜱䞁䜾䞉䝉䝑䝔䜱䞁䜾䛾౫㢗
 ⤂ 䠖 ಟ⌮䝉䞁䝍
ಟ⌮䝉䞁䝍䞊䛾౫㢗
䛾౫㢗
 ⤂ 䠖 ≀ὶຍᕤ䛾౫㢗
 ⤂ 䠖 ಟ⌮䝉䞁䝍䞊䛾౫㢗
 ⤂ 䠖 ಖ⟶/ᗫᲠ
ᵑᵮᵪ
䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛜⪃䛘䜛3PL

P. 19

ᵯᵄᵟ
䜘䛟䛒䜛㉁ၥ

P. 20

˟ᅈಒᙲ
ᡤᅾᆅ䞉䜾䝹䞊䝥♫⤂

P. 21

䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛾䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛸䛿

P. 22
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〜案件の大小問わず、安心の物流倉庫、豊富な作業メニューでお客さま企業の物流をサポート〜
༢⣧䛻䛂㡸䛛䜛䡚Ⓨ㏦䛩䜛䛃䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸䛹䛾䜘䛖䛻㡸䛛䜚䚸ᗜෆసᴗ䛧䚸⟶⌮䜢䛩䜛䛾䛛䠛
䛹䛾Ⓨ㏦᪉ἲ䛜Ᏻ䛷☜ᐇ䛛䛴ຠᯝⓗ䛛䠛䛺䛹,䛾ᴗົᡭ㡰䞉ᅾᗜ䞉ὶ㏻䛾ຠ⋡䜔䝁䝇䝖䝎䜴䞁䜢ᖖ䛻⪃䛘䚸ᥦ䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䛺䝉䜻䝳䝸䝔䜱యไ䛸ຠᯝⓗ䛺䝅䝇䝔䝮ά⏝䚸ఱ䛻䜒ᰂ㌾䛻ᑐᛂ䛩䜛୰つᶍ≀ὶ䝉䞁䝍䞊䛺䜙䛷䛿䛾ᶵືຊ
䛭䛧䛶 䛚ᐈ䛥䜎ᴗ䛾
䛭䛧䛶䚸䛚ᐈ䛥䜎ᴗ䛾䝙䞊䝈䛻ᛂ䛘䜛䛯䜑ᴗົ䛤䛸䛻䜹䝇䝍䝬䜲䝈䛥䜜䜛౽ᛶ䛾㧗䛔ὶ㏻ຍᕤ䞉䝔䜽䝙䜹䝹సᴗ➼䛾䝯䝙䝳䞊⩌䛸ᑓ௵䛾⟶⌮యไ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䝈䛻ᛂ䛘䜛䛯䜑ᴗົ䛤䛸䛻䜹 䝍 䜲䝈䛥䜜䜛౽ᛶ䛾㧗䛔ὶ㏻ຍ
䝔䜽 䜹 సᴗ➼䛾䝯
⩌䛸ᑓ௵䛾⟶⌮యไ䛜䛒䜚䜎䛩

物流センター概要

物流コントロールセンター概要

➨䠍䡚➨䠐≀ὶ䝉䞁䝍䞊䜎䛷ィ䠐ᣐⅬ

ᮾி䜢ຊ䛸䛧䛶䚸㜰䞉ྡྂᒇ䛾ィ䠏ᣐⅬ

ᇸ⋢┴ධ㛫㒆୕ⰾ⏫䛾➨䠍䝉䞁䝍䞊䚸䛩䜉䛶ྠ┴ෆ

௦⾲ᮾி 䠖 ᮾி㒔Ụᮾ༊ᮌሙ

ᮾி㥐䛛䜙㻝㛫⛣ືᅪෆ䞉㛵㉺⮬ື㌴㐨ᡤἑ䠥䠟䠑ศ
ྲྀᢅ 䠖 䝲䝬䝖䚸䜖䛖䝟䝑䜽䚸బᕝ䚸す⃰䚸㒑౽
䝲䝬䝖 䜖䛖䝟 䜽 బᕝ す⃰ 㒑౽

䛺ᙺ 䠖 ሗ⟶⌮䚸㐍ᤖ⟶⌮䚸ሗ࿌⟶⌮䚸ົᒁ㐠Ⴀ
≀ὶィ⏬ ᴗົศᯒ ᴗົタィ
≀ὶィ⏬䚸ᴗົศᯒ䚸ᴗົタィ

యไ 䠖 䠏䠈䠑䠌䠌ᆤ䝇䝨䞊䝇䚸ᖖ䠍䠏䠌䡚䠍䠔䠌ྡົ

䛚ᐈ䛥䜎ᴗྥ䛡䞉㢳ᐈྥ䛡ၥྜ䛫❆ཱྀ

㐠Ⴀ 䠖 ᭶䡚ᅵ᭙᪥ 䠄᪥䞉⚃ఇ䜏䠅

㐠Ⴀ 䠖 䠏䠒䠑᪥䠎䠐㛫

⎔ቃ 䠖 䝥䝷䜲䝞䝅䞊䝬䞊䜽 䠖 ྲྀᚓ῭䜏

䝥䝷䜲䝞䝅䞊䝬䞊䜽 䠖 ྲྀᚓ῭䜏

௦⾲䞉➨1䝉䞁䝍䞊

提携倉庫・連携事業

≀ὶ䝁䞁䝖䝻䞊䝹䝉䞁䝍䞊
䠄ᮾி䞉㜰䞉ྡྂᒇ䠅

チルド倉庫

： 千葉・埼玉

長期保管倉庫

： 新潟

大規模キッティング ：

新潟

サンクネットの他事業との連携
コールセンター、入力センター、
フィールドサポート（全国訪問）

ᣃϋẦỤᾀ᧓חϋẆᾂᾄ״Ẇ࣎ܤỉሥྸ˳С
䛩䜉䛶䛾ᴗົ䛾ሗ䞉㐍⾜䞉❆ཱྀ䛿䚸≀ὶ䝁䞁䝖
䝻䞊䝹䝉䞁䝍䞊䛜㞟⣙⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛷䚸⌧ሙ䛸⟶
䝻
䝹䝉䞁䝍 䛜㞟⣙⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛷 ⌧ሙ䛸⟶
⌮䛾2㔜యไ䛷☜䛛䛺Ᏻᚰ䜢䛚ᒆ䛡䛧䜎䛩䚹
ཋ්̽ࡉὉ්ᡫьὉᣐᡛἍὅἑὊᛪᧉݦ
タഛ ྛ✀䝷䝑䜽 䝣䜷 䜽 䝅 䝸䞁䜽ᶵ ᢡᶵ
タഛ䠖ྛ✀䝷䝑䜽䚸䝣䜷䞊䜽䚸䝅䝳䝸䞁䜽ᶵ䚸ᢡᶵ䚸
᳨㔪ᶵ䚸ྛ✀䝥䝸䞁䝍䞉ฟຊタഛ䚸䝇䜻䝱䝘䚸᳨ド
⏝LAN⎔ቃ䚸㏻ಙ⎔ቃ䚸㈨ᮦྛ✀ྲྀᢅ䛔
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依頼される業務内容、お預かりする製品や商品に応じた最適な物流センターと物流サービスを提供いたします。
⌧ሙసᴗ䛿䜒䛱䜝䜣䚸≀ὶᴗົ䛻ྍḞ䛺≀ὶィ⏬䚸䝅䝇䝔䝮ά⏝䚸㐍ᤖ⟶⌮䚸ሗ⟶⌮䛸䛔䛳䛯㐠Ⴀィ⏬䞉㐠Ⴀ⟶⌮䚸᪥䚻䛾㐍ᤖ䞉ሗ࿌䝺䝫䞊䝖䜎䛷ᚭᗏ䝃䝫䞊䝖
㛫㐪䛔䛜㉳䛝䛺䛔ᕤኵ䛸䝅䝇䝔䝮ά⏝䚸ຠ⋡ⓗ䛺సᴗᡭ㡰䜔㈨ᮦ䛾㑅ᐃ䚸〇ရ䞉ၟရ䛻ᛂ䛨䛯Ⲵཷ䛡䛛䜙᳨ရ䞉ಖ⟶䞉Ვໟ䚸㏦᪉ἲ䞉㐠㏦♫䛾㑅ᐃ䜎䛷䚸䝁䝇䝖ຠ
⋡䛾㧗䛔䚸᪩䛟䚸Ᏻ䛟䚸ṇ☜䛺ᴗົ䜢ᥦ౪䛔䛯䛧䜎䛩䚹
ᾃếỉɼᙲཋ්ἇὊἥἋ

ؕஜỉཋ්ೞᏡ

▷ᮇಖ⟶䞉㛗ᮇಖ⟶

䠞䡐䡋䠞䚸䠞䡐䡋䠟 㓄㏦

ධᗜ䞉᳨ရ䞉ಖ⟶

ಶཱྀ䞉䝟䝺䝑䝖䞉䝁䞁䝔

䝢䝑䜻䞁䜾䞉Ვໟ

䝘ฟⲴ Ꮿ㓄౽ 䝯䞊

ఏ⚊༳Ꮠ䞉ᖒ⚊ฟຊ

䝹౽ 㒑౽ 䝏䝱䞊

ฟᗜ䞉㓄㏦⟶⌮

䝍䞊౽ ❧䛶౽

ཋ්ǳȳȈȭ ȫǻȳǿ
ཋ්ǳȳȈȭȸȫǻȳǿȸ

㻵㼀⣔ᶵჾ ᐙ㟁➼
ึᮇタᐃ 䜲䞁䝇䝖䞊
䝹 ⤌❧ ಟ⌮䞉⏕
◚Რ ⏘ᗫ ᳨ド
᳨ド䞉

䞉䜰䝉䞁䝤䝸
䝝䞊䝗䞉䝋䝣䝖䝯䞊䜹䞊
䠄䠥䠰䞉㏻ಙᶵჾ䞉ᐙ㟁䠅
䠄䠝䠲 ⋵ල䛺䛹䠅
䠄䠝䠲䞉⋵ල䛺䛹䠅
䝅䝇䝔䝮䝧䞁䝎䞊
䠯䠥♫ 䝸䞊䝇♫

ᢡ ㈞䜚 ᑒධ ᑒ⥸
䝅䝳䝸䞁䜽 ⿄ධ䜜
䝍䜾䛡 䝉䝑䝖䞉ᢤ
䛝ྲྀ䜚 ≉Ṧໟ
≉Ṧຍᕤ

ཷὀ䝕䞊䝍ฎ⌮䞉ຍ
ᕤ ≉Ṧ᳨ရ ≉Ṧ
ຍᕤ ໟ 䝷䝑䝢
䞁䜾 ⇐ᩯ 䜹
䜹䞊䝗ᑐ
䝗ᑐ
ᛂ ♩≧ᑐᛂ

䜰䝟䝺䝹䠄᭹䞉䝞䝑䜽䠅
ᐙ㟁 㣧ᩱ 㣗ရ
᭩㢮 ᭩⡠㞧ㄅ 䠠䠲䠠
㈍ಁရ䞉㈍䝒䞊䝹㢮
ྛ✀ᾘ⪖ရ㢮

䠡䠟㏻㈍
䜹䝍䝻䜾㏻㈍
䠰䠲䝅䝵䝑䝢䞁䜾
䝷䝆䜸䝅䝵䝑䝢䞁䜾
䜻䝱䞁䝨䞊䞁䚸䜲䝧䞁䝖

䠠䠩㏦
䜰䞁䜿䞊䝖㏦
䛚▱䜙䛫㏦
䜹䝍䝻䜾㏦
㞧ㄅ䞉Ꮚ䛾㏦

ˊᘙႎễᡲઃʙಅ

ˊᘙႎễ˄࠘ἇὊἥἋ

䜹䝍䝻䜾䞉ၟရᙳ
䜹䝍䝻䜾
ၟရᙳ
⏬ീฎ⌮䞉ຍᕤ

䝸䝇䝖ຍᕤ 䝕䞊䝍ධ
ຊ 䝷䝧䝹༳Ꮠ ㏦
ฟຊ ༳ๅ≀ฟຊ
ᑒධ䞉ᑒ⥸
ᑒධ
ᑒ⥸ ᮍ╔⟶
⌮䞉䝸䝇䝖⿵ṇ

䜸䝣䝉䝑䝖༳ๅ
䝷䝧䝹䞉ఏ⚊༳Ꮠ
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ཷὀ䝉䞁䝍 ㄳ㈇
ཷὀ䝉䞁䝍䞊ㄳ㈇
ົᒁㄳ㈇

䝕䞊䝍ධຊ䞉ຍᕤ
䝕
䝍ධຊ ຍᕤ
䝕䞊䝍㞟䞉㼃㻱㻮ㄪᰝ
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単なる倉庫委託や流通作業代行ではありません、「物流」「流通」の専門家してアウトソーシングで業務を請け負います。
Ⲵཷ䛡䛛䜙ᗜෆసᴗ䚸ฟᗜ䛻⮳䜛ᕤ⛬䚸ᅾᗜ䜔ሗ䛾⟶⌮䚸䛭䜜䛮䜜䛻䛚䛡䜛ᴗົ䝣䝻䞊䚸䝅䝇䝔䝮ά⏝䚸䝇䝍䝑䝣ィ⏬䚸ᅾᗜຠ⋡䜔㓄㏦ຠ⋡䚸ᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䜔
㈨ᮦ䜔㒊ᮦ➼䛾᭱㐺䜎䛷䚸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䜔䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᚭᗏ䜢ྵ䜐䚸ᴗົຠ⋡䛾᭱䛸䝁䝇䝖䛾᭱ᑠ䛻ᖖ䛻ྲྀ䜚⤌䜏⥆䛡䜎䛩䚹

㞟

ඹ᭷
㐠⏝䞉㐠Ⴀ

ศᯒ

᳨ド
ホ౯䞉⟶⌮

ᨵၿ

࿘▱
ィ⏬䞉ᐇ⾜

ᐇ䛧䛯ከ㒊㛛㐃ಀ䛜ྍ⬟䛷䛩

౽䞉Ᏻᚰ䞉䝻䞊䝁䝇䝖䛻䛣䛰䜟䜚䜎䛩

䝯䜲䞁䛾≀ὶ䝉䞁䝍䞊ᴗ䛸䝃䞁䜽䝛䝑䝖䜾䝹䞊䝥䛾ྛ✀
䛾ᴗ㒊㛛䛜⮬ᅾ䛻㐃ᦠ䛧䚸౽ᛶ䛸ຠᯝ䛾㧗䛔ᴗົ
䛾ᴗ㒊㛛䛜⮬ᅾ䛻㐃ᦠ䛧䚸౽ᛶ䛸ຠᯝ䛾㧗
ᴗົ
䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䜢ᥦ౪䛧䜎䛩䚹

ᚭᗏ䛧䛯䛣䛰䜟䜚䛸ᕤኵ䚸ᑓ㛛ᛶ䛸䝜䜴䝝䜴䜢᭱㝈ά䛛䛧䚸䛺䛬䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾
䛺䛾䛛䠛 䛺䛬䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛺䛾䛛䠛䛂䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛾䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛃䛷䛒䜛䝯䝸䝑
䝖䛸౯್䜢Ⓨ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

̝

ಖ⟶䞉ຍᕤ䞉Ⓨ㏦

М

ᥦຊ䛜㧗䛔
┦ㄯ䛻ᑐ䛧䛶䝜䞊䛸ゝ䜟䛺䛔䚸▱㆑䛸⤒㦂䛻䛡䛥䜜䛯ᕤኵຊ

物流センター
365᪥䞉24㛫

コールセンター

࣎ ܤ

ᑓ㛛ຊ䛜㧗䛔
ከᒱ䛻䜟䛯䜛ᴗ⏺䞉ᴗົ䛾⤒㦂䛸䝜䜴䝝䜴䜢Ⓨ䚸㧗ရ㉁
ຍ౯್䛜㧗䛔
Ẽ㐵䛔䛸ᚰ㐵䛔䚸Ẽ㓄䜚䛸ᛮ䛔䜔䜚䛾䛒䜛䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪

ᅜ䛹䛣䛷䜒ゼၥ

フィールド
サポート

ᰂ㌾ᛶ䛜㧗䛔
ᴗົᶵ⬟䛸䛭䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛿⮬ᅾ䚸䝣䝹䜹䝇䝍䝮䝯䜲䝗

ᙳ䞉ධຊ䞉ฟຊ䞉

䝁䝇䝖䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛜㧗䛔

༳ๅ䞉ᗫᲠ䞉㈨ᮦ㈍
䞉ᩥ᭩సᴗetc.,

∓∞⇙⇟⇮

ຠ⋡ⓗ䛷ຠᯝⓗ䚸䜒䛳䛸䜒᭱㐺䛺యไ䜔ᴗົ䝣䝻䞊䜢ᵓ⠏
ᴗ᥎㐍ຊ䛜㧗䛔
䛚ᐈ䛥䜎ᴗ䛿䛂ᮏ᮶䛩䜉䛝䛣䛸䛃䛂䜔䜚䛯䛔䛣䛸䛃䛻㞟୰
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ྛ✀䛾⤂

「困った」別に サンクネットが解決できること
䛥䜎䛦䜎䛺ᴗົ䛻Ⓨ⏕䛩䜛≀ὶᴗົ䚹䜂䛸䛣䛸䛷≀ὶᴗົ䛸ゝ䛳䛶䜒㐠䜆≀䜔㐠䜆ඛ䛻䜘䛳䛶ᖜᗈ䛟䚸ᐇ㝿౫㢗䛩䜛㝿䛻䜟䛛䜚䛵䜙䛔Ⅼ䛜ከ䚻䛒䜚䜎䛩䚹
䛣䛱䜙䛾㡯┠䛷䛿䚸䛚ᐈ䛥䜎䛾ᅔ䛳䛯䚸䛧䛯䛔䛾どⅬ䛛䜙䜘䜚䜟䛛䜚䜔䛩䛟䛤⤂䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

Ӳᆔʙ̊ᛇኬႸഏɟᚁ
 ⤂ 䠖 㓄㏦䝉䞁䝍䞊䛾䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾㐠Ⴀ
㐠Ⴀ䜲䝯䞊䝆

Q&A
Q

P. 7~8

 ⤂ 䠖 ㏻㈍≀ὶ䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾
 ⤂ 䠖 DM䞉䝯䞊䝸䞁䜾
ᇶᮏ䝃䞊䝡䝇䛸ຍ䝃䞊䝡䝇 Q&A

P. 9~12

 ⤂ 䠖 䜻䝑䝔䜱䞁䜾䞉䝉䝑䝔䜱䞁䜾䛾౫㢗
䝃䞊䝡䝇ㄝ᫂ Q&A

P. 13~14

 ⤂ 䠖 ಟ⌮䝉䞁䝍䞊䛾౫㢗
䝃䞊䝡䝇ㄝ᫂ Q&A

P. 15~16

 ⤂ 䠖 ಖ⟶/ᗫᲠ䝃䞊䝡䝇
ಖ⟶
ಖ⟶䝃䞊䝡䝇ㄝ᫂
䝡 ㄝ᫂
ᗫᲠ䝃䞊䝡䝇ㄝ᫂
P. 17~18

ಖ⟶䛸ᗫᲠ䛾Q&A
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䠍䠊 㓄㏦䝉䞁䝍䞊䛾䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾㐠Ⴀ

配送センター・流通拠点センターの運営をアウトソーシングで請け負います

䛻䠞䡐䡋䠞㓄㏦䛷ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

Ⲵཷ䛡 㽢 ᳨ရ 㽢 ᅾᗜᗜ 㽢 ὶ㏻ຍᕤ 㽢 ฟⲴ 㽢 ≀ὶ䝅䝇䝔䝮

代表的な作業メニュー
各種請負センター名称紹介

取り扱い品の一部紹介
䝁䞁䝔䝘ධⲴ

ᅾᗜಖ⟶

䝏䝱䞊䝍䞊ධⲴ
䝍
Ⲵ

䝢 䜻䞁䜾
䝢䝑䜻䞁䜾

Ꮿ㓄ධⲴ

䝅䝇䝔䝮ฎ⌮

ಶᩘ᳨ရ

⣡ရ᭩ฟຊ

店舗向け商品配送センター
店舗向け商品配送センタ

アパレル（衣料品・バック・小物・雑貨）

FC店向け在庫・販促品配送センター

メディア（DVD・CD）

営業所向け消耗品配送センター

書籍（一般図書、雑誌、定期刊行誌）

販売店向けカタログ配送センター

印刷物（パンフレット、カタログ、資料）

イベント資材保管・配送・回収センター

ペ ト関連（フ ド グ ズ アパレル）
ペット関連（フード、グッズ、アパレル）

እ᳨ရ

ฟⲴసᴗ

輸入品一次検品センター

食品・飲料（ドリンク、酒類、フード）

ືస᳨ド

䝏䝱䞊䝍䞊౽

輸入品一次流通加工センター

ウェディング関連（グッズ、アパレル）

䝅䞊䝹సᴗ

Ꮿ㓄౽

クリーニング・破棄・保管センター

ICT機器関連（PC、周辺機器、ソフト）

䝞䞊䝁䞊䝗సᴗ

ᾏእⓎ㏦

セッティング＆配送拠点センター

家電関連（オーディオ、ゲーム）

䝍䜾

䝏䝹䝗㍺㏦

キッティング＆配送拠点センター

カー用日品関連（パーツ、工具、グッズ）

᭩㢮༳Ꮠ

⏝ရฎศ

一次倉庫

スポーツ用品（専門誌、グッズ、アパレル）

᭩㢮ྠᲕ

⁐ゎᗫᲠ

䝉䝑䝖

⏘ᗫᨭ

ㄪᩚ

ሗ࿌䝺䝫䞊䝖

販促品（ユニフォーム 旗 看板 消耗品）
販促品（ユニフォーム、旗、看板、消耗品）
その他各種

Powered by SANKUNET Inc.
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䠍䠊 㓄㏦䝉䞁䝍䞊䛾䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾㐠Ⴀ

よくある質問
䛻BtoB㛫䛾㓄㏦ᣐⅬ䝉䞁䝍䞊䛸䛧䛶ά⏝䛥䜜䜛䛂㓄㏦䝉䞁䝍䞊䛾䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾㐠Ⴀ䛃䛻㛵䛩䜛Q&A

ᩘ㔞䞉⠊ᅖ➼䛾ၥ
Q.最小から最大、どの規模を請負えますか？

A.最小2坪〜可能です。
᭱ ௳200ᆤ䜎䛷䛜ᶆ‽䛷䛩
᭱䚸1௳200ᆤ䜎䛷䛜ᶆ‽䛷䛩䚹

Q.何ｔの車両まで入場できますか？

A.10tの車両まで入場できます。
๓䛻䛤┦ㄯ䛟䛰䛥䛔䚹

䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾ၥ
Q.短期でも依頼できますか？

A.可能です。
䝇䝫 䝖䛾౫㢗䛷䜒ᑐᛂ䛔䛯䛧䜎䛩
䝇䝫䝑䝖䛾౫㢗䛷䜒ᑐᛂ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

Q.夜間の作業も可能ですか？

A.可能です。
ᅵ᪥䞉ኪ㛫䜒䛤┦ㄯ䛟䛰䛥䛔䚹

䛭䛾䛾ၥ
Q.資材の数は、豊富ですか？

A.はい。
ྛ✀㈨ᮦ 㒊ᮦ䛜ᥞ䛳䛶䛔䜎䛩
ྛ✀㈨ᮦ䚸㒊ᮦ䛜ᥞ䛳䛶䛔䜎䛩䚹

Q.セキュリティは大丈夫ですか？

A.はい。
䠬䝬䞊䜽ㄆドྲྀᚓ䛾ୖ䚸㐺ษ䛺㐠Ⴀ
䜢䛧䛶䛔䜎䛩䚹

配送センターサービスの具体的な事例
䕔⮬ື㌴㈍ 䠢䠟ᮏ㒊

䕔䜴 䝕 䞁䜾䜲䝧䞁䝖♫
䕔䜴䜵䝕䜱䞁䜾䜲䝧䞁䝖♫

䕔䠬䠟䝯 䜹
䕔䠬䠟䝯䞊䜹䞊

店舗向け販促品・カタログ配送センター

イベント会場向け商品・サンプル配送センター

店舗向け商品配送センター

ฟⲴᩘ
ྲྀᢅရ

䜰䜲䝔䝮ᩘ䠖
ྲྀᢅရ
䠖
䠖
ᴗົ⠊ᅖ 䠖
㍺㏦᪉ἲ 䠖

ฟⲴᩘ
䠖 ẖ᪥䞉15䡚30䝟䝺䝑䝖
ྲྀᢅရ
䠖 䝟䝋䝁䞁䚸࿘㎶ᶵჾ
ᴗົ⠊ᅖ 䠖 ධⲴ᳨ရ䞉㉳ື䝏䜵䝑䜽䞉䝅䞊䝹㈞
䠖 䝞䞊䝁䞊䝗ྲྀᚓ䚸᭩㢮ྠᲕ䚸ฟⲴ
㍺㏦᪉ἲ 䠖 䝏䝱䞊䝍䞊౽

䠖
䠖
䠖
ὶ㏻ຍᕤ 䠖
㍺㏦᪉ἲ 䠖

500ᅇ/᭶㛫
䝟䞁䝣䝺䝑䝖䚸䜹䝍䝻䜾ྛ✀
㈍ಁရ䚸䜾䝑䝈
䝉䝑䝖䚸ᢡ䚸⤌❧䚸䝢䝑䜻䞁䜾
Ꮿ㓄౽䚸䝏䝱䞊䝍䞊౽

200Ⅼ䡚/ᅇ
䝟䞁䝣䝺䝑䝖䚸䜹䝍䝻䜾ྛ✀
ၟရ䚸ၟရ䝃䞁䝥䝹䚸䜾䝑䝈
Ⲵཷ䞉᳨ရ䞉Ύᤲ䞉Ვໟ䞉ฟⲴ䞉ᅇ
䝏䝱䞊䝍䞊౽
Powered by SANKUNET Inc.
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䠎䠊 ㏻㈍≀ὶ䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾

通販・ＥＣに必要とされる通販物流業務・通販物流センター運営を請負います。

䠞䡐䡋䠟䚸䠡䡐䡋䠟䛻ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

ཷὀ䝕䞊䝍䛾ฎ⌮䜔ຍᕤ䚸ᅾᗜ䝇䝨䞊䝇䛾☜ಖ䛸ᅾᗜ⟶⌮䚸䝢䝑䜻䞁䜾䛛䜙䝷䝑䝢䞁䜾䚸㏻ಙ≀ὶ䛷䛿䛥䜎䛦䜎䛺ᶵ⬟
䛜䜒䛸䜑䜜䜎䛩䚹㏻㈍䛻㛵䜟䜛䝃䞊䝡䝇䛿30㡯┠௨ୖ䚹䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛿䚸䛚ᐈ䛥䜎ᴗ䛾㏻㈍ᴗ䛻䝬䝑䝏䛩䜛䝃䞊䝡䝇
䜢䛥䜎䛦䜎䛺ᶵ⬟䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ᥦ౪䛧䜎䛩䚹

ཷὀ䝕䞊䝍ཷಙ

ධᗜཷྲྀ

䝢䝑䜻䞁䜾

ᅾᗜ⟶⌮

ཷὀ䝕䞊䝍ฎ⌮䞉ຍᕤ

ධᗜ᳨ရ

Ვໟ䞉2㔜Ვໟ

ཷὀ⟶⌮

ಶᩘ᳨ရ

䝷䝑䝢䞁䜾

㢳ᐈ⟶⌮

ヲ⣽᳨ရ

⇐ᩯ➹⪔

ධ⟶⌮

ᅾᗜಖ⟶

䝃䞁䜻䝳䞊䝺䝍䞊Ⓨ⾜

㓄㏦⟶⌮

ᅾᗜᲴ༺

䝅䝵䝑䝥䜹䞊䝗Ⓨ⾜

ධฟ㔠⟶⌮

ධ௦⾜

䜹䝍䝻䜾ྠᲕ

ྛ✀ሗ࿌䝺䝫䞊䝖

ㄳồ᭩༳ๅ

Ỵ῭௦⾜

䝃䞁䝥䝹ྠᲕ

ᅾᗜရฎศ䞉◚Რ

㡿᭩Ⓨ⾜

㏉ရฎ⌮

䛚䜎䛡ྠᲕ

㈨ᮦฎศ䞉◚Რ

䝢䝑䜻䞁䜾䝸䝇䝖Ⓨ⾜
Ⓨ㏦䝸䝇䝖Ⓨ⾜
ᐄඛ䝷䝧䝹༳ๅ
⣡ရ᭩༳ๅ

䈅 ᭱ᑠ㻞ᆤ䞉᭶㛫㻝ಶⓎ㏦䛛䜙ㄳ㈇䠫䠧

全国一律の低価格

「送料」

取り扱い品の一部紹介
⾰ᩱရ䚸䝞䝑䜽䚸䜰䜽䝉䝃䝸䞊䚸䝅䝳䞊䝈䚸㞧
⾰ᩱရ
䝞䝑䜽 䜰䜽䝉䝃䝸
䝅䝳 䝈 㞧
㈌䚸ᐙ㟁〇ရ䚸⋵ල䚸䝀䞊䝮䚸䠠䠲䠠䚸㡢ᴦ䠟
䠠䚸㞧ㄅ䚸䝟䝋䝁䞁䝋䝣䝖䚸䜸䞊䝕䜱䜸䚸䝟䝋䝁
䞁䚸䝟䝋䝁䞁࿘㎶ᶵჾ䚸㏻ಙᶵჾ䚸䝰䝞䜲䝹
ᶵჾ䚸᪑⾜䜾䝑䝈䚸䝇䝫䞊䝒䜾䝑䝈䚸䝨䝑䝖
䝣䞊䝗䚸䝨䝑䝖䜾䝑䝈䚸䝨䝑䝖⾰ᩱရ䚸䜹䞊⏝ရ䚸
䝣
䝗䚸 䝑䝖䜾䝑䝈䚸 䝑䝖⾰ᩱရ䚸䜹 ⏝ရ䚸
⮬㌿㌴⏝ရ䚸䝞䜲䜽⏝ရ䚸ᩥᡣල䚸䝋䝣䝖䝗䝸
䞁䜽䚸㓇䚸㣗ရ䚸ᗣ㣗ရ䚸䝃䝥䝸䝯䞁䝖䚸䠠䠥䠵
䜾䝑䝈䚸᪥⏝ᾘ⪖ရ䛺䛹

䈅 䛚䜎䛷䛾ཷὀศ䛿䚸ᙜ᪥Ⓨ㏦

䈅 ᭱㻞㻜㻜ᆤ䚸㻟㻜㻜䡚㻡㻜㻜ಶཱྀ㻛᪥䛾ㄳ㈇䠫䠧

㓄㏦ᩱ㔠

䈅 ရ≀䛻䛒䛳䛯㓄㏦᪉ἲ䜢䛤ᥦ䟿

䈅 ၟရᙳ䚸⏬ീຍᕤ䛾ᑓ⏝䝷䝪䛒䜚䟿

ᅜ୍ᚊ380
ᅜ
ᚊ380

䜰䝟䝺䝹ရ➼䛾䝍䜾䛡䚸᳨㔪䜒ྍ⬟䟿
䝺䝹ရ➼䛾䝍䜾䛡䚸᳨㔪䜒ྍ⬟䟿
䈅 䜰

䈅 䝲䝬䝖䚸బᕝ䚸䜖䛖䝟䝑䜽䛺䛹ྛ♫ྲྀ䜚ᢅ䛔
䈅 䝅䝇䝔䝮ᥦ౪䚸䝅䝇䝔䝮㐃ᦠ䛾ᐇ

䈅 ྛ✀Ვໟ䚸䝷䝑䝢䞁䜾䚸㈨ᮦᥦ౪䛻ᑐᛂ䟿
ᙜ♫ᣦᐃ䛾㓄㏦ᴗ⪅ሙྜ䠄䛚䜒䛻䜖䛖䝟䝑䜽䠅
䝃䜲䝈䞉㔜㔞䛻ไ㝈䛜䛒䜚䜎䛩䚹Ἀ⦖➼䛾㞳ᓥ䛿㝖䛝䜎䛩䚹
Powered by SANKUNET Inc.
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䠎䠊 ㏻㈍≀ὶ䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾

通販サービスの気になるところ
䜂䛸䛣䛸䛷㏻㈍䝃䞊䝡䝇䛸ゝ䛳䛶䜒䚸ึ䜑䛶䛾䛤౫㢗䛰䛸᫂Ⅼ䛜ከ䚻䛒䜚䜎䛩䚹䛭䜣䛺䛚ᐈ䛥䜎䛾ၥⅬ䜢䝇䝑䜻䝸䜎䛸䜑䛶䜏䜎䛧䛯䚹

ᩘ㔞䞉⠊ᅖ➼䛾ၥ
Q.海外へも発送できますか？

䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾ၥ
Q.受注センターもお願できますか？

䛭䛾䛾ၥ
Q.配送料金は、一律ですか？

A.可能です。

A.可能です。

A.全国一律料金です。

1ಶཱྀ䛛䜙Ⓨ㏦⮴䛧䜎䛩䚹

ཷὀฎ⌮ 㟁ヰ 䝯 䝹ᑐᛂ䛺䛹
ཷὀฎ⌮䡚㟁ヰ䞉䝯䞊䝹ᑐᛂ䛺䛹
ཷὀᴗົ⯡䛻ᑐᛂ䛧䜎䛩䚹

Ἀ⦖㞳ᓥ䜢㝖䛝䛩䜉䛶୍ᚊ䛷䛩䚹

Q.大型商品も可能ですか？

Q.発送後、ユーザーフォローコールもお願
いできますか？

A.大丈夫です

A.可能です。

䝟䝺䝑䝖౽䞉䝏䝱䞊䝍䞊౽䛾
䛤⏝ព䜒䛒䜚䜎䛩䚹

365᪥24㛫䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䛜
䛤䛦䛔䜎䛩䚹

Q.不要になったものは捨ててもらえますか？

A.可能です。
୍⯡◚Რ䡚⏘ᗫฎ⌮䜎䛷
ྛ✀ᑐᛂ䛧䜎䛩䚹

通販物流アウトソーシングの請負事例
䕔䜾䝑䝈䞉䝣䞊䝗䞉㞧㈌䛾ཷὀ䞉Ⓨ㏦
䜾䝑
㞧㈌ ཷὀ Ⓨ㏦

䕔ᐙ㟁䛾Ⓨ㏦

䕔䜰䝟䝺䝹ၟရ䛾Ⓨ㏦

Ⓨ㏦ᩘ

䠖 35000௳/᭶㛫

Ⓨ㏦ᩘ

䠖 1200௳/᭶㛫

Ⓨ㏦ᩘ

䠖 5000௳/᭶㛫

ྲྀᢅရ

䠖 䜻䝱䝷䜽䝍䞊ၟရ䞉䜲䝧䞁䝖ၟရ

ྲྀᢅရ

䠖 ᐙ㟁⯡(ᆺྵ䜐)

ྲྀᢅရ

䠖 ⾰㢮䚸ᑠ≀㢮

సᴗෆᐜ䠖 ཷὀ䞉ᅾᗜ⟶⌮䚸᳨ရ䚸ฟⲴ

సᴗෆᐜ䠖 Ⲵཷ䚸᳨ရ䚸Ვໟ䚸ฟⲴ

సᴗෆᐜ䠖 Ⲵཷ䚸᳨ရ䞉᳨㔪䚸Ვໟ䚸ฟⲴ

ู㏵ ཷὀཷ䝉䞁䝍䞊䜒ㄳ㈇୰
ู㏵䚸ཷὀཷ䝉䞁䝍
䜒ㄳ㈇୰

㍺㏦᪉ἲ䠖 Ꮿ㓄౽䚸䝏䝱
Ꮿ㓄౽ 䝏䝱䞊䝍䞊౽
䝍 ౽

㍺㏦᪉ἲ䠖 Ꮿ㓄౽

㍺㏦᪉ἲ䠖 Ꮿ㓄౽䚸䜽䞊䝹౽
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䠏䠊 㻰㻹䞉䝯䞊䝸䞁䜾

DM・メーリングサービス （基本サービスのご案内）

䛻䠞䡐䡋䠞㓄㏦䛷ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

ဨ䜈ሗㄅ䜢䛚䛟䜚䛯䛔䚸⮬♫䝟䞁䝣䝺䝑䝖䜢㏦䛳䛶䜋䛧䛔䚸ᗈ࿌䜢ᡭ㍍䛻㏦䜚䛯䛔䚸䛚㈙䛔ୖ䛢䛾䝃䞁䜽䝇䝺䝍䞊䜢㏦䜚䛯䛔䚹
䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛾DM䝃䞊䝡䝇䛺䜙䚸䛚ᐈ䛥䜎䛾䛤せᮃ䛻ྜ䜟䛫䛶⡆༢䞉౽䛻䛤ᕼᮃ䛾DMⓎ㏦䜢ᐇ⌧⮴䛧䜎䛩䚹
䛀 ᑒ⟄ 䞉 ᐄඛ䝕
ᐄඛ䝕䞊䝍
䝍 䞉 ᑒධ≀ 㻞Ⅼ 䜢䛚㡸䛛䜚䛧䛯ሙྜ 䛁

１回500部未満の標準価格

¾ෆ≧

㻡㻜㻜㒊ᮍ‶

¾䝟䞁䝣➼

సᴗ䛸㏦ᩱ䚸䛩䜉䛶㎸䜏

パッケージ価格

（すべて消費税込の価）

㻡㻜㻜㒊䡚

¾ᑒධసᴗ

䠄㛢䛨సᴗ䠅

㻟㻜㻜㻜㒊䡚

㻤㻡㻛㻝㒊

¾䝷䝧䝹㈞

¾㏦ᩱ
䠄䝯䞊䝹౽䠅

追加作業
¾ᖒྜ䛔సᴗ 㼇 㻝㻡㻛ᅇ 㼉
¾ᢡసᴗ 㼇㻌㻞㻛ᢡ 㼉

㻥㻜㻛㻝㒊

¾ᐄඛ༳ๅ

便利なオプション

㻥㻡㻛㻝㒊

㻝㻜㻜㻜㒊䡚

¾䝷䝧䝹௦

¾ᑒ⥸

オプション作業
¾䝕䞊䝍ධຊ 㼇 㻢㻜㻛௳䡚㼉

㒊ᩘ䛜ከ䛔ሙྜ䛥䜙䛻䛚ᚓ䛷䛩

¾ᑒධ≀䛾㏣ຍ 㼇㻌㻟㻛Ⅼ 㼉
¾ᑒධ≀䛾⿄ධ䜜 㼇 㻟㻛ᅇ 㼉

¾ෆ≧༳ๅ 㼇 㻟㻛ᯛ䡚 㼉
¾ᑒ⟄䝎䜲䝺䜽䝖༳Ꮠ 㼇 㻝㻜㻛ᯛ䡚 㼉
䛤౫㢗ෆᐜ䛻ྜ䜟䛫䛶సᴗ䜢㏣ຍ䛷䛝䜎䛩

サービスの特長
ᑠ䝻䝑䝖䛛䜙
ᑠ
䝖䛛䜙

౫㢗䛛䜙

Ᏻ䛟䛶ᑀ䛻
Ᏻ䛟
ᑀ䛻

ཷ䛡䜙䜜䜎䛩

᭱▷༙᪥

ㄳ㈇䛔䜎䛩
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䠏䠊 㻰㻹䞉䝯䞊䝸䞁䜾

DMサービスの気になるところ
䜂䛸䛣䛸䛷DM䝃䞊䝡䝇䛸ゝ䛳䛶䜒䚸ึ䜑䛶䛾䛤౫㢗䛰䛸᫂Ⅼ䛜ከ䚻䛒䜚䜎䛩䚹䛭䜣䛺䛚ᐈ䛥䜎䛾ၥⅬ䜢䝇䝑䜻䝸䜎䛸䜑䛶䜏䜎䛧䛯䚹

ᩘ㔞䞉⠊ᅖ➼䛾ၥ
Q.少ない部数でも対応してくれますか？

A.大丈夫です
᭱ᑠ100㒊䛛䜙ᢎ䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹

Q.忙しくて打ち合わせが難しい場合は？

A.大丈夫です
㟁ヰ䞉䝯䞊䝹䛷䜒ᑐᛂྍ⬟䛷䛩䚹

䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾ၥ
Q.カードを一緒に送ってもらえますか？

A.送れます
ᇶᮏసᴗ䛾ᑒධ䛷ᑐᛂྍ⬟䛷䛩
ᇶᮏసᴗ䛾ᑒධ䛷ᑐᛂྍ⬟䛷䛩䚹

Q.急遽の発送は対応できますか？

A.即日作業・即日発送
5000㒊⛬ᗘ䛺䜙ᑐᛂྍ⬟䛷䛩䚹

䛭䛾䛾ၥ
Q.封緘ってなんですか？

A.封緘（ふうかん）とは
ᑒ㛢䛨సᴗ䛾䛣䛸䛷䛩
ᑒ㛢䛨సᴗ䛾䛣䛸䛷䛩䚹

Q.未着の郵便物はどうなりますか？

A.返送後選択いただけます
ᙜ♫䛷◚Რ䜒ྍ⬟䛷䛩䚹

DMサービスの請負事例
䕔䝥䝻䝞䜲䝎 ㄳồ᭩Ⓨ㏦
Ⓨ㏦ᩘ

䠖 10,000௳/᭶㛫

Ⓨ㏦ရ

䠖 ㄳồ᭩䚸䝟䞁䝣䝺䝑䝖

㍺㏦᪉ἲ䠖 䝯䞊䝹౽

䕔⢝ရ♫ ㄌ⏕᪥䜽䞊䝫䞁㻰㻹

䕔ᗣ㣗ရ ㈍ಁ⏝䜻䝱䞁䝨䞊䞁㻰㻹

Ⓨ㏦ᩘ

䠖 200௳/᪥

Ⓨ㏦ᩘ

䠖 5,000௳/ᅇ

Ⓨ㏦ရ

䠖 䛚⚃䛔䝺䝍䞊䚸䜽䞊䝫䞁

Ⓨ㏦ရ

䠖 Ꮚ䚸㉎ධ⏝䛿䛜䛝

㍺㏦᪉ἲ䠖 䝯䞊䝹౽
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㍺㏦᪉ἲ䠖 䝯䞊䝹౽

Page 12

≀ὶ䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾 䛸QA

䠐䠊䜻䝑䝔䜱䞁䜾䞉䝉䝑䝔䜱䞁䜾

IT機器・家電・オーディオ等のキッティング・セッティングをスポットでも長期継続でも請負います

䛻䠞䡐䡋䠞㓄㏦䛷ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

㏻ᖖ䛾䜻䝑䝔䜱䞁䜾䞉䝉䝑䝔䜱䞁䜾䛻ຍ䛘᳨ド䜔䝔䝇䝖సᴗ䚸ᅇရ䛾䝕䞊䝍ᾘཤ䜔◚ቯ䚸◚Რ䞉⏘ᗫᡭ⥆䛝䛺䛹䜒ᑐᛂྍ⬟
䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊㒊㛛䜔ಟ⌮䝉䞁䝍䞊㒊㛛䛸䛾㐃ᦠ䜒ྍ⬟䛺㧗ရ㉁䞉䝻䞊䝁䝇䝖䞉䝉䜻䝳䜰䛺䝃䞊䝡䝇䜢䛤ᥦ౪䛔䛯䛧䜎䛩䚹

Install…

ᇶᮏ⎔ቃ䠇௳ẖ䛾ᶵჾ☜ಖ

対応作業

PC

対応範囲

䝥䝷䜲䝞䝅䞊䝬䞊䜽ྲྀᚓ⎔ቃ

䝃䞊䝞䞊

各種キッティング、セッティング

㧗㏿㏻ಙ⎔ቃ䚸㻸㻭㻺⎔ቃ

࿘㎶ᶵჾ

検品検証、動作テスト、エージング
検品検証、動作テスト、
ジング

ྛ✀䝒䞊䝹䝧䞁䝎䞊䛸䛾ᥦᦠ

䠥䠰ᐙ㟁〇ရ

データ移行、PC引っ越し作業

䠬䠫䠯

パーツチェック・入れ替え、シール貼

䠡䡐䠿…

り、データ消去、物理的破壊

多彩な機能メニューの中からお好きな機能を組み合わせて、お客さま企業専用のサービスメニューを構築いたします。

䠬䠟䞉䝃䞊䝞䞊

䠬䠟䞉䝃䞊䝞䞊࿘㎶ᶵჾ

POS䞉䝺䝆䝇䝍䞊

䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᶵჾ

IT䞉䝕䝆䝍䝹ᐙ㟁

 䝸䞊䝇䜰䝑䝥PC䝕䞊䝍ᾘཤ

 䝉䝑䝔䜱䞁䜾

 ᗑ⯒ྥ䛡ၟရ㡯┠タᐃ

 䝛䝑䝖䝽䞊䜽タᐃ

 䝣䜯䞊䝮䜴䜵䜰䝞䞊䝆䝵䞁䜰䝑䝥

 䝸䞊䝇PC䝉䝑䝖䜰䝑䝥

 䜻䝑䝔䜱䞁䜾

 㒊ရ㏣ຍྲྀ䜚䛡

 䝣䜯䞊䝮䜴䜵䜰䝞䞊䝆䝵䞁䜰䝑䝥

 ฟⲴ๓ືసⅬ᳨

 䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜲䞁䝇䝖䞊䝹

 PC┦ᛶ䝔䝇䝖

 ㏣ຍ䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜲䞁䝇䝖䞊䝹

 㞀ᐖษ䜚ศ䛡

 ಟ⌮䞉⏕

 HDDᢤ䛝ྲྀ䜚䞉◚ቯ

 ᾘ⪖㒊ရ

 ௦᭰ရ㡸䛛䜚

 ㈇Ⲵ䝔䝇䝖

 ၟရ㡸䛛䜚
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䠐䠊䜻䝑䝔䜱䞁䜾䞉䝉䝑䝔䜱䞁䜾

キッティング・セッティングの気になるところ
䜂䛸䛣䛸䛷䜻䝑䝔䜱䞁䜾䞉䝉䝑䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇䛸ゝ䛳䛶䜒䚸ึ䜑䛶䛾䛤౫㢗䛰䛸᫂Ⅼ䛜ከ䚻䛒䜚䜎䛩䚹䛭䜣䛺䛚ᐈ䛥䜎䛾ၥⅬ䜢䝇䝑䜻䝸䜎䛸䜑䛶䜏䜎䛧䛯䚹

ᩘ㔞䞉⠊ᅖ➼䛾ၥ

䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾ၥ

Q.PC数台のみの依頼でも大丈夫ですか？

A.大丈夫です
1ྎ䛛䜙䚸ᑐᛂ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹

Q.急ぎで、リコール品の検証作業もお願い
できますか？
で
す
A.可能です。
䛩䛠䛻䛤┦ㄯ䛟䛰䛥䛔。

Q.修理センターと合せて依頼できますか？

A.可能です
ከ䛟䛾ᴗᵝ䛻୍⥴䛻䛤⏝䛔䛯䛰䛔䛶䛚
ከ䛟䛾ᴗᵝ䛻
⥴䛻䛤⏝䛔䛯䛰䛔䛶䛚
䜚䜎䛩䚹

Q.実際の請負現場の見学はできますか？

A.一部可能です。
Ẽ㍍䛻䛚⏦䛧ฟ䛟䛰䛥䛔䚹

䛭䛾䛾ၥ
Q.キッティングってなんですか？

A.キッティングとは
䝝䞊䝗䜴䜶䜰䜢ᐇ㝿䛻⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜎䛷
䝗䜴䜶䜰䜢ᐇ㝿䛻⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜎䛷
⤌䜏ୖ䛢䜛సᴗ䚹

Q.作業場所は指定できますか？

A.ご指定頂けます。
ᙜ♫䛾」ᩘᣐⅬ䛛䜙䛾㑅ᢥ䚸䛚ᐈᵝᴗ䛾ᣐ
Ⅼෆ䛷䛾㐠Ⴀ䜎䛷ᑐᛂ䛧䜎䛩䚹

キッティング・セッティングサービスの請負事例
䕔 㻼㻯䝟䞊䝒䝯䞊䜹䞊 ᒓရᤣ
ᑐᛂ௳ᩘ

䠖 55,000ྎ/᭶㛫

ᑐᛂෆᐜ

䠖 㛤Ვ䚸ྠᲕရ☜ㄆ

䕔䝅䝇䝔䝮䝧䞁䝎䞊 䜲䞁䝇䝖䞊䝹సᴗ

䕔䝸䞊䝇♫ 㻼㻯ᘬ䛳㉺䛧సᴗ

సᴗෆᐜ

సᴗෆᐜ

䠖䝬䝇䝍䛛䜙䜲䝯䞊䝆ᒎ㛤

䠖 ᪧPC䛾ᘬྲྀ䜚䠄ཷ䠅

ಶู䜰䝥䝸䜲䞁䝇䝖䞊䝹

᪂PC䜈䛾⛣⟶సᴗ

ᢤྲྀసᴗ䚸ᒓရᤣ

ಶูタᐃ䠄TCP/IP➼䠅

䠄ᑓ⏝䝒䞊䝹䛻䜘䜛ᘬ䛳㉺䛧䠅

እほ᳨ᰝ䚸Ვໟ䚸ฟⲴ

㈨⏘䝅䞊䝹㈞䚸㈨⏘ྎᖒసᡂ

ಶู䜲䞁䝇䝖䞉タᐃ

ᣦᐃඛ䜈䛾ಶู㓄㏦

ᪧPC䝕䞊䝍ᾘཤ䞉⏘ᗫᡭ⥆䛝

ᑓ⏝WMS䛻䜘䜛ᅾᗜ⟶⌮
ᑓ⏝㐍⾜⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛㐍⾜⟶⌮

᪂PC䛾ฟⲴ
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䠑䠊ಟ⌮䝉䞁䝍䞊ㄳ㈇䝃䞊䝡䝇

IT機器・家電・オーディオ等の修理センターの運営を請負います

䛻䠞䡐䡋䠞㓄㏦䛷ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

ಟ⌮ရ䛾ཷ䛡ྲྀ䜚䛛䜙᳨ド䞉ಟ⌮䞉ฎ⌮䚸Ⰻရ䛾Ⓨ㏦䛸䛔䛳䛯䛂ಟ⌮䝉䞁䝍䞊䛃䛂䜰䝉䞁䝤䝸䝉䞁䝍䞊䛃䜢㐠Ⴀ䛧䛶䜋䛧䛔
䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛾ಟ⌮䝉䞁䝍䞊䝃䞊䝡䝇䛺䜙䚸ᇶᮏ䛸䛺䜛సᴗ䛿䜒䛱䜝䜣䚸䛚ᐈ䛥䜎䛾䛤せᮃ䛻ྜ䜟䛫䛶ྛ✀ὶ㏻ຍᕤసᴗ䛛䜙
ົసᴗ䜎䛷ᑐᛂ⮴䛧䜎䛩䚹

⎔ቃ䞉ᴗົෆᐜ䞉⠊ᅖ䛻䛚䛔䛶ᖜᗈ䛟ᑐᛂྍ⬟
対応環境

基本の業務内容

᭱㻟㻡㻜㻜
᭱
㻟㻡㻜㻜ᆤ䚸୍㡸䛛䜚ྍ⬟
ᆤ䚸୍㡸䛛䜚ྍ⬟
䝯䞊䜹䞊㻯♫䛾

ཷྲྀ䞉᳨ド䞉ಟ⌮䞉䞉Ⓨ㏦

付加価値サービス
䛚ᐈᵝᑐᛂ䞉ዎ⣙⟶⌮䞉ົฎ⌮䛺䛹

ᴗົ䛾≧ἣ䛻ྜ䜟䛫䛯䝉䞁䝍䞊㐠Ⴀ䛷ᑐᛂ䛔䛯䛧䜎䛩

〇ရA䛾ಟ⌮䝉䞁䝍䞊

〇ရA䞉B䛾ಟ⌮䝉䞁䝍䞊

Ⲵཷ

Ⲵཷ

సᴗ

సᴗ

ၥྜ䛫❆ཱྀ
Ⓨ㏦

᪂〇ရ
Ⓨ
᪂〇ရBⓎ

ၥྜ䛫❆ཱྀ
Ⓨ㏦

サービスの特長・力（ちから）
䝁䞁䝖䝻䞊䝹䝉䞁䝍䞊䠄ᮾி䞉㜰䞉ྡྂᒇ䞉ᇸ⋢䠅

≀ὶ䝉䞁䝍䞊䜶䞁䝆䝙䜰/䝇䝍䝑䝣

ᴗົィ⏬/タィ䚸䝬䝙䝳䜰䝹ᩚഛ

㛵ᮾ≀ὶ䝉䞁䝍䞊䠄ᇸ⋢䠖㒔ෆ䛛䜙䠍䡄䠅

IT䝃䝫䞊䝖䜸䝨䝺䞊䝍䞊䚸ゼၥCE

䝇䝍䝑䝣ᩍ⫱䚸ሗ⟶⌮䚸䝺䝫䞊䝖ᑐᛂ
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䠑䠊ಟ⌮䝉䞁䝍䞊ㄳ㈇䝃䞊䝡䝇

修理センターサービスの気になるところ
ಟ⌮䝉䞁䝍䞊䝃䞊䝡䝇䛾ၥⅬ䜢䝇䝑䜻䝸䜎䛸䜑䛶䜏䜎䛧䛯䚹

ᩘ㔞䞉ᮇ㛫➼䛾ၥ
Q.1週間限定で請負ってもらえますか？

A.可能です。
᭱▷㻝᪥䜘䜚䛚ㄳ䛡䛔䛯䛧䜎䛩
᭱▷㻝᪥䜘䜚䛚ㄳ䛡䛔䛯䛧䜎䛩䚹

Q.1日5000台の作業量に対応できますか？

A.可能です。
సᴗෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶᭱120ྡ䜎䛷䛾యไ
䛷㐠Ⴀྍ⬟䛷䛩䚹

䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾ၥ
Q.修理時にクリーニングや磨きはできますか？

A.可能です
䛂సᴗ䛃䛷䛒䜜䜀䚸䛹䜣䛺ෆᐜ䛷䜒
䛂సᴗ䛃䛷䛒䜜䜀
䛹䜣䛺ෆᐜ䛷䜒
䛤┦ㄯ䛟䛰䛥䛔䚹

Q.機器類以外への対応は可能ですか？

A.可能です
䜲䝧䞁䝖⏝䛾ொჾ㢮䜈䛾ᑐᛂ䜔䝰䝕
䝹䝹䞊䝮ᐙල䛺䛹䛾䛜䛒䜚䜎䛩

䛭䛾䛾ၥ
Q.不要物の廃棄に対応してもらえますか？

A.大丈夫です
୍⯡ᗫᲠ䛛䜙⏘ᗫฎ⌮䛺䛹䚸ฎศ䛾᪉ἲ
୍⯡ᗫᲠ䛛䜙⏘ᗫฎ⌮䛺䛹
ฎศ䛾᪉ἲ
䜒䛤ᣦᐃ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹

Q.コールセンターの併設は可能ですか？

A.可能です
㢳ᐈྥ䛡䛾ཷ❆ཱྀ䜔䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊
䛸䛾ేタ䜔ྠ㐠Ⴀ䜈ᑐᛂ䛧䜎䛩䚹

修理センターサービスの請負事例
䕔㻼㻯࿘㎶ᶵჾ䝯䞊䜹䞊ᵝ䛾ሙྜ

䕔䜸䞊䝕䜱䜸䞉⋵ල䝯䞊䜹䞊ᵝ䛾ሙྜ

䕔ᗑ⯒ᶵჾ㢮㈍♫ᵝ䛾ሙྜ

䝴䞊䝄䞊䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊㐠Ⴀ

ಟ⌮ཷ䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊㐠Ⴀ

㻼㻻㻿䞉䝺䝆ಟ⌮䝉䞁䝍䞊㐠Ⴀ

ಟ⌮ရཷ䞉ཷྲྀ

ಟ⌮ရཷ䞉ཷྲྀ

䝕䝆䝍䝹䝃䜲䝛䞊䝆ಟ⌮䝉䞁䝍䞊㐠Ⴀ

㒊ရ䚸䝝䞁䝎సᴗ⛬ᗘ䛾ಟ⌮ᑐᛂ

ᨾ㞀ရ᳨ရ䞉䝺䝫䞊䝖

䝕䞊䝍ධຊ䞉సᡂ䞉ಖ⟶ᴗົ䜈䛾ᑐᛂ

Ⰻရฎ⌮䚸ಶูⓎ㏦ᴗົ
Ⰻ

䚸
Ⓨ㏦ ົ

Ⰻရฎ⌮ 㒊ရಟ⌮
Ⰻရฎ⌮䚸㒊ရಟ⌮

䝟䞊䝒䞉ᾘ⪖ရⓎ㏦ᴗົ䜈䛾ᑐᛂ
䝟
䝒 ᾘ⪖ရⓎ㏦ᴗົ 䛾ᑐᛂ

ಟ⌮ศᯒ䝺䝫䞊䝖䛾సᡂ

᪂〇ရ䛾ືస᳨ドᴗົㄳ㈇

䜸䞁䝃䜲䝖ಖᏲ㒊㛛䛸䛾㐃ᦠ
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䠒䠊Ⲵ≀㡸䛛䜚䝃䞊䝡䝇

長期間でも短期間でも、小さなものから大きなものまで荷物を預かります。

䠞䡐䡋䠞䚸䠞䡐䡋䠟䛻ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

ᴗົୖⓎ⏕䛩䜛ၟရ䜔ᴗົ⏝ရ䛾䝇䝨䞊䝇㊊䚸㔞ὀᩥရ䛾୍㡸䛛䜚ඛ䚸సᴗ䜢క䛖ၟရ䜔༳ๅ≀䛾ಖ⟶䜢䛹䛖䛻䛛
䛧䛯䛔䚹䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛾Ⲵ≀㡸䛛䜚䝃䞊䝡䝇䛺䜙䚸Ᏻᚰ䛾ಖ⟶䝅䝇䝔䝮+㝶䛩䜛సᴗ䜒ᑐᛂ⮴䛧䜎䛩䚹

2ᆤ 5,500䡚

ᇶᮏ䛾㡸䛛䜚䛻ᚲせ䛺సᴗ䜔ᴗົ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶⏝䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹

単純作業

作業

ᑒධ䞉ᑒ⥸䞉ᕪ㎸䞉ㄪᰝ䛺䛹

在庫管理・入出荷管理

᳨ド䞉᳨ရ䞉ྠᲕ䞉㈞䞉タᐃ䛺䛹

䝢䝑䜻䞁䜾䞉䝅䝇䝔䝮ฎ⌮䞉Ⓨ㏦

ಖ⟶᪉ἲ䞉ಖ⟶ሙᡤ䚸Ⲵཷ䛡᪉ἲ䞉ฟⲴ᪉ἲ䛺䛹䚸᭱㐺䛺ሙᡤ䛸᪉ἲ䜢ᥦ౪䛧䜎䛩䚹
保管拠点

保管方法

ᮾி䞉ᇸ⋢䞉ྡྂᒇ䞉㜰䞉᪂₲
ᮾி ᇸ⋢ ྡྂᒇ 㜰 ᪂₲

入出荷

䝟䝺䝑䝖䝷䝑䝥䞉Ვໟ䞉㔠ᗜ䞉✵ㄪ
䝟䝺䝑䝖䝷䝑䝥 Ვໟ 㔠ᗜ ✵ㄪ

䝟䝺䝑䝖䞉䝁䞁䝔䝘䞉ಶ㓄䛺䛹
䝟䝺䝑䝖 䝁䞁䝔䝘 ಶ㓄䛺䛹

サービスの特長
䜹䝇䝍䝮䝯䜲䝗

༶᪥㡸䜚ᑐᛂ

Powered by SANKUNET Inc.
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䠓䠊ᗫᲠ䝃䞊䝡䝇

各種ICT機器のデータ消去を含む処分、廃棄から不要商品の破砕・破棄まで

䛻䠞䡐䡋䠞㓄㏦䛷ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

䛘䜀䚸ᦠᖏ㟁ヰ䜔䝟䝋䝁䞁䛾ᗫᲠ䛾ሙྜ䚸ᑓ⏝䝒䞊䝹䛻䜘䜛せᮃ䝺䝧䝹䛻ᛂ䛨䛯䝕䞊䝍ᾘཤ䚸HDD䛾≀⌮ⓗ䛺◚ቯ䚸᭦䛻
䛿◚ቯᚋ䛾ᗫᲠ䞉䝸䝃䜲䜽䝹䜎䛷౫㢗䛜ྍ⬟䛷䚸◚ቯᚋ䛻⏬ീ䛝◚ቯド᫂᭩䜢Ⓨ⾜䛩䜛䜋䛛ᕼᮃ⪅䜈䛿◚ቯᚋ䝯䝕䜱䜰➼
䜢㏉㏦䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛩䚹

Delete

⣬㢮䚸ᐙ㟁〇ရ䜔ᐙල➼䛾ᗫᲠ䛻䜒ᑐᛂ䟿

対応内容
ᦠᖏ㟁ヰ䠍ྎ䚸䝟䝋䝁䞁䠍ྎ䛛䜙ᢎ䜚䜎䛩䚹
◚ቯド᫂᭩䠄⏬ീ䠅䛾Ⓨ⾜䛻ᑐᛂ
౫㢗๓䛾◚ቯ䝥䝺䝊䞁䜢䛤せᮃ䛟䛰䛥䛔
᭩㢮⁐ゎ䚸⏝㜵Ṇ䛾ྛ✀ศゎ䞉◚ቯ䛻䜒ᑐᛂ

䛤せᮃ䛻ᛂ䛨䛯䝃䞊䝡䝇ᥦ౪
䛤せᮃ䛻ᛂ䛨䛯䝃
䝡䝇ᥦ౪
対象物の受取

㓄㏦䞉ฟᙇゼၥ䠫䠧

作業範囲

䝕䞊䝍ᾘཤ䞉◚ቯ䞉⁐ゎ䞉୍⯡◚Რ䞉⏘ᗫฎ⌮䞉䝸䝃䜲䜽䝹ᑐᛂ䞉䝬䝙䝳䝣䜵䝇䝖ᑐᛂ

ᙜ♫䛷䛿䚸㈈ᅋἲே᪥ᮏሗฎ⌮༠䠄JIPDEC䠅䜘䜚䝥䝷䜲䝞䝅䞊䝬䞊䜽䛾䜢ㄆᐃ䛥䜜䜎䛧䛯䚹 䝥䝷䜲䝞䝅䞊䝬䞊䜽䛿䚸
ಶேሗಖㆤ䛻✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌
ಶேሗಖㆤ䛻✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸♫ෆ⟶⌮㐠Ⴀయไ䛜୍ᐃ䛾ᇶ‽䜢‶䛯䛩ᴗ⪅䛻䜢ㄆᐃ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛩䚹
♫ෆ⟶⌮㐠Ⴀయไ䛜 ᐃ ᇶ‽䜢‶䛯䛩ᴗ⪅䛻䜢ㄆᐃ䛥䜜䜛䜒
䛩
ᙜ♫䛷䛿䚸ಶேሗ䛾⟶⌮䜢ᚭᗏ䛧䚸䛚ᐈᵝ䜈㧗ရ㉁䛷Ᏻ䛺䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
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䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛜⪃䛘䜛䠏PL

サンクネットが考える3PL
୍⯡ⓗ䛺3PL䛸䛿䞉䞉ᴗ䛾ὶ㏻ᶵ⬟⯡䜢୍ᣓ䛧䛶ㄳ䛡㈇䛖䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䝃䞊䝡䝇

䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛾3PL

䛂ჾ䛃䛾䝃䜲䝈䛸୰㌟䛾チᐜ㔞䛾᭱䜎䛷䠙యไ䛻ᑐ䛩䜛チᐜ㔞୍ᮼ䜎䛷
䛸䛺䜛䝃䝫䞊䝖ᴗົ䛛䜙䚸࿘㎶ᴗົ䚸ᖏ㞧ົ䜎䛷䝉䞁䝍䞊䛷ᑐᛂ䛧

䛺䜛䝃䝫 䝖ᴗົ 䜙䚸࿘㎶ᴗົ䚸ᖏ㞧ົ䜎䛷
䝍 䛷ᑐᛂ䛧
䛂ᩍ⫱䛧䛶⩦ᚓ䛷䛝䜛䜒䛾䚸య⣔䞉䝬䝙䝳䜰䝹䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛃䛷䛒䜜䜀䚸ఱ䛷䜒
ㄳ䛡㈇䛘䜛䚹

ᴗ
ᴗ
ᴗ
ົG
ົ
ົ
A ᴗົC
ᴗົ
ᴗົA
A
ᴗ ᴗᴗ
ᴗ
Aᴗ
ົ ົົ ົ
ົ ᴗົ A ᴗົ
ᴗົ
A
BA
DA
EA

᭱ᚋ䛻䞉䞉
ᙜ♫䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛿䚸≀ὶ䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾ㄳ㈇䛾୰ሀ♫䛷䛒䜚୰ᑠᴗ䛷䛩䚹
ᙜ♫䛜䛪䛳䛸䛣䛰䜟䜚⥆䛡䛶䛝䛯䛂౽䛺䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛃䛿䚸ᡭ䛻䛿䜎䛽䛜䛷䛝䛺䛔䚸୰ሀ䞉୰ᑠᴗ䛰䛛䜙䛣䛭ᐇ⌧䛷䛝䛶䛔䜛䛸ゝ䛘䜎䛩䚹
䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛷䛒䜛ᚲ↛ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䚸䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛷Ⰻ䛛䛳䛯䛸ឤㅰ䛥䜜䜛䛯䜑䛻䛿䚸䛭䛾୍㒊䜢䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛷ㄳ䛡㈇䜟䛫䛶䛔䛯䛰䛔䛯䝃䞊䝡䝇䜔ᴗ䛭
䛾䜒䛾䛜Ⓨᒎ䛧䚸䛚ᐈ䛥䜎ᴗ䛾ᴗ౯್䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᙜ♫䛿 ༢䛺䜛సᴗ௦⾜䛷䛿䛺䛔 䛚ᐈ䛥䜎ᴗ䛾❧ሙ䛻❧䛱 䝟䞊䝖䝘䞊䛸䛧䛶䝃䞊䝡䝇䜔ᴗ䜢⪃䛘
ᙜ♫䛿䚸༢䛺䜛సᴗ௦⾜䛷䛿䛺䛔䚸䛚ᐈ䛥䜎ᴗ䛾❧ሙ䛻❧䛱䚸䝟
䝖䝘 䛸䛧䛶䝃 䝡䝇䜔ᴗ䜢⪃䛘䚸ྲྀ䜚⤌䜐䚸䜰䜴䝖䝋
ྲྀ䜚⤌䜐 䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䜢⮬㈇䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䝅䞁䜾䜢⮬㈇䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ୡ䛾ᴗ䛜ᣢ䛴ㄢ㢟䛿ᵝ䚻䛒䜛䛛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹᪥ᖖ䛾ᛁ䛧䛥䛾୰䛷䚸ே䞉㛫䞉⎔ቃ䞉䝜䜴䝝䜴䛜䛯䜚䛪䚸ᮏ᮶䛩䜉䛝䛣䛸䞉⪃䛘䜛䜉䛝䛣䛸䛻ᛮ䛖䜘䛖䛻ྲྀ䜚⤌䜑
䛺䛔䛸␗ཱྀྠ㡢䛻䚸䜎䛯㢖⦾䛻⪥䛻䛧䜎䛩䚹䛣䜜䜢ゎỴ䛩䜛䛾䛜䚸䜎䛥䛧䛟䚸䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛜ᐇ⌧䛩䜛䛂౽䛃䛺䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛷䛩䚹
䛂䛺䛔≀䛿స䜛䚸ᚲせ䛺ኚ䛿ぢ㏨䛥䛺䛔䚸Ẽ䛵䛔䛯䛣䛸䛿⾜ື䛻䛴䛺䛢䜛䚸ᥦ䛩䜉䛝䛿ᥦ䛩䜛䛃 ᙜ䛯䜚๓䛾䛣䛸䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䛜䚸䛣䜜䜙䛾䜂䛸䛴䜂䛸䛴
䛻┿ᦸ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜䚸䝃䞁䜽䝛䝑䝖䛾䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛿䛂౽䛃䛸ホ౯䛔䛯䛰䛟ᡤ௨䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
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䜘䛟䛒䜛㉁ၥ

㉁ၥ ≀ὶ䝉䞁䝍䞊䛾ぢᏛ䛿ྍ⬟䛷䛩䛛䠛
≀ὶ䝉䞁䝍 䛾ぢᏛ䛿ྍ⬟䛷䛩䛛䠛

㉁ၥ ヰ䛰䛡⪺䛝䛯䛔䛾䛷䛩䛜䚸䛭䜜䛷䜒䛔䛔䛷䛩䛛䠛
ヰ䛰䛡⪺䛝䛯䛔䛾䛷䛩䛜 䛭䜜䛷䜒䛔䛔䛷䛩䛛䠛

ᅇ⟅
ྍ⬟䛷䛩䚹䛤ᕼᮃ᪥䛾䛤㐃⤡䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
Ᏺ⛎⩏ົ䛾㒔ྜ䚸୍㒊䝉䞁䝍䞊䛻㝈ᐃ䛥䜜䜎䛩䛜䚸䛤せᮃ䛾ᴗົෆ
ᐜ䜔ᕼᮃ䛻ᛂ䛨䛶ཧ⪃䛸䛺䜛䝉䞁䝍 䜢䛤ෆ䛔䛯䛧䜎䛩
ᐜ䜔ᕼᮃ䛻ᛂ䛨䛶ཧ⪃䛸䛺䜛䝉䞁䝍䞊䜢䛤ෆ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

ᅇ⟅
䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹
≀ὶ䝉䞁䝍䞊䛻䛿䛨䜎䜚䚸䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䜔ྛ✀䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛾
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