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一般家庭の家具から絵画・美術
品、そして重 機まで「何でも輸
送する」をモットーに、国内の物
流企業を代表する日本通運。
“企業の海外進出をお手伝い”
という新たな事業 「グローバル
ロジスティクス企業（世界規模
の物流企業）」の実現を目指し
たいと語る。
千葉支店長で千葉商工会議所
の運輸部会長も務める岡本氏
に、物流の現状や今後のビジネ
スの展開などについてお話を伺
いました。

デフレ時代に
新しいビジネスの開拓も必要

岡本 茂
日本通運株式会社 千葉支店 支店長

おかもと・しげる
１９５９年（昭和３４）年１月３１日生、茨城県土浦市出身。
１９８１年（昭和５６）年３月：流通経済大学 経済学部 卒業
同年４月：日本通運株式会社 入社
２００２年（平成１４）年６月：東京支店次長（引越・営業）
２００５年（平成１７）年８月：商流関連部専任部長
２００９年（平成２１）年５月：新潟支店長
２０１１年（平成２３）年６月：千葉支店長
現在に至る
千葉商工会議所常議員、平成２３年から運輸部会部会長。
所在地：千葉市中央区今井１−１４−２２
事業内容：自動車・鉄道・海上・航空輸送など物流事業全般
および関連事業
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消費者が求めるものに、どう応えていくか
私は茨 城 県 出身で、１９８１年に
日本通運に入社しました。
東京支店に配属され約２０年間、
都下の拠点を回り、昨年６月末まで
は、新潟支店で約２年半の支店長
を経て、昨 年７月に千 葉 支 店 長に
就任しました。
東京支店時代は、主に大手小売
業さんの物流センターの輸送業務を
手掛けました。１５年ほど前になりま
すが、私が担 当したお客 様は、物
流センターがある埼玉県を中心に北
関東全域に約１００店舗を展開して

岡本さん「

」

Q1 １日の平均的なスケジュールは？

毎朝６時起床。８時出社。１８時退社。

Q2 よく読む新聞＆愛読書は？

日本経済新聞、千葉日報。
愛読書は山岡荘八の「徳川家康」。

Q3 仕事以外でハマっていることは？
自転車…輪行（電車＆ロードバイクで
行く日帰り自然探訪）
。

Q4 座右の銘（好きな言葉）は？

四文字熟語は…「一生懸命」
ことわざは…「疾風に勁草を知る」
偉人の名言は…「なせば成る 為さ
ねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さ
ぬなりけり
（上杉鷹山）」

Q5 とっておきのストレス解消法は？
ガレージライフ（所ジョージの世田谷
ベースもどきの隠れ家で車いじりと農
作業）
。

Q6 「やる気の源」をひと言でいうと？
「負けてたまるか！」の思いで千葉支
店の未来を切り開き、従業員の生活
を守る覚悟。

おり、各 店 舗が必 要と
する商 品をいつでも迅
速にお届けできるシステ
ムを必 要とされていまし
た。これは、ＳＣＭ＝サ
プライ・チェーン・マネジ
メントというものです。ス
ケジューリングや運転手
の管理など、これまでの
法人用の物流とは異な
る新しいビジネスでした
が、このシステムを構築
したことで「消費者が求
めるものに、どう応えていくか」という
ことを学び、私自身も成長できました。
千葉支店でもＳＣＭの素地を築いた
自信とノウハウを生 かして、新しい
仕事にチャレンジしていきたいと思っ
ています。

復旧支援に協力
約２年 半、支 店 長を務めた新 潟
の特徴は、農産物の輸送が圧倒的
に多いということです。個人生産者
の軒 先から、収 穫した米を農 協の
集 積 所に運ぶだけでも大 型トラック
が必要で、大きなビジネスになります。
ただ、１〜２月の雪のシーズンは毎
晩雪かきに追われ、大変な思いをし
ました。
そして、新潟支店最後の年に東
日本大震災がありました。新潟の人
たちは中越沖など直近で２度の震災
を経 験しているだけに、他 県よりも
早く被災地支援に動きました。私た

ちも津波被害にあった被災地の「水
のかき出し」のため、北陸信越整備
局のポンプ車の稼 働 操 作などで復
旧支援に協力しました。

業界ナンバ ー ワンの
引越し事業
千葉支店は当社の中でも売上規
模の比較的大きな支店です。従業
員は正規社員で３５０人、当社専属
の作業会社や協力会社の従業員を
含めると１,０００人を超えます。
業 務は、自動 車 運 送（陸 送 ）が
主で、その次が倉庫（拠点運営）な
どです。 陸 送 では、引 越し・鉄 道
貨物などの事業がありますが、現在
は企業向けの商品貨物に特化して
います。
法人では主に鉄鋼メーカーさんの
商材を多く扱っています。このほか
にも自動 車メーカーさんのパーツの
配送などもあります。
夢シティちば 201２年 ７月号
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「食器トランク」や「シューズボックス」など、
日通オリジナル資材を使った引越し「えころじこんぽ」

世界進出へのパートナーとして
安全と信頼を使命に
引越しに関しては、これまで弊社
は法人業務のイメージが強く、引越
しのような個 人 消 費 者 向けは 弱い
部 分がありましたが、近 年は力を入
れており、上 戸 彩さんを起 用したＣ
Ｍの効果もあってか、単身者や若い
世代の方の引越し取扱いが増えてき
ました。 同業他社と比較しても、若
い世代のお客様が非常に多くなって
います。 引越し全 体のボリュームで
いうと年間６００億円ぐらいありますが、
この数値も業界ナンバーワンです。

好評を得ている引越し「単身パック」

「安全も品質のうち」
一般家庭の家具から絵画・美術
品、そして重機まで「何でも輸送す
る」というのが、私たち日通のモットー
ですが、現在は物流需要も経済情
勢とイコールで非常に厳しい状況に
置かれています。 引 越し事 業にお
いても価 格 競 争に加え、トラックの
事故などがあると、消費者の目も厳
しくなります。
ただ、弊 社の場 合、安 全に関し
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ては、「安全も品質のうち」と考え、
事故予防から事故を起こした後の再
教育まで一貫したプログラムを構築
しています。
毎 朝 の 朝 礼 では、全 従 業 員に
「① 出 すなスピード ② するな追い
越し ③とれ車間距離 ④交差点
での安 全 運 転 呼 称 ⑤ 昼 間 点 灯
運転の完全実施」これら５つの合い
言葉を唱和させています。アルコー
ルチェックも全員が行うようにしてい
ます。

全世界での物流を
一体的に行う
デフレ時 代に、どの企 業もコスト
削減が課題となっていますが、同時
に新しいビジネスの開拓も必要です。
３カ年の経営計画最終年度であ
る今期は、成長戦略の柱と位置づ
けている「 グローバルロジスティク
ス企業としての成長 」を目標にシー

ムレス、ボーダレスな全世界での物
流を一元的に行うべく、ワンストップ
営業を推進しています。
千葉支店でも、海外に進出を考
えている県 内 企 業の支 援を地 元 銀
行さんとタイアップして進めています。
地 元 銀 行さんが資 金 面で支え、私
たちは、
「海外事業展開のノウハウ」
をもって、本社や工場設備の輸送や、
現地で生産された製品を国内に輸
入する際の輸送といった面で協力し
ようという計 画です。この事 業をな
んとか軌 道に乗せて、千 葉 支 店の
事 業の新しい柱にしていきたいと考
えています。

互いのビジネスに
つながるように
今後は、グローバルビジネスを軌
道に乗 せて事 業 収 益を増やしてい
くこと、同時に好調な引越し事業を
収益の柱として、さらに広げていくこ
と。つまり、グローバルな部分とドメ
スティックな事 業を両 輪に、収 益を
高めていきたいと考えています。
また、運輸部会長としては、部会
に所 属するさまざまな業 種の方たち
とのコミュニケーションを深め、互い
のビジネスにつながればと存じます。
海外進出をテーマとしたセミナーなど
も含め、会 員のビジネスにつながる
活動をしていきたいと考えています。

