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１.日本アクセスの事業概要 



社 名  ：株式会社 日本アクセス 

本社所在地：〒１４１－８５８２ 東京都品川区大崎一丁目２番２号 

創 立  ：１９５２年１０月１１日（設 立：１９９３年１０月１日） 

主な事業 ：食品、水産物、農産物、畜産物、花卉等の販売・輸出入・買付・加工 

      ・商品企画・開発・品質検査・分析業務、貨物自動車運送事業、 

      食品安全コンサルタント業務、情報処理サービス業務 

株 主  ：伊藤忠商事株式会社９３．７７％、雪印メグミルク株式会社６．２３％ 

資本金  ：２６億２千万円 

決算期  ：３月 

売上高  ：１兆７，１４０億円（２０１３年度・連結） 

経常利益 ：１８９億円（２０１３年度・連結） 

拠点数  ：５５８拠点  

エリア 北海道 東北 関東 中部 近畿 中四国 九州 沖縄 全国計 

営業拠点 2 10 37 11 13 10 13 2 98 

物流拠点 24 56 138 46 71 62 54 9 460 

総拠点 26 66 175 57 84 72 67 11 558 

１．日本アクセスの事業概要 
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弊社では、小売業者様に対して物流改革を提案し、集荷・仕分・納品業務を包括して物流業務を受託。 

荷主の配送・在庫管理などの業務プランニングや、システム構築などを含め、長期間一括して請負うアウト 

ソーシングサービスで、定時一括納品・店舗支援型センターによる店舗オペレーションの効率化を図ります。 

小売業者様専用センター 

調達物流 センター前センター物流 

全国460ヵ所の物流拠点で稼働する車両（8,500台／日を超える契約車両数）を活かし、メーカー様工場・ 

デポへの引取りを実施する「調達物流」、調達物流に保管機能を加えた「センター前センター物流」、 

「全国拠点幹線物流」等、“川下から川上”まで全体最適物流をコーディネート致します。 

センター運営 

１．日本アクセスの事業概要 

●各メーカー工場 ●各メーカーデポ 

●各ベンダー ●小売店舗 
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２.物流を取巻く環境について 
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２．物流を取巻く現状について 

１．物流事情（過去） 

●長時間労働、労働集約型産業の典型といえる。 

●過去約20年間、2012年まで時間当たり、もしくは1個当たりの配送単価は横ばい。 

●昭和50年代～60年までは ”人の倍働いて3倍稼ごう” の風潮であり、 

 年収ベースでは、一般サラリーマンを上回っていた。 

●宅配事業ドライバーは50～80万円/月の時代で急成長。 

 但し福利厚生などは未整備であった。 

２．物流事情（昨今） 

 ●ドライバーの労働環境は大幅に改善されるが、就労時間規制遵守により 

  収入額は大幅に減少。   

 ●若者層の車離れとともにドライバー高齢化が深刻化！ 

 ●ドライバー不足の深刻化について、国土交通省の推測では2015年に 

  は14万人と予測している。 

 ●全主要職種平均4,133千円/年、貨物運送事業平均3,547千円/年・・・その差17％ 



※ 退出事業者数には、合併・譲渡により消滅した企業を含む   （出典：国土交通省） 

①トラック運送事業者数 

07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 

183件 302件 374件 299件 279件 279件 292件 

＜トラック運送事業者倒産件数＞（出典：帝国データバンク） 
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＜総事業者数の推移＞ 

総事業者数の約0.46％ 

２．物流を取巻く現状について 



②ドライバー数・トラック台数 

＜ドライバー数＞ ＜トラック台数＞ 

ドライバー数の減少と輸送量等の伸びからドライバー一人当りの負担は増加していると思われる 

◆平成27年予測 

   ドライバー供給数  742,190人 

   必要ドライバー数  883,338人 

   需給ギャップ ▲141,148人(不足) 
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＜一人当たり輸送トンキロ＞ 

H23 
772,923人 

H26 
6,041,085台 

 ※平成27年予測 

   国土交通省 「輸送の安全向上のための優良な労働力確保対策の検討報告書」より 

出典：国土交通省「自動車輸送統計年報」及び「交通関連統計資料集」 ※H.22.10より自動車輸送統計の統計方法が変更（実態はH22以降横ばい） 

２．物流を取巻く現状について 

＜一人当たり走行キロ＞ 



トラックドライバーは、他の主要職種に比べて労働時間が長く、給与総額が低い 
（給与の主要職種比▲17％） 

③ドライバー雇用環境 

＜年間給与＋賞与額＞ ＜平均労働時間(月)＞ 

全職業計 

自動車運転 

自動車運転 

全職業計 
船舶・航空機運転 

船舶・航空機運転 

鉄道運転 

鉄道運転 

自動車運転の職業は、全職業
計及び他の輸送モードと比較
しても有効求人倍率が高い傾
向にある 

＜有効求人倍率＞ 

出典：平成25年度賃金構造基本統計調査（厚生労働省）  

全主要 
職種平均 

貨物自動車 
運転者 

大工 
（参考） 

土木 
（参考） 

全主要 
職種平均 

貨物自動車 
運転者 

大工 
（参考） 

土木 
（参考） 
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   ：一般職業紹介状況（厚生労働省） 
     職業別労働市場関係指標  

２．物流を取巻く現状について 
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 ◆2013年より佐川急便   ・・・大口契約業者に対して値上げ交渉→結果、平均5％上昇 

 ◆2014年1月よりヤマト運輸 ・・・法人顧客へ実質20～30％相当の値上げ交渉開始 

 ◆2014年10月より日本通運  ・・・実質15％値上げ交渉開始（24年ぶりの届出運賃値上げ） 

④他社価格改定情報 

３．2020年予測 

●車離れの若者層は戻らず、更なる高齢化と物流従事者不足の深刻化 

 特に複数店舗を納品、きめ細かなサービスを求められる食品ドライバーの不足は深刻化 

●CVS業態は物販から取次型業務が増大（ネット販売の引渡し等) 

●小売業界も人手不足、この解消にフローズン取引先へフルオペまたは陳列業務要請が 

 増加してくる 

●2015年以降、本格化するオリンピック工事特需、その後の東北復興工事による雇用難 

●物流事業者による、業務の選択受注 

２．物流を取巻く現状について 



３.食品安全への取組み 



12 

３．食品安全への取組み 

「不良品」 「定番品」 「売捌品」 

製造日 入荷 
許容日 

得意先別 
出荷許容日 

鮮度 
警告日 

当社最終 
出荷許容日 

賞味期限 

入荷拒否 指定得意先のみ 

出荷不可 

廃棄 
鮮度警告商品 

入荷許可 

定番品から隔離 

前回入荷 
日付 

得意先別前回 
出荷日付照合 

●管理イメージ ※当社内基準 

基幹システムにてSKU別・鮮度日別に在庫をデータ化。製造日からの経過日数に応じた管理基準値に従って 

システム的にチェックする事で商品の入荷～出荷の各段階において、古い鮮度日商品の混入や出荷を防止。 

 

１．鮮度日（賞味期限・消費期限） 管理 

残賞味180日 
（常温品の場合） 

残144日 

残120日 
残72日 

残18日 残0日 

【在庫のシステム管理】 
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３．食品安全への取組み 

【フローズンチルド商品とは】 

冷凍状態で保管された食品を、流通段階で解凍し、チルドの温度帯で販売する商品。（フローズン→チルド） 

「冷凍食品」とは区別される。⇒製造者が凍結販売商品とは別に意図して設計した商品。 

 ※「フローズンチルド商品」は業界用語であり、行政による明確な用語定義はされていない。 

 
店舗 

流通段階で 
自然解凍 

店舗では 
チルドで販売 

メーカー 
物流センター 
（中間流通業者） 

フローズン フローズン チルド 

メーカー・中間流通業者は 
冷凍で保管、管理 

賞味期限の長い冷凍状態で保管出来る事から、生産・流通時の効率がよく、近年、需要増に伴って 

流通量・アイテム数が急増してきている。 

２．フローズンチルド商品 
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３．食品安全への取組み 

【取扱いについて】 

保存方法（温度帯）を変更する事から、賞味期限/消費期限の再設定が必要となり、 

製造者・流通業者には消費者への表示義務が発生。責任を持って取り扱わなくてはならない。 

 ⇒正しく行われないと、消費者の健康被害、また食品衛生法・ＪＡＳ法違反となる。 

 

 

 流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、消費期限又は賞味期限の表示の
変更が必要となる場合は、適正な表示を確保する観点から、変更された保存方法及び 
これに基づく新たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければなりません。 
食品等の製造業者等が責任を持って温度管理を実施すること等により、食品等の衛生上
の危害を防止することが望まれます。 
 なお、これらの期限の再設定は、科学的・合理的根拠をもって適正かつ客観的に行わ
れた場合には、法令違反となるものではありません。   

 

 （消費者庁 「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ」 より一部抜粋 ） 

温度帯変更者は、解凍後の「保存方法」と 

「賞味期限・消費期限」、「保存方法の変更者」 

を記載したラベルを貼付 

「温度帯変更ラベル」 
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３．食品安全への取組み 

●「食品安全管理部」の設置 

流通段階における安全性確保のため、専門部署を設置。 
温度帯変更を要する商品を取扱う際、メーカーの検査証明書の資料添付を必須とし、食品安全管理部
にて確認。また、日本アクセスが製造や商品開発へ関与している商品、新規取引メーカーについても、メー
カーの検査証明書や生産工場のチェックを実施。社内審査基準に達したメーカー商品のみ取扱いを許可。 

 ⇒仕入れた商品をそのまま販売する時代は終わり、仕入れ先の生産現場・原材料についても厳しく 

   チェックし、販売管理者としての責任を果たす義務 

●教育ツール 

管理マニュアル 教育用ＤＶＤ 

マニュアル・ＤＶＤを用いて、全従業員および倉庫内作業者全員への教育・指導。 

第第55版版

汎用物流部汎用物流部20132013年年0505月月0707日日第第44版版

汎用物流部汎用物流部20112011年年1212月月2626日日第第33版版

汎用物流部汎用物流部20200606年年1212月月第第22版版

流通政策部流通政策部20022002年年0044月月1818日日初初 版版

更新者日付更新

第第55版版

汎用物流部汎用物流部20132013年年0505月月0707日日第第44版版

汎用物流部汎用物流部20112011年年1212月月2626日日第第33版版

汎用物流部汎用物流部20200606年年1212月月第第22版版

流通政策部流通政策部20022002年年0044月月1818日日初初 版版

更新者日付更新

株式会社株式会社 日本アクセス日本アクセス
ロジスティクス本部ロジスティクス本部

汎用物流部汎用物流部

商品鮮度管理 商品鮮度管理 フローズンチルド取扱い フローズンチルド取扱い 

安全・安心な食品を供給する事は、食の流通に携わる中間流通業者に課せられた 
社会的責務であり、それを果たす為に成すべきことは逐一実行して行く 

３．その他取組事項 

 ⇒管理手法の標準化によるルールの逸脱防止と、食品安全に対する管理の重要性を啓蒙。 



４.課題について 
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４．課題について 

１．賞味期限・消費期限表示の見直しについて 

【日本独自の商慣習「１/３ルール」による食品ロス】 

 （※賞味日数6ヶ月の場合） 

日本では、年間約1,700万トンの食品廃棄物の内、本来食べられるのに廃棄されている「食品ロス」は、 

年間約500～800万トン含まれると推計。（平成22年度農林水産省推計） 

⇒この内、300～400万トンは事業者による廃棄（規格外品、返品、売れ残り…） 

メーカー 

卸 小売店 消費者 

納入期限 賞味期限 販売期限 

2ヶ月 2ヶ月 2ヶ月 

 「販売期限」を経過すると小売りによる廃棄・返品、 

 「納入期限」を経過すると卸による廃棄・返品が行われる。 

  店舗・流通過程での「欠品不可」と厳しい「納入期限」要請 
   ⇒メーカー・卸の過剰在庫と食品ロス、管理の煩雑さを招く原因になっているのでは？？ 
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４．課題について 

 ●「１/３ルール」から「１/２以上ルール」への緩和 

【食品ロスの削減施策】 

賞味期限日数や回転率等を考慮し、緩和できる商品から実施する事で、 

大手小売チェーンをはじめ、幾つかの団体でロス率、作業性含め検証を行っている。 

 ●賞味期限の「年月表示」への移行 

菓子・飲料メーカーを中心に移行が進んでおり、今後流通全体でのロス削減と 

管理軽減に一定の効果が期待できるが、日付管理について運用面で課題。 

例）賞味日数6ヶ月の商品が、メーカーから2015年1月20日に卸業者へ納品。 

   （商品外箱には 「賞味期限 2015年7月」 と印字） 

メーカー 

卸 

（6ヶ月） 
入荷日 

2015年1月20日 

賞味期限 

2015年7月末？（製造日から190日以上経過） 
2015年6月末？（製造日から170日に満たない） 

 

     流通業界での認識、運用においてバラツキがあり、統一化が必要となる 
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４．課題について 

●物流原価上昇、作業者の雇用難から来る慢性的な「作業員不足」と「高齢化」により、 
  作業員の習熟度・物流センターにおける管理レベルの維持、向上が困難な状況。 

２．食品安全に対する管理レベルについて 

●社会全体における「食」に対する安全意識の向上。 
  小売業より求められる「サービスレベルの向上」と「ローコストオペレーション」。 

この「ギャップ」が年々広がってきており、業界全体として「食の安全・安心」を担保する 

管理レベルの低下が懸念される。 

    今後ますます進行する、雇用難・人手不足を鑑み、 

    庫内作業の「オートメーション化」、「省人化」、「標準化」が求められる。 
 
    各社による、大型のマテハン機器（物流システム機器）の導入、 

   商品外箱への賞味期限情報を付加した「一元バーコード」印字や、 

    「ＩＣタグ」の採用・業界標準化 等により、人手作業に頼らない 

   物流を構築し、「食」の安全管理レベルの維持・向上に繋げる事が必要。 
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４．課題について 

３．フローズンチルド商品の取扱いルールについて 

●解凍前・解凍後賞味期限の併記 ●解凍前の賞味期限印字無し

●近年、需要増に伴って流通量、アイテム数が急増してきているが、一方で
前述の様な、流通各社による「違反事例」が依然として見受けられる。

●「冷凍食品」の解凍流通・販売（一例） 

違反事例は潜在化しており、明確なルールの統一化と流通各社の意識向上が急務。 
  また、多様化しているパッケージに対し、ラベルの貼付位置等の統一化等、国内流通 
における標準化についても今後の課題となる。 

    法令に対して、流通各社の認識が統一されていない事が原因。 
  （各温度帯毎に管理・流通が必要である事への理解が行き届いていない？？） 

⇒そもそも、冷凍食品はチルド販売用に設計
されていない（賞味期限改ざん、原材料違反）

⇒製造者側での併記や、製造者・中間
流通業者双方での二重表記 等

⇒「チルド販売用の商品だから、解凍前
の賞味期限表示は不要」 は認められない

●「チルド食品」の凍結流通・販売

⇒定められた保存方法以外での流通・販売
は食品衛生・品質保持に問題
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