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グループ企業で物流を通じて
お客様の問題解決と地域の障がい者雇用の創造による
社会貢献
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※ 業績推移や決算状況、財務分析、今後の収支計画等の数値的な事項については別にまとめて
おり、本報告書での掲載は省略しておりますことをご了承ください。

 公開版について
公開版につきましては、「価格決定マネジメント」や「今後の戦略・取り組み」、取引先名等を非公開
にしておりますことをご了承願います。
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1. 代表の挨拶
私ども株式会社ロジ・ウエイズは、ギフト商品に特化した物流出荷業務等のバックヤード作業を通じて企業様の「も
のづくり」を徹底サポートすると共に、社会で働きたい人に働きやすい環境を積極的に提供したいという熱い想いか
ら2007年に生まれました。
私自身は以前、総合物流商社で営業職や海外輸出部門の管理職として勤務しておりました。その時「物流とはた
だ商品を保管するだけでなく、梱包、包装、在庫管理、流通加工、配送・運搬等のなどを行う企業様の重要なビジ
ネスの根幹の部分を担う仕事であると同時にそれに携わる女性パートさんや在宅ワーカーさんなど多くの人材が今
後は不可欠だ」ということに気付きました。
現在の日本では少子高齢化に伴う労働力不足の問題が深刻化しております。いくらAIやロボットが発達しても、人
の手でしかできない仕事というものが物流にはまだまだたくさんあります。
また昨今、様々なコスト削減を迫られる企業様にとって人件費（固定費）は会社運営にとって大きな課題となって
おります。その対策として賃金の安い中国等の海外に物流や加工 検品等の業務を移管させてしまうケースが多々
あります。ただしそれは「求めている品質」に対してかなり差があることが多かったのが実情です。
そのような中、今までの加工と物流のノウハウを生かし、商品の素材や半製品をお預かりから、検品、加工、ギフト
ラッピング、発送まで一気通貫で請け負う『おもてなし発送代行』という新しいサービスが生まれました。この『おもて
なし発送代行』が、ワンストップサービスならではのメリットをお客様に提供するとともに、地域の雇用を生み出すとい
う社会貢献の一助となれるよう、これからも努めていきたいと思います。
一方、今後の人材不足問題を解決していく取組としては、特に障がい者の方達の一般就労への道がなかなか開
けないという問題があることを知り、2013年に株式会社クオリードを設立し、障害者就労支援施設「WAQUA（A型
就労支援事業所）」と「QUO（B型就労継続支援事業所）」を開設いたしました。私たちが社会で働きたい施設利用
者へ仕事を積極的に提供することで、障がい者の方達の「社会への帰属感の提供」ができるようにと日々努めてお
ります。
今後はさらに個々の施設利用者が作業の技術を高め企業様の「ものづくり」の下支えとなることで、グループ全体
の企業価値を高めていくと同時に、利用者の中から正式に雇用契約することによる当該利用者の収入面及び生活
面での安定、さらに将来的に活躍できる就労の機会の提供とその環境整備をしていきたいと考えております。
今後の取組として、物流を通じて様々な企業様の要望に対して質
の高い作業を提供することで、利用者はよりリアルな就労体験（訓
練）をし、本当の意味での「就労」となるような事業所を目指していこ
うと考えています。
これから私たちは、物流を通じて障がい福祉の担い手として専門職
の誇りを持ち、地域会社から信頼される企業を目指し、社会的使命
と職務の責任を常に考え、全員で力をあわせ豊かな人間性を磨くこ
とを心掛け、思いやりのある職場づくりをしると同時に、【「働く」生きが
いプロデュース企業」】として、より一層の感動を皆様に提供していき
たいと考えております。
今回、そういった想いやロジ・ウエイズグループの強みや取り組み、
今後の展開について見える化をすべく、グループ全体としてこの知的
資産経営報告書にまとめました。関係者の方々により一層ご理解い
ただければ幸いです。

株式会社ロジ・ウエイズ
株式会社クオリード
株式会社新聞素材
代表取締役 髙橋 功

代表プロフィール
1995年、京都産業大学法学部卒業。国内大手総合物流商社に入社、東京支店にて物流機器・運搬機器・建設機
械等の販売・メンテナンス部門の営業を担当し、入社5年目でトップセールスに躍り出る。主に、官公庁への運搬機器や
特殊車両、機器などの販売、メンテナンスなどを行う。
関西支店海外輸出梱包部門に配属された後、大手センサーメーカー・半導体メーカー・工業部品メーカー・プリント基
盤メーカー等の物流倉庫・輸出梱包拠点の責任者を歴任し、その業務から「倉庫とはただ商品を保管するだけでなく、
在庫管理、流通加工、配送・運搬等の手配などを行うところで、それに携わるパートや内職など多くの人材が必要だ」と
知る。効率の良い管理や配送を提案し、事業の効率化に貢献する。
2006年に、総合物流商社退職。独自の物流・加工のノウハウや営業能力が高く評価され、某物流加工会社にヘッドハ
ンティングされ物流コンサルタントとして従事。知識と経験を活かし、物流システムの改善に成功する。
2007年8月、約12年間の物流・商品加工のノウハウとBtoB営業ノウハウを活かし株式会社ロジ・ウエイズを設立。
今後は、『おもてなし発送代行』を中心にビジネスモデルのさらなる高付加価値化・独自化を進め、ワンストップサービス
ならではのメリットをお客様に提供するとともに、地域の雇用を生み出すという社会貢献を目指す。
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2. 経営理念
① 経営理念

② 経営(行動）指針
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3. LWGの価値創造ストーリー図
理念

知的資産・強み

事業

行動指針

知的資産マネジメント

顧客・社会的価値

安全に働ける職場環境の
提供と感動、感激の創造
お客様の商品を輝かせる
お手伝い
適性利潤の追求
組織資産

P.4

模倣困難な「おもてなし
発送代行」独自フロー
組織資産

P.12

内職加工力
内職ネットワーク

おもてなし発送代行事業
就労継続支援事業
ネット通販等の物販事業
組織資産

P.6

組織資産・関係資産 P.14
ひと手間加工力・
ギフト対応独自システム
組織資産

P.16

ギフト加工用資材調達力

超！物流
“あり得ない”を
“あり得る”にし
通販会社等の問題解決
障がい者雇用の創造
障がい者のキャリア育成

組織資産・人的資産 P.17
併設型就労支援事業によ
る応力、体制・組織力
組織資産

地域社会への貢献
社会的意義のある企業へ

P.18

学びで得た戦略・
マーケティング知識
人的資産・関係資産 P.23
価格決定マネジメント
（おもてなし発送代行）
人的資産

P.24

≪参考：知的資産の3分類≫
【人的資産】・・・従業員の技・知識や勘など、従業員が退職すると企業が失う資産
例） 個人の知識、ノウハウ、経験、スキル、対応力、営業力等
【組織資産】・・・従業員の間で共有が可能であり、従業員が退職しても企業に残る資産
例） 経営理念、データベース、教育システム等の仕組み、知的財産権等
【関係資産】・・・外部との関係から構築された資産
例） 顧客関係、顧客満足度、販路、供給業者との関係、ネットワーク等
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4. 事業内容
① 「超！物流」の『おもてなし発送代行』｜㈱ロジ・ウエイズ
従来の物流では、「検品」「保管」「加工」「配送」を別々の会社で請負うことが常識でした。㈱ロジ・ウエイズの
『おもてなし発送代行』では、これらを一括して請負うことで、今まで気付かなかった問題を解決し、高いパ
フォーマンスを実現いたします。さらに「ひと手間加工」で商品に付加価値を与え、より輝かせる事が可能です。
そして、お客様の大切な商品は、私たちが真心を込めて『おもてなし発送代行』させていただきます。
物流にコストをかけて業績を伸ばす。新しい常識を創造した「超！物流」。(※)
それがこの『おもてなし発送代行』です。ロジ・ウエイズの『おもてなし発送代行』は、ギフト通販の「超！繁盛
店」とともに成長してまいりました。今までに蓄積されたノウハウと、「物流にコストをかけて売上を拡大する」とい
う「超！物流」視点でお客様をサポートいたします。
※物流にコストをかける「超！物流」…とは
本来必要な物流コストを無理矢理削減するのではなく、商品のラインナッ
プを増やしたり、パッケージや包装を工夫し、お客様一人一人のご要望に
お応えする事で商品に付加価値を与え、売り上げを拡大する手法です。

ギ
フ
ト
通
を販
新会
常社
識様
のの

で
解
決
！

内職 × ひと手間加工 × ギフト加工用資材調達 × 個別対応独自システム
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超！物流 ポイント
☆ 御社で作業場所、作
業人員の確保が不要。
☆ 入荷と検品、在庫管
理が一度に可能。
☆ 入出荷ミスなどのトラ
ブルを防止。
☆ 出荷指示さえすれば、
当社から出荷。
☆ 訓練された自社ス
タッフによる高レベル
の加工。
☆ 手作業や複雑な商品
セットアップが可能。
☆ 約300名の登録ス
タッフにより、繁忙期
の大量作業にも対応。
☆ 御社の規格に合わせ
た商材・部材も調達。
☆ 独自開発管理ソフトに
よる確実な商品管理。

6

4. 事業内容
『おもてなし発送代行』の仕組み・流れ

ロジ・ウエイズでは
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4. 事業内容
② 併設型 就労継続支援事業所 『WAQUA』・『QUO』｜㈱クオリード
㈱クオリードでは、雇用契約に基づく就労を行う就労継続支援A型の事業
所『WAQUA（ワクア）』と非雇用型で就労を提供する就労継続支援B型の事
業所『QUO（クオ）』を併設運営しており、障がい者等に就労の機会を提供しサ
ポートしています。
併設により、就労経験や体調の状態などの個別のニーズに応じて適した就
労環境を提供することができます。そのためB型にて経験を積みA型へ移行し
たり、スキルを磨き安心してずっと働くなど、キャリア選択の幅が広がります。
就労継続支援A型・B型事業所を【併設】しているメリット

主な特長

 成長できる仕組み
一般の企業で働くためには最
低限のビジネスマナー（あいさ
つ・身だしなみ・言葉使い・時
間管理など）も必要になってき
ます。
そのため仕事だけでなく、就労
に向けてのビジネスマナーも積
極的に学んでいきます。

 作業の種類が豊富
パソコンの入力作業やホーム
ページの更新、梱包等を請
負っています。また、目視検品
や組み立て作業の他に、ロジ・
ウエイズの業務も請負っており
ます。

 能力に応じた作業内容
多様な作業の中から一人ひと
りの能力に合った作業をスタッ
フと相談しながら進めさせてい
ただきます。
そのため、計画的にスキルアッ
プを図ることができます。

 頑張りに応じたキャリアアップ
B型・A型・一般就労への一体
的なキャリアアップの仕組みが
あります。頑張りに応じて勤務
時間の延長や社会保険・雇用
保険の加入などもできるので、
それぞれの目標を持って働く
ことができます。

8

そのため流通加工作業、セットアップ作業、製袋
作業、ギフト発送作業など作業の種類が豊富です。
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4. 事業内容
就労継続支援A型事業所『WAQUA（ワクア）』
就労継続支援A型とは、通常の企業に雇用されることが困難な身体、
精神、知的の障がいのある方や難病の方に雇用契約に基づく「働く場」
を提供するとともに、就労継続に必要な支援を行う事業です。また、施
設外就労や企業実習などにより一般就労に近い環境で働くことができ
ます。
A型事業所の特徴は雇用契約を結ぶことです。そのため、滋賀県の
最低賃金が保証されるほか、雇用保険の加入、将来的な勤務延長に
伴い社会保険に加入することも出来ます。

 Step1 雇用契約・利用契約
職場見学や体験実習を経て、今後も続けられる
かなど働く上での課題を明らかにして利用契約、
雇用契約を結ぶ。

 Step3 就労能力の向上（施設外就労・企業実習）
事業所内での仕事からステップアップし、施設外
就労や企業実習など、より一般就労に近い環境
で就労能力の向上（コミュニケーション能力や適
応能力等）を図る。

 Step2 能力に応じた仕事
さまざまな仕事があり、障がいや就労能力につい
て相談しながら仕事に取り組むことが可能。
代表的な仕事は、流通加工作業、目視検査業務、
ギフト発送代行業務（セットアップ作業、梱包作
業）などがある。

 Step4 一般就労等
事業所内での仕事からステップアップし、一般就
労に向けた活動や事業所内での勤務時間延長な
どのキャリアアップを図る。
WAQUAの雇用契約では期間の定めがないため、
スキルを磨き安心してずっと働くことも可能。

就労継続支援B型事業所『QUO（クオ）』
就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難な就
労経験のある障がいのある方に対し、生産活動などの機会提供、知識
や能力の向上のために必要な訓練などを非雇用型で提供する事業で
す。比較的負担なく、体調にあわせた利用が可能で、無理なく仕事に
慣れていくことができます。
作業を通じて働き方の訓練を重ねることで、就労習慣を形成すること
ができ、A型への移行やB型内でのキャリアアップにより、安定した生活
環境を整えることができます。

 Step1 利用契約
職場見学や体験実習を経て、利用する上
での課題を明らかにして利用契約を結ぶ。
体験実習の間も工賃や交通費を支給。

 Step3 作業を通じた働き方の訓練（OJT）
入力業務やホームページの保守作業等のPC業務や軽
作業を通じて業務スキルアップや働く上での体力向上、
コミュ二ケーション能力向上を図る。スキルに応じた仕
事が豊富にあるので、得意な仕事を見つけることも可能。

 Step2 就労に向けた準備
就労する上で必要な勤怠の安定や取り組
みの姿勢といった就労習慣の基礎的な訓
練を行う。朝が起きれなくて心配、働いた経
験がないといった不安があっても問題なし。

 Step4 A型へ移行、B型でキャリアアップ
A型への移行やB型内でのキャリアアップを図る。
出勤手当・作業手当、長時間手当、通勤手当、皆勤手
当など頑張りに応じて工賃がアップする独自のキャリアプ
ランが整っている。

独自のキャリアアップシステム
ロジ・ウエイズ/一般企業
A型事業所（WAQUA）
B型事業所（QUO）
9

3階建て組織の強み

☆ 一般企業への就労実績
• 利用者25名中6名就労（24％）
（うち2人はロジ・ウエイズに就職）
（2018年9月現在）
☆ A型の利用者の社会保険加入率
• 定員20名に対し4名（20％）加入

知的資産経営報告書2018 ロジ・ウエイズ グループ

9

4. 事業内容
③ ネット通販等の物販事業｜㈱新聞素材
㈱新聞素材では、新聞古紙を100％使用した無脱墨・無漂白・無
着色の封筒等を販売しています。
もともと、ロジ・ウエイズが加工業務を請負っていたお客様から、事
業を譲り受ける形で2010年に設立しました。
今後は、ロジ・ウエイズグループ（LWG）の物販事業と位置づけ、よ
り価値ある商品の提供をし、より一層の障がい者への仕事の創造を
行っていきます。
新聞素材🄬の３つの特徴

『新聞素材🄬』は㈱ロジ・ウエイズの
登録商標（第4527382号）

新聞素材🄬の封筒商品例

長形封筒 長3封筒

角形封筒 長2封筒

長形窓空き封筒 長3窓空き封筒

新聞素材🄬の商流
共働作業所N

無脱墨・無漂白・無着色(※)
での製紙加工を行うのは、
このS社のみ。

印字加工
製紙会社S社
商談

回収
新聞古紙

販売

封筒会社T社
原紙に加工

納品
新聞古紙の封筒化は、紙粉が多く、機
械メンテナンス等に時間を要するなど
非効率で、対応業者も少ない。T社は
対応可能な数少ない封筒専門会社。

納品

製袋・印刷

※ 通常、古紙を製紙原料としてリサイクルする場合、紙からインキを除去する必要があり、
このインキを取り除く作業を「脱墨」という。
※ 通常、古紙をリサイクルする場合、薬品で漂白を行う。

10
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4. 事業内容
④ LWGの関係図

生産性・収益力
向上

持続的経営の
実現

人手不足解消

顧客課題解決

グループ企業で物流を通じて
お客様の問題解決と
地域の障がい者雇用の創造
による社会貢献

就労
就労継続支援A型・B型事業所
即戦力となる一般就労支援

新聞古紙を活用した封筒や
自社商品等の販売

障がい者雇用促進・創出
社会問題解決

⑤ LWGの組織図

11

(2018年9月現在)
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5. LWGの知的資産・マネジメント
① 模倣困難な『おもてなし発送代行』独自フロー
従来のアウトソーシングでは、素材や商品の「保管」、検品・シール貼り・パッケージング・ピッキング・梱包等
の「加工」、「配送」などそれぞれ別の会社に依頼することが一般的とされてきました。また、「一括代行」できる
会社でも、細かな「加工」等は行わないため、本当の意味での「一括代行」を実現できるところがありませんで
した。ロジ・ウエイズの『おもてなし発送代行』では、細かな「加工」等も含めてこれらを一括して請負うことで、今
まで気付かなかった問題を解決し、高いパフォーマンスを実現いたします。
一般的な物流アウトソーシングの場合（一括代行を行う一般的な「発送代行業者」の例）
メーカー

必要以上の
ロット仕入も

B) 包装資材等の
ギフト資材調達

C) ギフト商品化
（熨斗等のギフト加工）

お客様
（倉庫含む）
加人
工や
分商
だ品
けの
出管
荷理

A) 内職加工
（検品・タグ付け・
シール貼り等）

①
倉
庫
入
荷

②
在
庫
管
理

③
保
管

④
ピ
ッ
キ
ン
グ

⑤
梱
包

⑥
出
荷

1ケース
10円

月ｼｽﾃﾑ料
20,000円

保管料/㎡
3,000円

1ピース
5円

1個
100円

100サイズ
500円

一般的な発送代行業者

5円/個

• 作業場のため『保管』無し
（倉庫業の許可無し）
• 別業者への『運送』無し
（運送業の許可無し）

*
内は単価の例
* 「見えるコスト」は
この単価の積算

▼ 主な「見えない・気づいていないコスト」
*
運搬
*
人件費や人の管理コスト、仕分け
等の作業コスト（運搬コストも含む）

▼ 一般的な発送代行業者への物流アウトソーシングの場合
• 保管や運送がメインで、A)・B)・C) は行わない。（人や内職の管理が大変なため、できない。）
• 一括代行ではない場合、①～⑥ を別会社に依頼する必要があり、さらなる間接コストがかかる。
• ①～⑥について
① ケース単位やパレット単位でのみ受入するだけで、仕分け等は行わない。単品単位や種類ごとの仕
分けは自社で行う必要がある。
② 在庫管理単位（SKU）で管理。色違いなど細かく管理する場合は、自社で仕分けする必要がある。
③ 仕分けして保管する場合は、自社で行う必要がある。
④ 必要な分だけ自社で行い、それ以外を物流業者で保管してもらう場合が多い。
⑤ 出荷のための梱包であり、熨斗等のギフト用加工は行わない。
⑥ 通常の宅配便と同じ。

• A)～C)について（自社で管理・調達）
A) 加工のみであり保管は行わない。作業レベルも一定ではないことも多く、障がい者の作業施設等だと
納期も遅延することも多い。また、加工や出荷の管理のための人員も必要。
B) 自社で最低ロットで調達し、保管・管理する必要がある。そのための人員も必要。
C) 保管会社や一括代行会社では対応しないため、自社で行う必要があり、そのための人員も必要。
→ 倉庫業や物流業がメインの一括代行業者では、個別対応はできない。
12
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5. LWGの知的資産・マネジメント
『おもてなし発送代行』の場合（仕組み）

メーカーから材料や商品を
直接入荷も可能

メーカー
お客様

 内職加工でスタートし組織化した強み。
 組織化された内職加工業に物流を
“上乗せ”したことによる強み。
 きめ細かな対応ができる強み。

連動する個別対応独自システムで
熨斗等の書き方や出荷等の指示

おもてなし発送代行
• 作業レベル等に応じ、当社
スタッフ、WAQUA・QUO、
外部提携先に振り分け
• 大量加工でも対応可能
A) 内職加工
（検品・タグ付け・
シール貼り等）

WAQUA・QUOの運営

①
倉
庫
入
荷

B) 包装資材等の
ギフト資材調達

②
在
庫
管
理

③
保
管

C) ギフト商品化
（熨斗等のギフト加工）

④
ピ
ッ
キ
ン
グ

⑤
梱
包

⑥
出
荷

お客様にとってストレスフリーなトータルサポートを実現
トータルで時間・手間・コストの削減

★ お客様のメリット
溢れかえったバックヤードが改善
• 「見えないコスト」も削減
 運搬にかかるコスト。
 パートや派遣社員を雇用して行っていた作業や管理等に
かかる労力・時間コスト。
→ 人件費等の固定費に含まれおり、余計に見えにくい。
 外注していた加工に関して、納期遅れや品質不良等により
費やした労力・時間コストや遺失利益。
→ 他の加工先を探す手間なども含む。
 バラバラで調達していたため意外と膨れ上がっていた資材
調達コスト。
→ 使用分だけを請求する『水道方式』で精算。
生産性や売上・リピート率が向上
• 生み出される効果
 本来業務や知的創造活動への人の配置。
 物的スペースの有効活用。
 品質の安定化。
 「ひと手間加工」等による商品の付加価値アップ。
 作業効率・作業回転率や売上・リピート率アップ。

• 標準単価（「見えるコスト」）の積算以上の価値
 ①～⑥やA)～C)における各加工単価や運送費の単なる
積算だけでは計れない価値。
* 他にはないサービスではあるが、お客様にしてみれば
比較対象がなく、単純に各作業の相場価格を積算し
た金額の合計で判断しがちになりやすい。
13

一般的な物流アウトソーシングの場合
ギフト化
内職
加工

資材
業者

お客様

発送代行
業者

『おもてなし発送代行』の場合
お客様

おもてなし発送代行
内職
加工
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ギフト化
etc

資材
調達
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5. LWGの知的資産・マネジメント
② 内職加工力・ネットワーク
内職加工は、当社がもっとも得意とする業務です。約300名の
登録スタッフが内職加工を行っており、一部は場内内職として作
業しています。さらに複数の障がい者施設等との連携もあること
から、大量ロットの対応も可能となっています。
内職加工は管理が心配と敬遠されがちですが、当社では経験
豊富な正社員の管理スタッフが常時内職者を指導教育してい
ます。また、ネットワークにより全国のお仕事に対応が可能です。
当社では、お客様からの要望がさまざまであることから、加工に
従事するスタッフに対しては、主にOJTによる指導・教育を行って
います。
同じような作業や加工は、できるだけ同じスタッフや内職者に
任せることで、熟練度を上げて、作業効率向上に繋げています。
品質管理・内職加工体制

 品質マニュアル
• 加盟店契約している『内職市場』のマニュアルやISO準拠の
品質管理マニュアルなどを利用し、品質管理体制を整備。
 研修・マニュアル
• 作業の工程を写真や動画で記録し、マニュアル化。複雑な
ラッピングでも、自分のわからないポイントを繰り返し見る事が
できるため、上達が早く、クオリティの高い作業を実現。
• その他、OJT研修などで、高品質な作業ができるようスタッフ
教育に努めている。
 正確な検品のための「はなまるテスト(※)」と視力検査
• 部品の検品作業で不良個所がないかを瞬時に判断できるよ
う実施。
• 慣れた作業者ばかりでも、定期的に実施。
• より正確な検品ができるよう視力検査も実施。

業務管理・品質マニュアル

※ 3分間で600文字の中から、「は、な、ま、る」の文字に「○」を
つけるテスト。

 海外技術視察
• 技術やシステムの向上に努めるべく、海外の工場などへ積極
的に視察も実施。
 食品衛生法上の許可
• 食品衛生法菓子製造営業許可証や食品衛生責任者資格
を取得済み。衛生管理の必要な作業は、自社内作業場にて
行う。

クラウド化したマニュアル

 保管体制
• 温度管理された倉庫で保管するなど、品質管理・在庫管理
も徹底。
 預かり商品への保険
• お預かりする商品製品には全て保険を掛け、万が一の時にも
補償が出来るように対応。

菓子製造営業許可

☆ 年間返品件率 ： 0.006％ （ヒューマンエラーはほとんど無し）
14
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5. LWGの知的資産・マネジメント

全品検品、サンプル検品など、御社のご要望に合わせた検品を実施

カカオの皮剥きも一つずつ手作業

温度管理された倉庫で保管

視力検査

はなまるテスト

海外視察

 梱包・発送体制
• 社内の工業梱包技能士・梱包管理士の指導のもと、丁寧な
梱包で全国へ発送。
• 企業の規格に合わせたサイズの段ボールも用意。
（ロゴマークなどの印刷も可能）
• ヤマト運輸、佐川急便、ゆうパック、西濃運輸、福山通運等
の運送会社が指定可能。
（チャーター便の手配も可能）

内職加工ネットワーク

 大量受注と高品質を可能にしたネットワーク
• 自社内加工（自社スタッフ）
• 約300名の登録スタッフ（一部は場内内職）
• 約15ヶ所の障がい者施設等との連携
• クオリード（就労継続支援A型・B型事業所）
 独自訓練で障がい者個人の技能の把握。
 クオリードでレベルアップも図っている。
 他の施設や制度等も熟知。

約300人の
登録スタッフ

技能レベル・
加工種類に
応じて
振り分け

自社内加工
（自社スタッフ）
約15ヶ所の
障がい者施設等

組織化
品質管理
内職加工体制

内職加工
ネットワーク

大量受注・高品質・低コスト

15

お客様のコストに合わせつつ、品質安定を実現
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5. LWGの知的資産・マネジメント
③ ひと手間加工力・ギフト対応独自システム
内職加工力・ネットワークに加え、お客様の受注管理システムに連動した独自開発したシステムにより、受注
内容に応じた複雑な商品セットアップや手作業でしかできない個別対応をすることで、お客様に喜ばれる「ギフ
ト商品」に仕上げることが可能です。
ひと手間加工力

商品の付加価値を上げるために、商品の見せ方やラッピングにこだわるなど、
細かな点で皆様が悩まれていることを解決する「ひと手間包装」

多種多様なパンフレットなども
お客様に合わせて同梱

商品を輝かせ、お客様の満足を作り出す、
手作業ならではの喜ばれる「もうひと手間」
■事例 ～ギフトだからこそ、ご要望も多種多様～
• 右の写真の商品は、12種類のお米を12色の小
風呂敷に包み、１つの箱に1色ずつをセットアップ
したもの。お米と一緒に、のりや梅干し、お茶等を
セットすることもある。
• ご注文内容に忠実に丁寧にピッキング、セットアッ
プして商品として作り上げる。
• そのようなお客様の期待に応えるサービスが当社
の『おもてなし発送代行』。
ギフト対応独自システム

 独自システムとは
• ネット通販会社等の受注管理システムに連動させる当社独自のシステム。
• 1日200～300件以上の出荷が発生するネット通販会社等にとって、エンドユーザーが満足する商品作りと
トータルコストの削減を実現する仕組み。
 独自システムによるギフト商品化
• CSVデータの反映で個別対応
 熨斗印字から送り状抽出までシステム
で連動。
 熨斗や一筆箋の種類、ラッピング方法、
メッセージカード等をピッキングリストに
反映し個別対応。
• ギフト用帳票印刷システム
 熨斗やメッセージカードのテンプレートは
1,000パターン以上を実装。
 熨斗やメッセージカードは注文番号で
管理。
 どのような記載パターンをご希望されて
も対応可能。

16

ほかに、WMS（倉庫管理システム）、財務管理システム
など、IT化による効率化を図っている。
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5. LWGの知的資産・マネジメント
④ ギフト加工用資材調達力
お客様の要望に応じ、ギフト用の商品を包装する資材なども、当社で仕入先を探して大量調達し、コストダウ
ンを実現しています。ヨーロッパやアジアのパッケージ会社や展示会などに頻繁に視察に行っており、日本に
はない、オシャレなデザインの包装資材等の調達が可能です。現地の製造工場と直接交渉し、オリジナルの
包装資材の製作の実績もあります。
また、外国語が堪能なスタッフがネットワークを生かし、現地工場との豊富なコネクションもあります。
資材は直接当社の倉庫に入荷し、検品、在庫管理いたします。
資材調達の流れ

企業様が資
材に求める
品質を確認

海外を含め、
仕入れ先を
探す

包装資材のデザインや色も豊富に
取り揃えることが可能。

企業様に品
質とコストを
確認

箱のサイズ、色、柄など、ご要望に
応じた資材を製造、調達。

合格なら、
資材を仕入
れ

検品・保管

包装紙、熨斗、メッセージカードも
お客様ごとに一品一様の対応。

海外での資材調達

専用の包装・梱包資材、シール、紙袋等、お客様が企画したオリジナルギフトに必要な資材を大量調達により
低コスト化。海外の工場と直接交渉し、オリジナルパッケージの製作も可能。資材の在庫は当社で管理。

お客様は、資材や材料の用意
やその検品・保管もする必要な
く、当社で一環サポート
海外の資材工場も視察する。

17

調達後の資材も当社倉庫で保管。
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5. LWGの知的資産・マネジメント
⑤ 併設型就労支援事業による対応力、体制・組織力
LWGは、一般企業（ロジ・ウエイズ）、A型事業所（WAQUA）、B型事業所（QUO）を併せ持つ「3階建て」組織
になっています。そのため、就労に向けた手厚い支援が可能です。さらに、ロジ・ウエイズでの採用を念頭に訓
練することから、即戦力となる人材育成になり、LWGにとっても優秀な人材の安定確保につながります。
一方、ロジ・ウエイズの業務を請負うWAQUA・QUOでの利用者の能力向上は、顧客価値の維持・向上やロ
ジ・ウエイズの生産性や収益力の向上につながります。
このような仕組みや組織が「三方よし」を生み、LWGの持続的経営の大きな源泉であり強みでもあります。
一般的な就労継続支援の仕組みと現状

一般企業
A型事業所
支援機関
行政機関

B型事業所
直B禁止(※)

特別支援学校等
※ 直B：一般企業やA型を経ず、いきなりB型を
利用すること

一般企業

①

A型

②

B型

①´
B型

③

A型

④

一般企業

* 実際には、B型→A型、A型→一般就労へと
移行できる利用者は多くないのが現状。
 就労移行支援での一般就労への移行率は
約24.9％、A型では約4.9％、B型では1.6％。
厚生労働省『障害者の就労支援について』
（平成27年3月17日）より

 就労継続支援B型事業所の工賃
• 全国平均 ： 15,295円/月
• 滋賀県平均： 18,038円/月
 就労継続支援A型事業所の賃金
• 全国平均 ： 70,720円/月
厚生労働省『平成28年度平均工賃
（賃金）月額の実績について』より

 一般的な就労継続支援の特徴
• 一般企業、A型事業所、B型事業所は、それぞれ別の
法人や組織。
• 主なステップ
① 利用者がA型を希望し利用しても、就労において
まだ不適格であれば、支援機関や行政に相談。
② 行政等がその利用者に適格なB型を探し提案。
 この際、他のA型を探して提案し、そのA型
でも不適格であれば、利用者のA型を希望
しても、さらに強くB型を提案。
③ B型で訓練し、就労能力など成果が現れたら、行
政等を通じてA型に移行。
④ A型で訓練し、就労能力など成果が現れたら、行
政等を通じて一般就労に移行。
 就労継続支援の背景
• A型事業所の立ち上げの推奨
 B型では、利用者と雇用契約を結ばないので、工賃
のみで最低賃金の保証もない。
 B型のほとんどは、国や自治体からの給付金や助成
金のみで運営している。
 B型への安易な参入も増えたことや、給付金目的で
利用者を単に囲い込むだけの事業所の出現への危
惧から、利用者の「雇用」を必須とするA型の立ち上
げを行政は推奨。
 A型の要件の厳格化 (※)
• 行政の要請や社会的背景にもより、A型が増加。
• 経済活動等の事業収入で利用者の賃金を払うべきと
ころを、実際には国や自治体からの給付金等でその賃
金を賄っているところも増加。
• その結果、「雇用」とは名ばかりで、短時間労働しかさ
せない事業所も増加。
⇒ 利用者の賃金を生産活動等の事業収入で賄うこと、
利用者の短時間労働の制限(注)など、規定が厳格化。
⇒ 事業収入に乏しいA型の閉鎖や利用者解雇も増加。

※ ≪参考≫
* なぜ福祉事業所の閉鎖が相次ぐのか｜NHK けさのクローズアップ （2017年12月28日）
https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2017/12/1228.html
* 「就労継続支援Ａ型」参入事業者が急増｜毎日新聞 （2016年1月10日）
https://mainichi.jp/articles/20160110/k00/00e/040/142000c
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(注)利用者の短時間労働の制限
利用者1人につき1日の勤務時間
が4時間未満であれば、給付金の
減算対象になる。
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5. LWGの知的資産・マネジメント
LWGの『3階建て』組織による対応力

ロジ・ウエイズ

 WAQUAの体制
（A型事業所）

管理者：１名
サービス管理責任者：1名
職業指導員：2名
生活支援員：2名
賃金向上達成指導員：1名

 QUOの体制
（B型事業所）

管理者：１名（サービス管理
責任者と兼務）
職業指導員：1名
生活支援員：3名
目標工賃達成指導員：1名

一般企業

支援機関
行政機関
3階建て構造
特別支援学校等
LWG内でキャリアアップ、ステップアップが可能

 3階建てのメリット
• 【QUO⇔WAQUA⇔ロジ・ウエイズ】というように、グ
ループ内で就労に向けた手厚い支援が可能。
• A型の先にロジ・ウエイズがあることで、利用者に
とって、就労に向けた意識がより高まる。
• 『A型予備軍』という位置づけでのB型にもなり、利
用者にとっても、十分な訓練をしたうえでA型に
移行することが可能。
• A型だけでなくB型もあることで、A型で働くことが
できない利用者の受け皿にもなり、社会的ニーズ
にも応える。

 多機能型ではなく併設型
• 同一の事業所内にA型・B型があるより、事業所
を分けることで、利用者に適した作業内容や、き
め細やかで手厚い支援が可能。
 WAQUA（A型）では加工作業が中心で、
QUO（B型）ではパソコン入力などが中心。
 各事業所に、1事業所の人的要件である管
理者・サービス管理責任者（1人以上専従
常勤）・職業指導員（1人以上専従常勤）・
生活支援員（1人以上専従常勤）を配置。
• 手厚い支援が可能なことから、行政からも高い
評価を受けている。

企業の“即戦力”となる障がい者雇用創出と人材育成

 事業の収益性
• ロジ・ウエイズからの受注など十分な事業収入がある。
 作業レベルも高いため、適正な受注単価。
• 雇用型のWAQUAでは、社会保険加入など、利用者
にとって十分な就労時間を確保。
• 非雇用型のQUOでは、平均以上の工賃を達成。
 即戦力となる就労支援
• ロジ・ウエイズの請負業務が多く、作業の種類が豊富。
→ 能力に応じた作業からステップアップが可能。
• ロジ・ウエイズへの就職を前提に仕事を行うため、 ロ
ジ・ウエイズは勿論、一般就労でも即戦力となる人材
育成になっている。
☆ WAQUAから一般就労の実績 （2018年9月現在）
• 利用者のべ25名中6名（うち2名はロジ・ウエイズに就職）
 全国平均4.9％に対し24％の就労率

☆ WAQUA利用者の社会保険加入率
• 定員20名に対し4名加入（加入率20％）
19

発注（元請）企業
一般企業
即
戦
力 WAQUA
と
な
る
人
材
QUO
育
成

発 注

発 注

十分な事業収入

☆ B型事業所QUOの工賃
• 30,000～45,000円/月
 全国平均 ： 15,295円/月
 滋賀県平均： 18,038円/月
全国平均、滋賀県平均は厚生労働省『平成
28年度平均工賃月額の実績について』より
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5. LWGの知的資産・マネジメント
施設での作業風景

①
②
③
④
⑤

①

②

④

⑤

検品作業
目視作業
ギフト包装作業
梱包作業
発送準備作業

③

 利用者の声
 「職業訓練・作業」はどうですか？ 今後の目標は？
 昔の自分より変わった、成長できたと思います。以前は人間関係で
出勤できませんでしたが、今は毎日出勤できています。本当に良い
仲間に出会えて恵まれたと思います。ギフト商品のセットアップ（詰
め合わせ）を行なっていますが、今はここで頑張っていきたいと思っ
ています。
 検討している方に伝えたいことは？
 ワクアは職員も利用者もいい人ばっかりで働きやすい環境です。親
切な方ばかりなので安心して働くことができます。経済的にも働きに
見合ったお給料がもらえるので嬉しいです。

①
②
③
④
⑤
③

20

滋賀県出身 Ｎさん
2016年3月 クオリード利用開始

①

②

④

⑤

全体風景
パッケージ作成作業
商品写真の撮影作業
PC入力作業
PC入力指導の様子
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5. LWGの知的資産・マネジメント
即戦力の人材育成を可能にする独自の評価システム、キャリアアップ制度

 独自の評価システム
• 法定の就労アセスメント等のほかに、「B型→A型
→一般就労」へのステップアップに向けてた独自
の評価システムを導入。
• 評価点（100点満点）と等級（1～5等級）を基に、
B型→A型、A型→一般就労のステップアップを
客観的に判断。
 独自の工賃規定（B型）
• 等級と出勤日数に応じて工賃を決定。
 出勤手当、作業手当、長時間手当、通勤手
当、皆勤手当など、等級や出勤日数に応じ
て工賃もアップ。
• 事業の収益性もあり、平均工賃は、全国や県内
の平均工賃の約2倍を実現。
→ 利用者により豊かな生活の提供。
 指導員・支援員も実務部隊
• 指導員・支援員は、利用者への作業の仕方やケ
アを行う。
• それに加え、指導員・支援員も、WAQUAとQUOが
請負った仕事の実務を利用者と同じように行う。
→ 利用者に、的確で丁寧に指導して、利用者
の能力を上げてもらわないと、自らの業務の
負担にもなる。
→ 利用者のさらなる能力向上になり、作業レベ
ルも高くなる。

指導員・支援員も実務部隊として仕事するとともに、ロジ・ウエイズの品質管理等を活用して、実務の作業を指導

21
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5. LWGの知的資産・マネジメント
併設型就労支援事業による対応力、体制・組織力等の強みの効果（三方よし+1の実現）

▼ 労働集約型事業における前提
• ロジ・ウエイズは、『おもてなし発送代行』をはじめ内職加工など手作業、つまり、人手を要する人海戦術に
頼る業務が多い労働集約型事業。
• そのため、売上の維持やアップを図るには、委託先を含めた労働力の安定確保と処理能力の向上が必須。

 生産性の向上（①持続化経営）
• ロジ・ウエイズの業務を請負うWAQUA・QUOにお
いて、利用者の能力が向上することで、業務の
処理能力が向上。
→ 生産性アップ
 これまで対応しきれずに逃していた受注
などロジ・ウエイズの受注キャパシティが
拡大
→ 売上・収益力の向上 ⇒ 持続化経営

 労働力の確保（②今後の人手不足の解消）
• WAQUA・QUOにおいて、 「B型→A型→一般就
労」へのステップアップに向けた訓練、指導等に
よる利用者の能力向上は、そのまま人材教育、
人材育成になる。
→ ロジ・ウエイズへの一般就労は、即戦力の
人材確保。
→ 就労継続支援事業そのものの継続が、優
秀な人材・労働力の安定確保につながる。

 顧客価値向上（③ロジ・ウエイズの顧客満足）
• 利用者の能力向上や人材確保は、ロジ・ウエイ
ズにおいて、さらなる大量受注、高品質、安定
品質、低コスト、高パフォーマンス化を実現。
• ロジ・ウエイズのお客様にとっても、予算に合わせ
たより高いレベルでのサービス提供が可能に。

三方よし+１の実現

 障がい者の受入と雇用促進（④社会問題解決）
• A型・B型を併設することで、幅広いレベルの障
がい者の受入が可能。
• ロジ・ウエイズへの一般就労を見据えたキャリア
アップにより、実践的な自立支援を実現。
• 他企業への一般就労でも、利用者は即戦力とし
て活躍。

世間よし
障がい者雇用等
社会貢献
買い手よし
お客様にとっての
価値向上

利用者よし
自立した生活
生きがい

売り手よし
持続的経営
人手不足解決

３階建て構造

QUO(B型）

WAQUA（A型）

併設型の就労継続支援

人材育成

A型利用に向け
た受け皿

キャリアアップ
システム

豊富な作業

ロジ・ウエイズ

人材・労働力の
確保
生産性向上
収益力アップ

多角化経営

①持続化経営
②人手不足解消

顧客価値の
向上

③顧客課題解決

障がい者雇用
促進・創出

④社会問題解決
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ロジ・ウエイズの品質管理・内職加工体制
ロジ・ウエイズの労働集約型事業
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5. LWGの知的資産・マネジメント
⑥ 学びで得た戦略・マーケティング知識
創業以来、経営学や経営戦略・マーケティングについて学び続けています。特にランチェスター経営や盛和
塾での学びを基礎にし、行き当たりばったりの経営は行わず、経営にブレが出ないよう、常に基礎に立ち返るよ
う心がけております。さらに、客観的視点を失わないためにも、適時、外部の専門家も活用・登用しています。
戦略・マーケティング等の学び

 社長の継続的な学び
• ランチェスター経営
 創業以来、ランチェスター経営㈱の竹田陽一氏のランチェスター弱者の
経営戦略を学び続け、戦略構築や事業計画の基礎にしている。
• 盛和塾
 京セラ㈱の稲盛和夫氏の経営学等を学ぶ盛和塾に入塾し学ぶ。
• 滋賀県中小企業家同友会
 創業後すぐに入会し、中小企業経営について学ぶ。
 ネット通販を行うお客様との関係
• ロジ・ウエイズのお客様であるネット通販会社との商談等を通じて、ネット通販
におけるリアルなマーケティングに関して学んでいる。

ランチェスター弱者の
経営戦略のテキスト例

戦略・マーケティングに強い専門家ネットワーク

 岩田 健志 （LWGでのネット販売事業に関与）
滋賀県出身。関西学院大学を卒業後、大手コンサルティング会社に入社。
在籍期間中、中小企業の向け通販・リサイクルなどウェブを用いた企業コンサルティングを中心に
活動。関与数は100社以上、売上高2億円から10億円への事業規模への変革をプロデュース。
BtoC・BtoBにおける通販事業の立ち上げや活性化に携わり、「0から年商1億事業の創造」、「月
商100万円→1000万円」などの実績。
「どうすれば解決できるか、他の手段はないか」をクライアントと同じ目線で考え、解決のサポートを
していく。

 中川 陽如 ： 地域ブランドデザイン‘ｓ 代表 （商品ブランディングに関与）
三重県出身。愛知学院大学大学院商学研究科商学修士課程 商学修士取得。商品開発の
コーディネート業務やデザイン業務をはじめ、ブランディングプロデューサーとして活躍。県庁・商
工会議所・企業・農林総合事務所等からの依頼でブランド化に関する講演・研修・コンサルティン
グ実績多数。地域ブランド化の独自理論をもとに、複数の地域で有識者・専門家として総合的な
支援を行っている。
 杉本 浩志 ： 杉本総合会計 代表 （LWG顧問税理士）
滋賀県出身。東京にて洋服生地の商社、広告代理店の営業職や研究開発会社の総務・経理職
を経験。2006年で杉本総合会計開業。顧問先は法人・個人合わせ200件を超え、顧問先減少
に悩むこの業界の中で、今もなお増え続けている。特に顧問先から要望がある節税に関しては、
将来の売上ＵＰや社内外の整備のための節税という独自の理論を展開。
また、ランチェスター経営㈱の代理店として『戦略社長塾』を開催。会計・財務だけでなく、戦略等
の経営支援も行うことから、顧問先をはじめ成長著しい企業を中心に高い評価を得ている。

 中島 巧次 ： エフォート行政書士事務所 代表 （知的資産経営の支援等で関与）
滋賀県出身。水商売を経て宝石のセールスマンを経験し、最高月間売上は1500万円。その後、
商品部課長として仕入・商品開発・マーケティング業務を担当。2008年7月行政書士事務所開
業。2018年現在、知的資産経営及び報告書作成の支援実績は全国屈指の約60社にのぼる。
創業向け・経営者向けセミナーや支援者向け研修講師も多数。
戦略やマーケティング等について、知識や理論だけでなく体験・経験をしている強みを生かし、ク
ライアントからも評価を得ている。
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5. LWGの知的資産・マネジメント
⑦ 価格決定マネジメント（おもてなし発送代行）
価格決定のおける独自の強み

非公開
現在の見積提示における判断

24
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5. LWGの知的資産・マネジメント
見積もりに必要な能力

価格における課題

25

非公開
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6. 今後の展開
① 外部環境
人手不足問題

 生産年齢人口の益々の減少
• 日本の総人口 は1950年以降増加を続けてい
たが、2010年を境に減少に転じ、今後も減少傾
向が続くことが予想される。
• 74歳以下の人口は減少を続け、75歳以上の人
口増加が顕著になっていくことが予想される。
 充足率の著しい減少
• 従業者規模が1～29人以下、30～99人、100
～499人、500人以上のいずれの企業において
も高校卒業者の充足率は減少傾向。
• 特に従業員が29人以下の企業については充足
率の減少が著しく、足下では求人数の5分の1程
度しか充足できていない。

年齢別人口推計の推移

生産年齢人口の減少

従業員規模別高校卒業者の充足率の推移

 物流業界における人手不足の深刻化
• 2010年頃を境に、大手ネット通販会社をはじめ、
ネット通販におけるマーケットの発展などにより、
物流サービスの需要が急増し、それに伴いドライ
バーが不足する事態となっている。
• 特に、宅配サービスの需要は一気に拡大。
• 大手物流会社をはじめ、再配達回避、値上げ交
渉、顧客サービスの見直しなどが社会問題にも
なっている。

注：グラフは『小規模企業白書2018』より引用

★ LWGとしての対応策
• クオリード（WAQUA、QUO）における障がい者の就労能力の向上や一般就労支援など、障がい者雇用の促
進・創出。
• WAQUAからロジ・ウエイズへの雇用拡大。
• 独自のシステムや業務管理システムなど現状のITシステムの改善に加え、さらなる内部のIT化を図る。
就労継続支援事業所への規制強化 （☚P.18参照）

 A型の要件の厳格化
• 行政の要請や社会的背景にもより、A型が増加。
• 経済活動等の事業収入で利用者の賃金を払うべきところを、実
際には給付金等でその賃金を賄っているところも増加。
• その結果、「雇用」とは名ばかりで、短時間労働しかさせない事
業所も増加。
⇒ 利用者の賃金を生産活動等の事業収入で賄うこと、利用者の
短時間労働の制限など、規定が厳格化。

 就労移行支援での一般就労への移
行率は約24.9％、A型では約4.9％、
B型では1.6％。

 就労継続支援B型事業所の工賃
• 全国平均 ： 15,295円/月
• 滋賀県平均： 18,038円/月
 就労継続支援A型事業所の賃金
• 全国平均 ： 70,720円/月

★ LWGとしての対応策
• クオリードでは、ロジ・ウエイズからの受注など十分な事業収入がある。
• 雇用型のWAQUAでは、社会保険加入など、利用者にとって十分な就労時間を確保し、非雇用型のQUO
では、平均以上の工賃を達成。
• より一層の利用者の仕事の創出と事業収入の増加・安定化を図るべく、現在の㈱新聞素材での物販事業
について、LWGとして相互連携するネット通販事業を開始する。
26
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6. 今後の展開
物流業界の競争優位性

 企業の物流に対する認識の変化
• 企業の販売戦略において、物流の重要性が益々高まっている。
• 単にモノを運ぶ作業ではなく、新たな価値を生み出すものとしてとらえ始められている。
• 物流機能の全体もしくは一部を第三の企業に委託して、自社の業務を得意領域に集中する企業が増加。
⇒ 特定の価値に焦点を絞ったり、特定の客層・業界に特化するなど、「何かに強い」や「何かに特化」などの
専門性が必要になってきている。
⇒ より進化した３PL(※)の必要性。
※ 3PL（サード・パーティ・ロジスティクス）とは
保管・配送等の個別の物流サービスだけではなく、物流業務全体を一括して請け負うこと。
調達から生産、販売といったサプライチェーンにおける物流全体の最適化・効率化を実現する。

★ LWGとしての対応策
• すでに進化した3PLとしてネット通販事業者に特化して展開している『おもてなし発送代行』について、生産
性やサービス品質のさらなる向上を図る。
ネット通販の現状

 国内電子商取引市場規模（BtoC及びBtoB） (注)
• 平成29年の日本国内のBtoC-EC（消費者向け電子商
取引）市場規模は、16.5兆円（前年15.1兆円、前年比
9.1％増）に拡大。
• 平成29年の日本国内のBtoB-EC（企業間電子商取引）
市場規模は317.2兆円（前年291.0兆円、前年比9.0％
増）に拡大。
• 市場規模の伸び率は、ここ数年と比べると鈍化傾向。
 国内電子商取引市場規模（CtoC） (注)
• 個人間EC（CtoC-EC）が急速に拡大。
• 平成29年のネットオークション市場規模は、1兆1,200億
円（前年比3.2％増）であり、このうちCtoC部分は3,569億
円（前年比3.2％増）。
• フリマアプリ市場規模は4,835億円（前年比58.4％増）に
急増。
 EC市場における物流 (注)
• EC市場における物流では、宅配便事業者によるBtoCEC事業者に対する配送料金の値上げ要請や荷受け量
の総量規制、時間帯指定配達の見直しに関す る是非、
宅配ボックスの利用等が話題。
• 特に、国内BtoC-EC事業にとって、配送料金の値上げに
対する対応策が課題で、宅配便問題が深刻化。

日本のBtoC-EC市場規模の推移

(注)

BtoC-EC市場規模および各分野の構成比率

(注)

注：『電子商取引に関する市場調査の結果（経済産
業省 平成30年4月25日公開分）』より一部加工
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/2018
0425001/20180425001.html

 EC業界での収益構造
• 物販系においては、大手ECサイトへの集約化。
• 新規顧客獲得においても、リスティング広告等の単価が高騰。
⇒ より他社とは違う顧客価値
• 上記の物流おける大きな課題があり、収益構造の改善も深刻化している。 の提供が課題となっている。
★ LWGとしての対応策
• 物流機能を有し、ネット通販事業者（BtoC-EC事業者）向けの『おもてなし発送代行』を展開するLWGが、
LWGの強みを生かして、あえてネット通販事業に参入することで、EC事業における真の課題をより把握し、
BtoC-EC事業者における顧客価値や収益性の向上という課題解決を図る。
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6. 今後の展開
ネット通販に求められる物流の重要性
(注) ここでは、『ネット通販は「物流」が決め手』（高山隆司氏著-ダイヤモンド社）（以下、「著書」とい
う。）より引用または加筆修正して、ネット通販の現状やこれからのネット通販に求められることを記
載しております。

 ショップの発展段階に応じた課題 （著書P.54抜粋）
創業期

育成期

売上規模
（年商）

0～
5000万円

5000万～
1億円

1億～
5億円

5億～
10億円

月商

0～
500万円

500万～
1000万円

1000万～
5000万円

5000万～
１億円

1月の
受注件数

0～
1000件

1000～
2000件

2000～
１万件

1万～
2万件

1日の
受注件数

0～40件

40～80件

80～
400件

400～
800件

イベント

EC サ イ ト
オープン
初めての注
文で感動

売上拡大
で受注処
理・出荷に
追われる

システムを
導 入 して も
追い付か
ず、物流ア
ウトソーシン
グに踏み切
る

売上を維
持するため
に販促費を
投入、利益
が出にくく
なる

従業員数
（社長を除く）

社長1名

2～3名
（パート）

成長期

 ネット通販の収支モデル （著書P.60）

安定期

正社員3名 アウトソーシ
ングで変動

• 1日50件、月1000件は、物流業務をアウトソーシ
ングし、自社は商品化計画（マーチャンダイジン
グ）や販売促進（プロモーション）などの「マーケ
ティング」に千円するタイミングなのである。（著書
P.33）

(千円/月)
売上高

創業期

育成期

成長期

安定期

5,000

10,000

50,000

100,000

商品原価(50%)

2,500

5,000

25,000

50,000

物流費(15%)

750

1,500

7,500

15,000

変動費

決済費用(5%)

250

500

2,500

5,000

モール課金(5%)

250

500

2,500

5,000

小計

3,750

7,500

37,500

75,000

1,250

2,500

12,500

25,000

販促費(5%)

250

500

2,500

5,000

限界利益
固定費
人件費(10%)

500

1,000

5,000

10,000

その他経費(5%)

250

500

2,500

5,000

小計

1,000

2,000

10,000

20,000

250

500

2,500

5,000

原価率

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

限界利益率

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

5%

5%

5%

5%

500

1,000

5,000

10,000

営業利益

営業利益
労働分配率(40%)

• これらの失敗はすべて、ネット通販が成長していくある段階で、物流業務の仕組み化、ルール化が必要な
ことを示している。物流のアウトソーシングは、そうした仕組み化、ルール化という意味も持っているのである。
（著書P.35～36）
 物流による差別化・付加価値化
• ネット通販成功の鍵は物流が握っている」と言っても過言ではない。（著書P.9)
• 最近は勝ち組と負け組の二極化が顕著になってきた。大きな要因が、物流への取り組みの差である。「物
流って出荷業務のことだろう」「空いた時間にみんなでやっちゃえばいい」といったとらえ方では、顧客の信用
とショップのブランド価値はあっという間に失われてしまう。逆に、物流業務の品質を確保し、いろいろな付
加価値を加えれば、意外にも効率よく他店との差別化を実現することが可能だ。 （著書P.24～25)
• ネット通販は多種多様である。物流もそれぞれの商品の特性に応じて、棚入れからピッキング、配送、そし
て情報システムまでトータルに組み立てないと、無駄や非効率が起こりやすい。（著書P.40）
• ネット通販においての物流は、単なる在庫管理や受注・発送業務ではない。ネット上のバーチャルなやりとり
が具体的な商品の動きに変わる、重要な「顧客接点」である。（著書P.66）
• 商品では他社とほとんど差が付かないとき、配送リードタイム、パッケージの印象、同梱されているメッセー
ジなどで顧客の気持ちに響く配慮と工夫があれば、他社との差別化につながる。物流で差別化を図ってい
くことができるというのが、ネット通販の大きな特徴といえるのだ。（著書P.71）
• 物流では、注文した商品が予定の日数以内に、確実に顧客の手元に届くことが最低限求められる。これが
守られないと、大きなクレームになりやすい。しかし、最低限の品質を守るだけでは他社との差別化になら
ない。物流の品質を改善することが「付加価値物流」の基本となる。（著書P.179）
★ LWGとしての対応策
• 育成期～成長期にかけて、物流のアウトソーシング化が求められるが、LWGはまさにその段階のお客様を
得意としている。
• 『おもてなし発送代行』は、ひと手間加工などで配慮や工夫を施し、トータルな組み立てを行うことから、
ネット通販会社が差別化を図る上でのニーズ・ウォンツを満たしていると言える。
28

知的資産経営報告書2018 ロジ・ウエイズ グループ

28

6. 今後の展開
② 今後の戦略・取り組み
LWGの新規事業として、ネット通販事業を展開していきます。
ロジ・ウエイズでは、2018年夏にリニューアルした『おもてなし発送代行』のホームページの効果により、当社
を求めるお客様からの引き合いが順調であるため、今後も継続して安定的な取引を図ります。また、クオリード
では、併設型の就労継続支援事業所として、ロジ・ウエイズの受注や新規事業により、利用者の雇用と働く場
の創出を図ります。
ネット通販事業の展開

非公開

29

知的資産経営報告書2018 ロジ・ウエイズ グループ

29

6. 今後の展開
ネット通販事業での構想

非公開

【参考】ロジ・ウエイズの主な受注先

非公開
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6. 今後の展開
③ LWGの盤石体制の構築
今後のLWGトライアングル

生産性・収益力
向上

持続的経営の
実現

人手不足解消

顧客課題解決

グループ企業で物流を通じて
お客様の問題解決と
地域の障がい者雇用の創造
による社会貢献
内職作業・加工等の
発注・納品

『おもてなし発送代行』を
活用したネット通販等の
物販事業

就労
自社商品等のネット販売
BtoCも含めた新たな収益源

就労継続支援A型・B型事業所
即戦力となる一般就労支援

障がい者雇用促進・創出

自社商品のブランディング
社会問題解決

多角化経営

お客様との受注・納品の関係で見たLWG

ネット通販事業を行う
お客様
受注
納品

ネット通販等の物販事業

価値創出
利益確保
ネット通販サイトの更新や運営など
PC作業をはじめとする様々な仕事
を利用者に作り出すことが可能。

お客様と同じ立ち位置で事業を行
うことにより、お客様への
課題解決力がより一層UP！

ロジ・ウエイズとしても、より一層の
処理能力や生産性を向上。
31
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7. グループ概要／沿革
株式会社ロジ・ウエイズ
所在地
創業・設立
資本金
代表者・役員
従業員数
電話 / FAX
WEBサイト
事業内容

営業許認可・資格等の取得

加盟団体等

〒520-0834 滋賀県大津市御殿浜19番10号
平成19年（2007年）9月12日
888万円
代表取締役 髙橋 功 / 取締役 増田 善行
約30人＋登録スタッフ約300人
077-531-0175 / 077-531-0170
https://www.omotenashi-logi.jp/
 流通加工（ピッキング・仕分）・包装梱包作業等の物流業務全般
 内職作業・各種手作業（封入・シール貼り・ボンド付け・組立等）
 角底紙袋の製袋加工、目視検品作業、発送代行業務
 各種製造業務請負（製造ライン請負・梱包ライン請負等）
 食品衛生法 菓子製造 営業許可
• 営業許可番号 ： 大健保険食第1-111282-02号
• 取得年月日 ： 平成22年（2010年）8月9日
 特定派遣事業
• 届出受理番号 ： 特25-300792
• 届出受理年月日 ： 平成23年（2011年）9月22日
 盛和塾京都、大津商工会議所、滋賀県中小企業家同友会湖南支部、
チャレンジ25キャンペーン、ランチェスター経営塾

株式会社クオリード
屋号

所在地
創業・設立
資本金
代表者・役員
従業員数
利用者（障がい者）定員
電話 / FAX
WEBサイト
事業内容

営業許認可・資格等の取得

加盟団体等
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WAQUA（ワクア） 就労継続支援A型事業所
QUO（クオ）
就労継続支援B型事業所
WAQUA（ワクア）
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田五丁目16番1号
QUO（クオ）
〒520-0832 滋賀県大津市粟津町7番21号201
平成25年（2013年）10月9日
500万円
代表取締役 髙橋 功 / 取締役 為國 正芳
13名（サービス管理責任者、支援員、指導員等）
WAQUA（ワクア）：20名 / QUO（クオ）：15名
077-572-8841 / 077-572-8847
http://www.quolead.com/
 就労継続支援A型事業所、B型事業所
 流通加工作業、PCデータ入力等の各種軽作業
 就労継続支援A型事業所指定
• 指定事業所番号 ： 2510101252
• 指定年月日 ： 平成26年（2014年）2月1日
 就労継続支援B型事業所指定
• 指定事業所番号 ： 2510101666
• 指定年月日 ： 平成30年（2018年）6月1日
 大津商工会議所、おおつ「障害者の生活と労働」協議会、
滋賀県A型事業所協議会
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7. グループ概要／沿革
株式会社新聞素材
所在地
創業・設立
資本金
代表者・役員
電話 / FAX
WEBサイト

〒520-0834 滋賀県大津市御殿浜19番10号
平成22年（2010年）12月27日
300万円
代表取締役 髙橋 功
077-531-0260 / 077-531-0170
http://www.shinbunsozai.com/
 新聞素材商品 企画・開発・販売
 エコ製品 企画・開発・販売
 循環型社会ビジネスモデル 企画・運営
 社会貢献活動モデルの企画・運営
 各公共団体（各都道府県、各市町村）等、各企業

事業内容
主要取引先

沿革
年
2007年

月
9月

2008年
2009年

10月

2010年

8月
12月

2011年

9月

2013年
2014年

10月
2月
6月

2017年
2018年

1月
6月
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内容
増田善行とともに会社設立 （本店所在地は八日市市（現東近江市））
 「内職市場」にFC加盟し、八日市、彦根、大津の3事業所で内職加工を展開。
 京都王子製袋㈱大津工場から製袋の内職を請負ったのを機に、同社大津工場
の仕事を全て請負う。
某自動車部品メーカーの内職加工の受注を機に受注ロット拡大
大津市枝に本店移転
 京都・大津方面の受注増加に伴い移転し3事業所を集約。
食品衛生法の菓子製造の営業許可を取得
㈱新聞素材を設立
 新聞古紙を100％使用した“新聞素材”の封筒等を中心とした循環型社会ビジネ
スモデルを企画・運営を開始。
特定派遣事業の届出
 某食品販売会社様のギフト商品の内職加工の受注を機に業務拡大
「ギフト通販支援サービス」開始
 現在の『おもてなし発送代行』の礎を築く。
㈱クオリード設立
㈱クオリードが就労支継続援A型事業所の指定 （「WAQUA」）
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認（㈱ロジ・ウエイズ）
 『おもてなし発送代行』で滋賀県知事の承認を受ける。
新工場開設に伴い現住所に本店移転
㈱クオリードが就労支継続援B型事業所の指定 （「QUO」）
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8. あとがき
知的資産経営報告書とは
知的資産とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の「無形の資産」であり、企業や事業所にお
ける競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、組織力、経営理念、顧客とのネッ
トワーク等、財務諸表には表れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を指します。
知的資産経営報告書とは、これら「知的資産」を、顧客、取引先、従業員、株主といったステークホルダー（
利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値向上に向けた活動≪価値創造ストーリー≫として、目
に見える形でわかりやすくお伝えし、企業や事業所の将来性に関して認識を共有化していただくことを目的に
作成するレポートのことです。

本報告書ご利用上のご注意
本報告書の掲載内容は、全て現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて掲載しています。
そのため、将来の経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によって、これらの記載内容等を変更すべき
必要が生じることもあり、その際には本報告書の内容が将来実施又は実現する内容と異なる可能性もありま
す。よって、本報告書に掲載した内容や数値等を、当社が将来に亘って保証するものではないことを、十分に
ご了承願います。

作成支援・監修 外部専門家
本報告書の作成にあたっては、本報告書の記載内容につき、その客観性を維持・向上させる趣旨から、次
に掲げる専門家のご支援を賜りました。

 エフォート行政書士事務所 中島 巧次 （行政書士 / 知的資産経営認定士）
所属 ：滋賀県行政書士会／日本知的資産経営学会 正会員
 杉本総合会計 （認定経営革新等支援機関）
所属 ：近畿税理士会／滋賀県行政書士会

お問合せ先
株式会社ロジ・ウエイズ
〒520-0834 滋賀県大津市御殿浜19-10
TEL 077-531-0175
担当者
代表取締役 髙橋 功／取締役 増田 善行
発行
2018年10月11日
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