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　三菱ロジスネクストは、2020年の10月で統合3周年を迎えました。
そしてmonogramも創刊よりvol.10を超え、本号でvol.11になります。
これまで支えていただいたすべての皆さまに深く御礼申し上げます。

三菱ロジスネクスト
統合3周年記念

MESSAGE
三菱ロジスネクスト株式会社
常務執行役員 国内営業本部長　

渡邊 博一

題字「monogram」について
monoはギリシア語で「１つの」という意味で、
“monogram”とは、いくつかの文字を組み合わせ
て一体化した記号のこと。三菱ロジスネクストが持
つさまざまな製品ブランドやソリューションで、お客
さまに最適なご提案を行い、常に変化し続ける物
流とともに私たちも進化し続けたいという想いを込
めました。
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お陰さまで
統合３周年を迎えました
　コロナ禍により大変な状況ですが、お陰さまで、

ニチユ三菱フォークリフトとユニキャリアの事業統合は

予想以上にスムーズに進み今年で３周年を迎えま

した。技術面や顧客面などでさまざまなシナジー

効果も発揮され、車輌ブランドの統一もお客さまに

浸透しました。　

　しかし、「緊急事態宣言」発令後、お客さまの

所へ伺いづらい状況が続いています。昨年１１月に

リリースした『ALESIS（アレシス）』は順調に販売台

数を伸ばしていますが、より多くのお客さまに試乗

車をお届けして、現場でその良さを実感していただ

きたいと考えていましたので、今回、感染拡大により

営業自粛せざるを得なかったことに大変なもどかし

さを覚えます。当社独自の展示会「物流ソリューショ

ンフェア」も状況を見ながら今後の開催を検討して

まいります。

アフターコロナを
見据えて変革を
　今後は業界もコロナとの共生を見据えた変革

を求められると思います。具体的にはタッチレス化

や自動運転、遠隔操作などのイノベーションが進む

でしょう。ここ数年、自動化・省人化のニーズが市場

を牽引してきましたが、今年は「ソーシャルディスタン

ス」といった新たな課題も物流現場に生まれまし

た。当社は『プラッターオート』などで培った無人化、

省人化技術でこうした新たな需要にも対応してま

いります。さらに産業用清掃機の分野でもAI搭載

のロボット型スクラバー『T7AMR』で人件費の削

減や作業の効率化を提案してまいります。

　お客さまの安全への関心は年々高くなっていま

す。当社はメーカーの責任として今後も「安全」に

重点的に取り組みます。オンサイト研修センターで

は、ご要望に応じて個別の安全講習会も実施して

いますのでぜひご利用ください。

　物流業界にも激震が走った本年ですが、より一

層、省人化と安全への取り組みを加速して、お客さ

まのニーズに対応してまいります。今後ともどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。
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三菱ロジスネクストは、これまで2系列全11社あった国内直系販売会社を1系列9社に再編し、10月1日より営業
を開始しました。この再編によって、販売系列の一本化を実現し、販売・アフターサービス体制を再整備すること
で、お客さまとの強固なネットワークを構築してまいります。国内直系販売会社9社は、これからも豊富な商品ライ
ンナップと充実したアフターサービスを提供することで、お客さまのよりよい物流をサポートいたします。

2020年10月、国内直系販売会社再編

生まれ変わった９社が、
新たな一歩を踏み出しました。

製品の開発・製造

販売・サービス

直系販売会社9社
全国の拠点数

約280カ所

ロジスネクスト北海道

ロジスネクスト東北

ロジスネクスト関信越

ロジスネクスト東京

ロジスネクスト中部

ロジスネクスト近畿

ロジスネクスト中国

ロジスネクスト四国

ロジスネクスト九州

ご提案

お客さまの
パートナーとして
物流業務を
サポート

販売

中古車売買

カスタマー
サポート

レンタル・
リース

※直系販売会社 9社以外の拠点数は含んでおりません。

お客さまの課題に的確な
解決方法をご提案します。

機器やシステムなど最適な
ソリューションをご提供いたします。

全国どこでも必要な期間だけ
車輌をご利用いただけます。

「買いたい」「売りたい」のご要望に
中古車販売と高価買取も承ります。

メンテナンス・法定点検・検査など
経験豊富なエンジニアが信頼の
サービスをご提供いたします。

※三菱ロジスネクスト（株）が100％出資

https://www.logisnext.jp/hokkaido/
https://www.logisnext.jp/hokkaido/
https://www.logisnext.jp/tohoku/
https://www.logisnext.jp/tohoku/
https://www.logisnext.jp/kanshinetsu/
https://www.logisnext.jp/kanshinetsu/
https://www.logisnext.jp/tokyo
https://www.logisnext.jp/tokyo
https://www.logisnext.jp/chubu/
https://www.logisnext.jp/chubu/
https://www.logisnext.jp/kinki/
https://www.logisnext.jp/kinki/
https://www.logisnext.jp/chugoku/
https://www.logisnext.jp/chugoku/
https://www.logisnext.jp/shikoku/
https://www.logisnext.jp/shikoku/
https://www.logisnext.jp/kyushu/
https://www.logisnext.jp/kyushu/
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統合3周年を記念して、monogram vol.11

では三菱ロジスネクストが設立後に発行され

たmonogram vol.6～10に寄せられた読者

アンケート約800通の中のコメントより、皆さ

まから要望が多かった内容の記事を次ペー

ジより掲載します。monogramでは、今後も

皆さまに有益な情報をお届けできるように尽

力いたします。

【読者コメント】

読者アンケートに
大回答特集

安全・安心に関わる
情報を求めている

全国各地の営業マンより、今後の意気込みなどのメッセージをいただきました。
次号monogram vol.12でも引き続き営業マンのメッセージをご紹介します。　

※動画撮影は2020年8月～9月に実施したため、動画内の一部で旧社名を使用しているシーンがございます。
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皆さまに支えられて
統合3周年

［SALESMAN MESSAGE］ 

多かった読者コメントは？

・フォークリフトの事故事例に学ぶ安全対策特集

・「本日もKYT日和」をたくさんお願いします。
 参考になります。

・危険予知など安全に関する内容

・素人でもできる、日頃のメンテナンスの仕方を
 教えて欲しい。

・アフターサービスについて知りたいです。

MESSAGE MOVIE 1

統合のシナジーを生かして、
一丸となって頑張ります。

ロジスネクスト北海道株式会社 札幌支店
工藤 圭介

新体制になることで、よりお客さまの
力になれるよう精一杯頑張ります。

ロジスネクスト東北株式会社 仙台港支店
三品 拓真

早く慣れてスタートダッシュを
切れるように頑張ります。

ロジスネクスト関信越株式会社 新潟支店
渡邊 晃宗

さまざまな良い文化が一緒になり、
良いスタートを切りたいと思います。

ロジスネクスト東京株式会社 江戸川支店
高野 景太

フルラインナップでお客さまの
ご要望に応えられるよう頑張ります。

ロジスネクスト東京株式会社 江戸川支店
照井 久志

これまで以上に細やかな対応が
可能になると考えています。

ロジスネクスト中部株式会社 各務原支店 
田口 暢之

初心にもどり、新鮮な気持ちで
挑みたいと思います。

ロジスネクスト近畿株式会社 京都支店
山田 祥子

初心にかえって
イチからの気持ちで頑張ります。

ロジスネクスト中国株式会社 倉敷支店
原 大夢

胸を張って、自信を持って、
新たな仲間と一緒に励みます。

ロジスネクスト四国株式会社 丸亀支店
蓮井 大賀

一日一日を大切にしながら日々の
仕事をやっていきたいと思います。

ロジスネクスト九州株式会社 鳥栖支店
岸原 薫

行動しないと現状を打破できないの
で止まらないように心がけています。

北関東ニチユ株式会社 伊勢崎支店
石田 哲哉

レスポンスの良い営業を
心がけています。

京栄ニチユ株式会社 彦根営業所
前出 直樹

事務所だけでなく、現場見学などに
より業務の流れを把握しています。

近江ユニキャリア販売株式会社 中央営業所
岩原 大

常にスピーディで迅速な対応が
できるよう心がけています。

埼玉ユニキャリア販売株式会社 久喜営業所
田崎 明

MESSAGE MOVIE 2

MESSAGE MOVIE 3
メッセージ
動画はこちら！

メッセージ
動画はこちら！

メッセージ
動画はこちら！

CLICK▶ CLICK▶

CLICK▶ CLICK▶

CLICK▶ CLICK▶

CLICK▶ CLICK▶

CLICK▶ CLICK▶

CLICK▶

CLICK▶ CLICK▶ CLICK▶

https://eqm.page.link/xnU7
https://eqm.page.link/ssqA
https://eqm.page.link/KrDH
https://eqm.page.link/9zph
https://eqm.page.link/HcW8
https://eqm.page.link/PKHs
https://eqm.page.link/RTLC
https://eqm.page.link/tW8Q
https://eqm.page.link/L4ap
https://eqm.page.link/r6kG
https://eqm.page.link/cQP4
https://eqm.page.link/n31h
https://eqm.page.link/uVpb
https://eqm.page.link/1XPi
https://eqm.page.link/6yrn
https://eqm.page.link/CReJ
https://eqm.page.link/afvA


本日も 日和特集KYT
危険予知トレーニング

monogramの人気コーナーの１つである「本日もKYT日和」がついに特集で登場。
こちらのページを印刷し、御社のKYTにお役立てください。

Aさんは、棚から取り出した
荷を出入口の外に

運び出そうとしています。

・Aさんは荷を上げたまま走行しています。

あなたの解答は？

どんな危険がひそんでいますか？

問題①

Aさんはバックで
方向転換をしています。

Bさんは近くで作業をしています。

・Aさんの携帯電話が鳴っています。
・BさんはAさんの進行方向にいます。

あなたの解答は？

どんな危険がひそんでいますか？

問題②

危険のポイント

危険のポイント

問題
倉庫内編
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本日も 日和特集KYT
危険予知トレーニング

問題点は見つかりましたか？KYTを通して、
ゼロ災害の職場づくりに役立てましょう！

解答例以外に、あなたができる対策は？

解答例以外に、あなたができる対策は？

荷を上げたまま走行しているので、
インナーマストが

出入口に当たり転倒する。

解答例

問題①問題①

①走行時は、パレット下面をストラドルレッグ上
　100mmまで下ろしましょう。

②出入口付近では一時停止し、安全確認を行いましょう。

防止対策例

防止対策例

Aさんは電話の内容に気を取られ、
Bさんに気付かず追突してしまう。

解答例

問題②問題②

①運転中は携帯電話の電源を切るか、
　ドライブモード等にして電話には出ないようにしましょう。

②バックする時は後方をよく確認しましょう。

解答例
倉庫内編
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本日も 日和特集KYT
危険予知トレーニング

monogramの人気コーナーの１つである「本日もKYT日和」がついに特集で登場。
こちらのページを印刷し、御社のKYTにお役立てください。

公道走行をしていたAさんは、
隣接する倉庫に入るために

段差スロープを走行しています。

・スロープに対して斜めに走行しています。

あなたの解答は？

どんな危険がひそんでいますか？

問題①

Aさんは、荷をトラックへ
積み込もうとしています。
Bさんは、荷の確認を
しようとしています。

・リフトアップした荷でAさんの視界が遮られています。

あなたの解答は？

どんな危険がひそんでいますか？

問題②

危険のポイント

危険のポイント

問題
屋外編
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本日も 日和特集KYT
危険予知トレーニング

問題点は見つかりましたか？KYTを通して、
ゼロ災害の職場づくりに役立てましょう！

解答例以外に、あなたができる対策は？

解答例以外に、あなたができる対策は？

スロープを斜めに走行したので
車輌が転倒し、下敷きになる。

解答例

問題①問題①

①スロープの斜め走行はやめましょう。

②シートベルトを装着しましょう。

防止対策例

防止対策例

Aさんは、Bさんに気づかず
そのまま荷を積み込もうとしたので、
Bさんは、荷とトラックの間に
挟まれて重傷を負う。

解答例

問題②問題②

①フォークリフトの作業エリアには、近づかない。

②荷を積み下ろしする時は、周りをよく確認する。

解答例
屋外編
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※視界を妨げるような大きな荷を積み込む場合には、誘導者をつける。



KYT（危険予知トレーニング）は、イラストの中にある危険を予想し、話しあうことで、作業現場に潜む
危険を自ら発見し、解決する能力を高める手法として多くの物流現場で取り組まれています。今回のコラ
ムではKYTの基礎手法である「KYT4ラウンド法」の進め方を紹介します。
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KYT、きちんとできてる？

KYT4ラウンド法の進め方
準備 １チーム５～６人で、役割分担（リーダー、書記、レポート係、発表者、コメント係）を行い、

模造紙、レポート用紙を配布

①リーダー：状況読み上げ
②イラストに潜む危険を発見し、危険要因と引き起こされる　　
　事故を話し合い共有する
　「～なので～になる」「～して～になる」

２R　 本質追求：これが危険のポイントだ
①見つけ出した危険のうち、重要と思われる危険を把握して〇印をつける

②メンバーの合意で絞込み、◎印とアンダーラインを引く

③それを危険のポイントとして指差唱和する
　リーダー：「危険のポイントは～なので～して～になる　ヨシ！」
　全　 員：「～なので～して～になる　ヨシ！」

３R　 対策樹立：あなたならどうする
①◎印をつけた危険のポイントを解決するにはどうしたらいい
　のかを話し合い、具体的で実行可能な対策を出し合う

４R　 目標設定：あなたならどうする
①対策をメンバーの合意で絞込み、
　※印をつけて『重点実施項目』を決める

②重点実施項目から実施するためのチーム行動目標を設定する

③チーム行動目標を指差唱和する
　リーダー：「チーム行動目標（～する時は）～をして～をしよう　ヨシ！」
　全　 員：「（～する時は）～をして～をしよう　ヨシ！」

１R　 現状把握：どんな危険が潜んでいるか

７項目以上

１～２項目以上

各１項目

各１項目

各３項目程度、
全体で５～７項目

お役立ち
コラム

～安全編～

倉庫の面積があまり広くない場合や、収容効率をアップさせる

ために、ラックを導入して荷物を高所に収容している現場は多い

と思います。しかし、そのような現場では、フォークリフトの乗車経験

が少ないオペレーターが高所作業時にパレットへの差し込みミス

をしてしまい、荷物の破損事故に繋がってしまうこともあるのではな

いかと思います。

初心者の方でも安心して高所作業が行えるように、レーザー

光を利用してフォークの差し込み位置を確認することも１つの

手段です。レーザーの高さを目安にフォークの高さを調整できる

ため、初心者でも高所での荷取り作業をストレスなく行うことが

でき、破損事故防止にも効果を発揮します。

高所でのパレット差し込みには
ベテランの技が必要？

初心者とベテランの能力差を縮める方法は？

精密機械などの取り扱いに注意が必要な荷物を扱っている
現場も多いと思います。そのような現場では、走行中に路面から
伝わる衝撃や振動で、荷物の破損事故が起きてしまう事例も
あるのではないでしょうか。また走行時に気遣った運転をする
ため、オペレーターへの負担も大きくなってしまうのではないか
と思います。

どのように製品を運ぶかを工夫することも大切ですが、振動や
衝撃を吸収するオプションを導入することも対策手段として
考えられます。例えば、走行時に振動や衝撃を吸収・緩和する
専用のアキュムレーターを導入することで、オペレーターの
負担も減り、破損事故防止にも貢献します。

走行中の振動・衝撃による
荷物の破損事故は防げない？

振動・衝撃に弱い製品を、
安全に気疲れなく運ぶためには？

安全対策 CASE STUDY
CASE 1

CASE 2

便利OPTION

レーザーポジショナー
『イチギメクン』
レーザー光によりフォークの高さを
確認・調整できるため、作業の効率
化・破損防止に役立ちます。

人と荷物にやさしい
『グッドランニングシステム』
専用アキュムレーターにより、路面か
ら伝わる振動や衝撃を吸収・緩和す
るため、オペレーターや荷物への衝撃
を低減し、安全性向上に貢献します。

便利OPTION

高所での荷役作業時

取扱注意の荷物の運搬時

非搭載車

搭載車
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このコーナーでは、アンケートでも要望が多かったフォークリフトの

メンテナンス方法について紹介します。メンテナンスを行うことで

車輌の故障を未然に防ぎ、フォークリフトの寿命を長くすることがで

きます。ぜひこのページを参考にメンテナンスを行ってみてください。

解説！基礎メンテナンス

バッテリー液の比重点検をしよう！

温度計でバッテリーの各セルごとの
液の温度を測定してください。

比重計でバッテリーの各セルごとの
液の比重を測定してください。

標準温度（20℃）時のバッテリー液比重を算出してください。

項目②

・比重計はバッテリーのセルに入れた状態で測定してください。
・セルから抜く時は、バッテリー液が外部に飛散しないよう十分注意　
　してください。

バッテリー液温が30℃のときに測定した比重が1.26の場合、液温
30℃の縦軸と測定比重1.26の横軸の交点Aから温度勾配線に平
行線に線を引き、20℃における比重約1.267を求めることができます。

液温30℃のときバッテリー液の比重が1.26の場合、20℃の
バッテリー液比重＝1.26＋（0.0007×30）－0.014＝1.267
となります。

比重計で比重を
測るときのポイント

比重計で数値を確認する時は、
目盛りを目の高さにして値を読んでください。
※比重計の使い方がわからない時は、
　最寄りの販売会社にお気軽にお問い合わせください

①②で読み取った数字を以下のグラフ、もしくは計算によって標準温度が20℃の場合の比重を算出してください。比重が20℃
換算で1.180以下の時は必ず均等充電を行ってください。均等充電は、普通（自動）充電より充電時間を（約2時間程度）長くす
ることで、セルごとの比重のバラツキを均一にします。
点検は全セルについて行い、適切な充電が行われているか、バッテリーの各セルの比重に差がないかなどを調べてください。
故障の予防・発見に役立ちますので、点検結果は必ず保管しておいてください。

【比重と温度の関係をグラフを用いて算出する場合】 【計算によって算出する場合】

20℃におけるバッテリー液比重

ある液温のバッテリー比重

（0.0007×ある液温）－0.014

＝

＋

項目①

※火気厳禁です。
※バッテリー液は希硫酸です。絶対に目や皮膚、衣服などにつけないでください。付着すると、失明や火傷、衣服に穴があくなどの場合があります。付着したときは、多量の水
　で洗い流してください。また、目に入ったり誤って飲み込んでしまったときは多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。

「例」 「例」

１カ月に一回程度、作業開始
前に充電が完了した状態の
バッテリーのバッテリー液の比
重を点検することで、バッテリー
の寿命・性能を良い状態に保
つことができます。私と一緒に
点検してみましょう！

項目③

点検項目

注意

注意点

basic maintenance～バッテリー車編～



解説！基礎メンテナンス

タイヤおよびリムの損傷点検をしよう！

～バッテリー車編～
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タイヤやリムに損傷や異常がないか
目視で確認してください。

タイヤが摩耗していないか
確認してください。項目②

□金属片などの異物が刺さっていないかどう
　か、確認してください。
□リムに変形や損傷がないか確認してください。

□スリップサイン（摩耗限度マーク：▲）は現れ
　ていないかどうか、確認してください。

□溝の深さは5mm以上残っているかどうか、タイヤデプス　
　ゲージで測って確認してください。

項目①

タイヤの空気圧を
確認してください。
□タイヤ空気圧が左右で差がないかどうか確
　認してください。

空気の入っていないニューマチック型クッションタイヤ
（通称：ノーパンクタイヤ）の場合、空気圧を点検する必
要はありません。

ニューマチック型クッションタイヤには、ホイールのリム部
に空気注入用バルブがついていませんので、空気注入用
バルブの有無でタイヤの種類を確認することができます。

項目③

状況①　車が急に走らなくなった場合

状況②　充電ができなくなった場合

点検項目

その他の簡単なトラブル対応を確認しよう！

注意点

制御補助回路のヒューズが切れていませんか？

走行回路のヒューズが切れていませんか？

バッテリプラグは完全に接続されていますか？

ヒューズが切れている場合、部品を交換するか販売会社へご連
絡ください

ヒューズが切れている場合、販売会社へご連絡ください

バッテリプラグを完全に接続してください

非常停止ボタンが押されていませんか？ 非常停止ボタンを回して解除してください。非常停止ボタンが押され
ているとキースイッチをONにしても電源が入らず動かなくなります

処置方法チェックポイント

状況③　ランプ類が点灯しない場合

ヒューズ、リード線、バルブが切れていませんか？ 販売会社へご連絡ください

処置方法チェックポイント

充電プラグ、電源プラグ、バッテリプラグは
完全に接続されていますか？

充電器の直流用ヒューズが切れていませんか？

各プラグを完全に接続してください

ヒューズが切れている場合、販売会社へご連絡ください

建屋側電源のブレーカーが落ちていませんか？ ブレーカーを確認し、ONにしてください

処置方法チェックポイント

タイヤおよびリムの
不具合は重大な事故
につながりかねませ
ん。以下のポイントを
点検し、損傷がない
か確認しましょう！

「解説！基礎メンテナンス～バッテリー車編～」
の掲載内容は、三菱ロジスネクスト車両取扱
説明書に掲載しています。始業前や終業後に
役立つ車両の各種点検法なども掲載していま
すので、取扱説明書をぜひ一読ください。

点検をしていても、どうしてもト
ラブルを０にすることは難しい
と思います。次のようなトラブ
ルが生じた場合のお客様ご自
身でできる確認・処置方法をま
とめましたのでご活用ください。

交換推奨マークより
タイヤが摩耗している
場合は、タイヤを交換
しましょう

basic maintenance



荷役能力向上による作業性アップの力強さと、2014年排出ガス基準対応エン
ジン搭載により、環境性対応によるやさしさの両立を実現。さらに、好評のグッド
ビューア標準装備をはじめとした各種装備の充実化による安全性向上と、重作
業に対応するボディー各所の耐久性向上を図りました。より力強くてやさしく、そし
てより安全で頼もしく、お客さまの荷役作業を支えます。

より力強くてやさしく、そしてより安全で頼もしく

FDSeries 24t-31t FD240-5 / FD310-5

ec-H2Oナノクリーン™独自洗浄技術によって洗剤と水の使用量を削減。さらに最先端のAI機
能、自立清掃技術の導入によって人がおこなう清掃作業を引き受け、効率良く、高いレベルでの
清掃度を保ちます。

洗剤要らず、水だけで汚れが落ちる新技術
電解水洗浄技術ec-H2Oナノクリーン™

■汎用の中性洗剤と同等以上の高い洗浄力
■洗剤不要や水使用量削減による清掃コストの削減
■残留洗剤のリスク軽減や、汚水吸水による
　スリップ防止などの安全性
■容易な汚水排水処理による自然環境への貢献

半透明だから適度に光を通し
て明るく、仕切られていても快
適な環境が実現できます。

重量約640gと軽く、落として
も割れにくい素材を使用。設
置・収納も簡単です。

アルコール消毒も可能。さらに
パネル自体に抗菌剤を配合して
いるため、衛生面も安心です。

無人清掃：自動走行＋自動清掃
最先端のAI機能・自立走行技術

■ティーチング方式で清掃ルートを記憶、障害物も
　回避可能
■タッチディスプレイで簡単に操作可能
■緊急・異常警告などの状況通知
■一目で分かる清掃データの「見える化」

次世代の自動走行技術で省人化を実現

折りたたみ卓上パーティション

モバイルウォール

POINT POINT

179kN 34km/h
最大
けん引力
（FD240）

トップレベルの
最高速度
（FD240）

ロボット型床洗浄機 T7AMR

感染症予防対策

※詳しくはお近くの販売店にお問合せ下さい  Vol.11　11

クラストップレベルの良好な視界 伝統のパワフルな作業性能を継承

全周囲モニターシステム「グッドビューア」を標準装備し安全性が向上

前方視界（写真はFD310） 後方視界（写真はFD310） 上方視界（写真はFD240）

360°俯瞰映像

無負荷
385
mm/s

負荷
345
mm/s

LiDAR

特長① 適度に明るい 特長② 軽くて丈夫 特長③ 衛生的で安心

トップレベルの
リフトスピード

（FD240）

リヤカメラ映像

フロントカメラ

サイドカメラ

リヤカメラ

フロントカメラ映像

2Dカメラ（正面、左右）

2Dカメラ
（正面、左右）

人工知能
（BrainOS）

※ライトはオプション

CLICK▶

https://eqm.page.link/NWRb


三菱ロジスネクストの思いを結集し、使いやすさ・乗りやすさを徹底的に追
求したALESISの３tクラスが新登場。最大荷重はFB30Pで3,000kg、
FB35PJで3,500kgとなり、時にパワフルに、時にスマートに、お客さまの
荷役作業を支えます。

飛沫感染対策に

５つの特長
①組み立てカンタン、安心の日本製　②マスク・メガネの上から装着可能
③サイズ調整可能なアジャスター付き　④保管や持ち運びにも最適　⑤消毒用アルコールでお手入れ可能

FACE SHIELD

ALESISご紹介ムービーは
コチラから

物流ソリューションフェア2020 in 幕張
でのデモムービーはコチラから

最 大 荷 重

型 　 式

3,000kg

FB30P

3,500kg

FB35PJ■標準車　

OPTION

OPTION

ワイドでクリアな広視界設計

良好な広視界による作業効率・安全性アップを実現します。

グッドランニングシステム

路面から伝わる振動・衝撃の低減、積荷の破損防止、騒音低減、オペレーター
への負担軽減に寄与します。

最適化された運転席レイアウト 自動補水装置 補水くん

補水に関わる作業時
間を大幅に短縮し、
バッテリーに大きなダ
メージを与える補水
忘れや、過補水を防
止します。

抜群の
振動・衝撃
吸収率

非搭載

前方視界前方視界 上方視界上方視界

搭載

後方視界後方視界

大きくて持ちやすいレバー式パー
キングブレーキ

ステアリングの角度を調整可能な
リリースレバー

操作しやすいレイアウトの前後進
切替レバー

フェイスシールド

本体展開サイズ：
760mm×330mm
素　  材：PET 0.5mm
1カートン：50セット
（1セット毎にポリ袋入）

シート状から
カンタン
組み立て

タンクに
補水する
だけ！

感染症予防対策

※ムービー内のALESISは３tクラスではありません

※詳しくはお近くの販売店にお問合せ下さい

3t Class
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多機能集中制御システム SiCOS(サイコス)をALESIS全車に搭載。
安全で快適なスマートオペレーションを実現。

OPTION

走行・
荷役制御

回生・
充電制御

走行制御
■フィーリング設定機能
■カスタムフィーリングシステム
■ECOモード（長時間稼働）

安全制御
■センシング制御システム（走行・リフト・ティルト※）
■ピッチング制御システム
■離席時走行・荷役インターロックシステム
　（OIS:Operation Interlock System）

■リチャージシステム（各種回生機能）
■多機能充電モード
■自動補水装置 補水くん

■セーフティクルーズ
■最高速度設定機能（カメ速度切替・最高速度制限）
■オートトルクアップ

※ティルト制御はオプション

CLICK▶ CLICK▶

https://eqm.page.link/W93A
https://eqm.page.link/VkoX


プロゴルファー
青木 瀬令奈選手の

1993年2月8日生まれ、群馬県
出身。2011年にプロテスト合
格。2017年にヨネックスレディス
トーナメントでツアー初優勝し、
2019年3月に三菱ロジスネクス
トとスポンサー契約を締結。
2020年はJLPGAプレーヤーズ
委員長として活躍。

  
　

SE
R

EN
A A

OKI GOLF STRETC
H

M O V I E

［足まわりの疲れを解消しよう！］

青木選手の
解説動画はこちら

GOLF

そのまま上半身をなぞりながら上を向い
てください。この時にお尻やハムストリ
ングスが伸びるのを感じましょう。

片方の手を、もう片方の腕になぞる
ように肩まで引き上げてください。

脚を肩幅に開き、胸を開いた状態
で体を前に倒し、腕をまっすぐ伸ば
してください。

ストレッチ
__ お家でできる簡単ストレッチ編 __

プロゴルファー
青木 瀬令奈

講  師

START

STEP3
STEP2

STEP1

反対側もやってみましょう！

青木選手コメント
「足回りが疲れたなと感じる時や、
ゴルフの前傾姿勢時のバランスを整えるた
めに私も行っています！」
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CLICK▶

https://eqm.page.link/Yfvt
https://eqm.page.link/Yfvt


プロゴルファー
青木 瀬令奈選手の

  
　

SE
R

EN
A A

OKI GOLF STRETC
H

M O V I E

［下半身のストレッチで準備をしよう！］

スタート前にできる
簡単ストレッチ

GOLF

右足、左足にそれぞれ体重をかけて
お尻のストレッチもしっかり行いましょう。

そのまま左右に体をひねるように
動かしてください。

クラブを持ち、脚を肩幅に開いて
前屈をします。膝の裏が伸びてい
るのを感じてください。

ストレッチ
__ スタート前にできる簡単ストレッチ編 __

START

STEP4

大きく後ろに伸びをしてください。

STEP3
STEP2

STEP1 青木選手コメント
「今は練習に行けないこともあると
思いますが、しっかりストレッチをしてケガの
ないようにしましょう」
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1993年2月8日生まれ、群馬県
出身。2011年にプロテスト合
格。2017年にヨネックスレディス
トーナメントでツアー初優勝し、
2019年3月に三菱ロジスネクス
トとスポンサー契約を締結。
2020年はJLPGAプレーヤーズ
委員長として活躍。

プロゴルファー
青木 瀬令奈

講  師

CLICK▶

https://eqm.page.link/asZL
https://eqm.page.link/asZL
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＜何だか応援したくなる系回答＞
●ダンスフィットネス。「歌って踊れる物流人」を目指して頑張ります！
●資格免許の数。会社関連の資格だけでなく、様々な資格を取得をしている。
●スニーカーの知識。41年間ナイキLIFEです。

＜思わず取材したくなる系回答＞
●ネコをマッサージすること。どんなネコもマッサージするとのどをならす。
●餃子の味でお店がわかる。利き餃子の達人（THE浜松人）
●一瞬だけどセリフ付きで映画に出たことがある。エンドロールにも名前が出ました。

＜新たな視点のご意見＞
●5S事例、経費削減事例。
●フォークリフトのカラーリングについて。
●夏場の暑さ対策について。
●高齢化が進む中での物流のあり方。
●現場のお弁当。

＜心のこもったありがたいコメント＞
●営業担当者、定期点検技術担当者、大変良くして頂き感謝しています。
●今回のKYTは我々の業界である木材業の丸太でした。
　アルアル（よく他で目にする）です。気を付け徹底したいと思います。
●最近では現場作業でも男性並みにできる女性が増えてきているのが嬉しいです。
　やる気のある女性を取り上げて欲しいです。

これまでのmonogramではお客さまに直接訪問し取材を行った事例を中心に、読者の皆さまに業界の最新情報をお伝えしてきました。しかし、新型コロナウイルスの影響で訪問取材が困難な状況となりました。その
ような状況下の今でもできることを考え、monogramの構成を変更し発行することといたしました。引き続き、アンケートにてたくさんのご意見・ご要望をお待ちしておりますので、今後とも三菱ロジスネクストならびに
monogramをどうぞよろしくお願いいたします。

物流人の子供の頃は、どんな将来を思い描いていたのか・・・？
ちょっと変わったアンケートですが、息抜きにご協力ください。
アンケートは下記リンクよりご回答いただけます。

選択肢の枠を超えた個性あふれる物流人が多数！
ユニーク自慢に想像広がる！？

前号の [FILE 10]アンケート結果から浮かび上がった
我ら物流人の実態をご紹介します。
この結果を見てみなさんはどう思われるのか、それもまた、興味津 ！々

物流人の実態を解き明かすオモシロ誌上アンケート!

新たな視点でのご意見やありがたいコメントも多数。
編集部一同、感謝しております。

聞かせて！物流人のあなたの 子供の頃の夢

自由回答を要チェック！

Q1

アンケートフォーム
https://forms.gle/zijJXHH1o9vv68Ua7

アンケートにお答えいただいた方に
LOGISNEXTステーショナリー
グッズセットが当たる！
・ALESISボールペン
・ALESISキーホルダー
・PLATTERキーホルダー
・ALESIS青木プロクリアファイル
・PLATTERクリアファイル
・LOGISNEXTふせん

締切：2020年12月末日

抽選で
100名様に
当たる！

次回のアンケートテーマは・・・

2020年10月吉日　「monogram」編集部一同

読者アンケートのご意見・ご感想を受けてQ3

選択回答の結果

料理

その他
節約の知恵

歌唱力

字がキレイ

異性からの人気

表彰経験
SNS 有名人と会った数

24%

30%
13%

11%

7%

5%
4% 3%

3%

自由回答
から

※ボールペンの軸色が異なる場合がございます

聞かせて!物流人のあなたがちょっとだけ自慢できるコト

CLICK▶

https://forms.gle/CschxcjDGGggN2rA6
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