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200%成長のアパレル通販現場を
知恵とシステムで自社最適運営
DoCLASSE・新物流センターの
サクセスストーリー

ターゲットマーケティング
で急成長
◆４年連続200%成長へ
DoCLASSE（ドゥクラッセ）は07
年設立のアパレル通販企業。外資系
消費財メーカーのマーケティングト
ップを歴任してきた林恵子社長がそ
のキャリアを活かし，自らと同年代
の40〜50代婦人層を中心ターゲッ
トに，カタログ通販事業を自ら立ち
上げた。
「Ageless Life―輝く年齢を，も

生まれ変わる，を意味する造語）をブ

出す。林社長がパリのカフェで見か

っと輝かせるための生き方」を企業

ランド名に冠し，
「品格とかわいら

けたあるマダムの「ありのままの年

コンセプトに，DoCLASSE（品格で

しさを磨くための服づくり」を打ち

齢をかくも美しく表現する」姿が，

図表-1

㈱ DoCLASSE（ドゥクラッセ）の会社概要と売上推移
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資 本 金

事業内容

同社の売上と会員数推移
レディース，シューズ，
メンズと揃った
DoCLASSEの商品群

40

5,400万円
（2009年1月13日現在）
洋服，服飾雑貨，ジュエリー
などの製造販売
約46億円
（2011年8月期，前年比207%）
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22名，パート社員215名）
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その原点にあるらしい。

システム）は，余りにも時間がなか

ミドルエイジに的を絞ったマー

ったため，すぐ導入できる軽量のク

ケティングと，そのコンセプトに裏

ラウドシステムをとりあえず入れて

打ちされた魅力的な独自企画商品が

スタート。

消費者の支持を獲得，林社長が自宅

だが加速度的に増大する物量を

ガレージでコールセンターのオペレ

前に，同年秋口には早くも本格

ーター４人から始めたビジネスは，

WMSの導入検討を開始。11年８月

４年で驚異的な成長を遂げた。

の稼働を目標に準備を始めた。

今や月１回発行のカタログ会員50

だがその話が固まりつつあった

ジェームス キースター氏

万人・年商46億円（11年８月期）と，

３月11日，東日本大震災が勃発。

過去３年連続200%超の成長は，来

の責任者として私を誘ってくれたん

静岡に被害があったわけではない

期も継続間違いなしという勢いにあ

です」と同社ロジスティクス ディ

が，東北の海沿いの倉庫や工場が軒

る（図表-1,2）
。

レクターのジェームス キースター

並み大津波にさらわれる未曾有の情

氏は話す。

景を見て，キースター氏らは沿岸部

婦人服・服飾品などのレディース
に加え，11年３月にはメンズとシュ

キースター氏は18の歳から米空

にあった倉庫の移転を決断した。30

ーズ（ﬁtﬁt）も展開を開始。リアル店

軍でロジスティクスを担当，あらゆ

年以内に60〜70%とされる東南海

舗も自由が丘本店に続き，同年９月

る物品を扱う軍隊の現場からこの道

地震の発生確率を重視したのだ。

には日比谷シャンテ店，ららぽーと

一筋，23年間叩き上げた生粋のロ

そこで内陸側になる袋井市の物

横浜店もオープン。消費不況をよそ

ジスティシャン。続いてその経験を

件を至急選び，WMS更新と同時に

に，
彗星のような光芒を放っている。

米国通販トップのランズエンド社で

移転することにした。
「ちょうどコ

活かし，通販物流業務にも15年間

ンベヤなどマテハン設備を投資する

携わっている。そのとき日本ランズ

前だったので」とキースター氏は言

同社は商品企画･製造･販売･物

エンドで活躍中だった林社長の知遇

うが，対応の素早さが光る。

流まで一括して担う，いわゆるSPA

を得たことが，自社倉庫立ち上げか

（製造小売）のスタイルを採っている。

ら新たな舞台に立つきっかけになっ

◆物流を自社で

ただしガレージを卒業後は昨年ま

◆倉庫も商品も拡張，拡張

た。

DoCLASSE の月刊カタログは，

ロジスティクスのプロを引き入れ

新聞広告で告知し問い合わせのあっ

て自社物流センターの最適構築・運

た顧客に送付するのが基本で，この

成長する通販企業はゼロから自

営に自ら挑むことが，DoCLASSE

紙媒体経由オーダーが７割，残りが

宅で初めても，一定のビジネス規模

の戦略だったのだ。そこには通販企

になれば，自前では在庫や発送が手

業にとって物流はコア業務，との経

に負えなくなり，物流業務の外注に

営判断があったに違いない。

で，在庫保管･出荷の物流拠点業務
を3PL企業に委託していた。

至るのが普通。一般にも，物流は専
門業者にアウトソーシングし自らは
コア業務に集中する，というのが近

1 年で倉庫移転，
新 WMS 導入へ

年のトレンドである。
ところがDoCLASSEは外部委託
していた物流業務を，昨10年８月，

自社倉庫への移転は，アパレル業
界の閑散期に合わせ10年８月に敢

のか。

行，
「日本のへそ」静岡県を立地に

社で物流を行った方がコスト的に安
くなるはず，と林社長が決断し，そ

静岡県袋井市

延床面積

4,233㎡

人

約80名（うち正社員2名）

員

取扱商品

婦人服，服飾雑貨，
紳士服，靴；約8,500SKU

出 荷 量

2,000〜3,000件/日，
1件当たり平均1.7個

在庫金額，
数
量 約6億円，20万枚

選び，まず磐田市の海沿いに広い倉
庫を借りた。
当然必要になるWMS（倉庫管理

DoCLASSE 新物流センター
の拠点・物流概要

所 在 地

◆震災で内陸に移転

自社で取り込むことにした。なぜな
「売上40億円以上を目指すなら自

図表-2

主要設備

高層ラック，中量ラック，
フォークリフト，仕分け・
出荷ライン用コンベヤ一式，
無線ハンディターミナル10台
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選定した iWMS G5 のシステム構成イメージ
注文

注文

注文

インターネット
上位システム

コールセンター

お客様向けECサイト（ショップフロント系システム）
受注システム
予定データ受信

実績データ送信

在庫システム

同社の要望にマッチした機能を持

「旧センターに入れるつもりで計

取扱商品SKUと出荷量は増え続

ち，急成長・商品展開，技術発展

画をスタートしましたが，3.11で急

けているが，10月の取材時点で約

にも柔軟かつ迅速にカスタマイ

遽変更になり，WMS更新とセンタ

8,500SKU，2,000〜3,000件／日（約

ズ対応可能であること

ー移転のプロジェクトが重なってし

1.7個／件）ほど。８月に余裕を見て

課題解決への実現性が高く，拡張

まったので時間が限られ，迅速な対

借りたばかりの倉庫が一杯になり，

性に富んだシステムであること

応性もポイントでしたね」

11月からもう１棟追加するという

自社でのシステムメンテナンスが

拡大振り。新センターの人員延べ

可能なパートナー制度があった

75名は，近々20名ほど増員予定。

こと

オンライン。

在庫金額は約６億円・20万枚にな

「パッケージシステムだとカスタ
マイズ費用が嵩み，柔軟な対応がで

る（図表-2）
。

日本一効率的で安い
現場オペレーション
◆夢のシステム

基本的に商品企画もデザインも

きない製品もありますが，iWMS

「林社長には，物流センターで夢

内製，生産は国内と中国で行ってい

G5 なら大丈夫と分かりました」と

のシステムを作れ，と言われている

るが，
「全部署がフル回転」の状況

ストラテジックビジネスソリューシ

んです」とキースター氏は言う。
「自

というのもうなずける。

ョン部マネージャーの平野智士氏は

分の描いた最高に効率の良い庫内業

話す。

務の仕組み存分に作れ，と。自分の

◆WMSの選択ポイント

持つノウハウをどこまで入れられる
かがポイントです」

そんな現場のWMS 更新にあた
り，キースター氏は「自分の頭の中

WMSのカスタマイズの工夫に加

にある必要な機能と業務の流れをフ

えて，現場作業手順，独自のマテハ

ローチャートにして」RFPをまとめ，

ン設備構築までに至る，
〈ジム・キ

６社のベンダーに提案を求めた。

ースターの流儀〉の例をコメントと
合わせいくつか挙げよう。

精査のうえ２社に絞り込み，最終
的にフレームワークスのiWMS G5

◆パンツの裾上げ

に決定している（図表-3）
。その選定
ポイントは；
24

平野智士氏
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パンツ類は顧客の指定した股下
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◆低コスト，数値管理

に裾上げ加工して届ける。だが履い

もと，後述の「バッチピッキング＋

てみて合わない，色がイメージ通り

仕分け」方式に改善し，同210枚超

「私の大きな目標は 日本一コス

でないなどの理由で，返品されるこ

へと約４倍に生産性をアップした。

トの安いセンターオペレーションを
作ること 。そのためには波動に応

とは当然ある。
返品商品は通常，良品なら再商品

◆ラベル方式，手仕分け

じて変動費化できる人間中心の仕組

また伝票方式だったのを，入庫・

みで現場を回すことが基本。システ

パンツ類は通常の在庫棚に戻せず，

補充・ピッキングなどほとんどの庫

ムと設計とオペレーション，この３

従来は結局新品のまま廃棄するしか

内作業指示をラベルに入れ込み，

つをうまく連動させることが肝心で

化し在庫に戻す。だが裾上げされた

なかった。
そこでWMSで股下サイズまで区

「ラベルを見れば仕事が分かる」よ
うにした。

す」
「システムもマテハンも人も，１

別して良品を在庫に計上し，同じサ

これによりハンディ端末による

時間でどれだけできるか，数字でき

イズの注文が入れば出荷できるよう

バーコード管理は入荷処理，出荷確

ちんと管理することが不可欠。どの

にした。

定，返品など限定ポイントで計10

作業にどれだけコストかかっている

台のみを使うスタイルとしローコス

か，見えなければ改善できない。分

ト化。

かれば工夫できる」

◆ピッキング手順
「しかしWMSだけで夢のシステ

さらにバッチピック後の仕分け

こうした〈ジムの流儀〉によって，

ムは作れない。作業手順，棚やコン

も，自動仕分けによらず，オークラ

対売上高物流コストは新センター・

ベヤなどマテハン設備の作り方，す

輸送機のコンベヤ上での手仕分け方

システム稼働後，３%台から１%台

べてが係わってきます」

式としている。それが図表-4で，通

へ約２%低下したという。人件費は

常はシュート上の中央コンベヤから

約１%だ。

従来倉庫での出荷は，１オーダー

新センターには手仕分けシステ

ごとに作業者が棚からピッキングす

左右に自動仕分けするところだが，

る「オーダーピッキング」方式によ

これを人が行っているのだ。その独

ム・コンベヤとラック以外，大げさ

っており，ピック枚数は約60枚／

創的な仕組みについてはルポコーナ

な設備はない。投資額は棚，コンベ

人時だった。

ーで詳述する。

ヤなどマテハン設備で約4,500万円，

それを新センターでは新WMSの

WMS単体で7,000万円とシステム
連携費用約1,000万円にとどめてい

図表-4

コンベヤと立体シュートによる手仕分けシステム（提供・オークラ輸送機）

る。よりシンプルで低投資を追求し
ながら，経験から積み上げたノウハ
ウ，つまり知恵を作り込んだ。
「本来はWMSもデータセンター
にサーバを置いて使いたかったので
すが，まだそこまでのビジネス規模
ではないと判断しました。この５年
でノウハウを固め，次を考えたい」
と平野氏は続ける。
「自動化しない仕分けと同じで，
規模に対して適正なスタイルがあり
ます。WMSは走らせながら自社で
保守要員を配置して画面の追加や項
目の変更など，手を加えています」
では実際の現場と作業を追うこ
とにしよう。
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1

❶〜❼入荷検品
倉庫棟の軒下で入荷商品を全て開梱し，検品を行
う❶。まず事務所で発行した連番のバーコードラベ
ルを全カートンに貼り，以後はカートン単位で全て
バーコード管理可能にしておく。
その上でカートンラベルを無線ハンディ端末（キ
ーエンス製）で読んで❷❸から，中身の商品を 1 つ
ずつバーコード検品❹，カートンと紐付けする。
すると無線 LAN 連携で小型モバイルプリンタ( サ
トー製 ) から入庫ラベルが発行される❺ので，カート
ンに貼付け❻。❼の下側がカートンラベル，上側が
入庫ラベルで，後者には通常品の入庫先，QA（品質
保証）に回すもの，棚入れせず直接パックエリアに
回すバックオーダー（BO：注文があるが在庫がなく
急ぎ調達し，直ちに出荷すべき商品＝写真がそれ）
などの指示が出ており，すぐ次の作業に入れる。

入荷検品

1

2

3

4

5

6

2

7

8

9

入庫と
返品処理

10

❽リザーブエリア
平屋の倉庫棟の天井高は

8m あり，在庫品を保管する

リザーブエリアには高層ラ
ックを設置。今後メザニン
の設置なども可能だ。

26
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❾〜⓫入庫
ハイリフトでカートン品を入庫❾。リザ
ーブエリアはフリーロケーション方式で，
空いた間口に入れて棚コードをスキャンし
登録❿⓫。ここから毎朝，アクティブエリア
への在庫補充指示に従って品出している。

11
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12

13

⓬⓭下段のピッキング間口
リザーブラックも，下 2 段はアクティブ在庫
を置きピッキング間口として使用。作業者が列
に入るときはプラチェーンを掛け，フォークリ
フトが進入しないよう安全に配慮⓬。
⓭はハンガー品用に改造した間口で，段ボー
ル紙の仕切りにロケーションバーコードを付
している。

14

15

3

ピッキングと
仕分け

17

18
16

⓮〜⓱返品処理
朝一番に届く返品の再商品処理を行う検品
ステーションは 14 か所⓮。誰からのどんな返
品か登録後，臭い，ポケット，縫製などをチェ
ックし良品であれば再梱包し（ハンガー品は
スチームアイロン掛け），出力された商品ラベ
ルを貼る⓯⓰。入庫すべき棚ロケーションも
ラベル表示されており，すぐ棚入れへ。その
時点で在庫が立ち上がり，即オーダーのかか
る可能性があるからだ。
DoCLASSE では購入後の期間や理由にか
かわらず返品を受付けているが，9 割方は良
品という。日本の消費者はお行儀がいいのだ。
⓱は先に工夫を紹介した，裾上げ済みパン
ツの返品・良品ピッキングエリアで，サイズ別
に WMS が管理し適合品を出荷，ムダを排除
している。

19

20

⓲〜⓴バッチピッキング
⓲はアクティブ在庫エリアのピッ
キングラック。あえて通路幅を約 90
㎝と狭くし，各列に1 人だけが入る
と電気がつき，左右の固定ロケーシ
ョンからわずかな横移動で必要品を
次々にピッキングしていけるように
した。
ラック1 台 24 間口・48SKU 分のロ
ケ番号を左右に1,2，次に3,4…と24
番まで振り，A 列 の奥で反 転し1 つ
右の B 列に入ると，奥からまた 1,2…
24と続く，一筆書きの順に設定にし
てある。
従来のオーダーピッキングでは物

量増大につれ良く出る商品の間口に
人が集中し効率が落ちていた問題
を，この仕組みとバッチピック＋仕
分け方式でクリアしたのだ。
上のスタイルで作業者ごとに作業
を割り付けた上，WMS が一連のバッ
チピッキング指示ラベルを出力⓳。
ピッカーはこれを持ってラックに入
り，ラベルのロケーション，アイテム
指示を見て商品をピッキングしラベ
ルを 1 枚ずつ貼ってカゴに集める⓴。
なおリアル店舗への出荷だけはリ
ストでピッキング後，値札付けを行
っている。
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27

特集／通販物流［新・機・軸］

CLOSE UP［クローズアップ］特別編

21

23

24

22

25

〜 手仕分けシステム
1 バッチのピッキングが終わったら，商品は隣接する仕分けエ

26

リアのコンベヤに投入 。奥からスロープを上り，高架コンベヤ
ラインへ（ ，これらはオークラ輸送機のユニコンⅡを組み合わ
せた）。
ここで仕分け班の作業者が，商品のピッキングラベルのシュ
）を見てシュートに投
ート表示番号（ なら左上のラベルの「15」
入。素早い作業であっという間に1 バッチの仕分けは完了する。
現在はシュート片側の一部だけを使って 2,000 〜 3,000 件／
8 時間を仕分けているが，最大で同 7,500 件の仕分け能力があ
り，しばらく余裕がある。ピッキング・仕分け工程でバーコード
は読まない。
これが 1 万件を超えれば自動仕分け機の導入が視野に入る
が，ローコストオペレーションを追求する〈ジムの流儀〉は「自動
化すべき分岐点に達していない」と判断，最低限の人数で対応
できる柔軟な手仕分け方式を採った。

27

〜 パッキング作業

4

パッキングステーションはコンベヤ左右に20
か所。それぞれに2 段式のシュート6 間口が緊
密に並び，計 120シュートがある。
下段シュートの仕分け品を顧客別に梱包し
ている間に，次のバッチ品を上段シュートへと
交互に仕分ける仕組みで，パッキング作業に手待
ちを発生させない。傷つきやすい靴とハンガー品は
別扱いで所定ステーションに合流させている。
従来存在しなかった，キースター氏が脳裏に描いた仕組みをメーカーのオーク
ラ輸送機に依頼し創作したものだが，
「実際に作り上げるのは大変でした」と同氏
は打ち明ける。
「作ってみてから，しまった，と思ったのはシュートの高さ。上段
が日本の女性には高すぎました」
そこで上段の商品取り出しにはホームセンターで購入した踏み台を使ってい
る。だが振り向けば最低の歩行距離でカタログなど同梱物や梱包資材に手が届く
広さは合理的だ。
送り状と一体型の納品書は既に順番に揃って出力されているので，チェックし
同梱，袋または段ボール箱に梱包後，送り状を貼りシュート下の出荷コンベヤか
ら送り出す。夏物と冬物でパック処理件数は違うが，50 〜 60 件／人時が目標。
従来はピッキングリストと送り状・納品書が別々に出力され，その「カルタ取り」
に非常に手間取っていたが，新 WMSにより不要になった効果は大きい。
こうして BtoC 通販物流最大のボトルネックとなるピッキング・仕分け・梱包作
業をクリア，生産性を約 4 倍に向上した。少人数で残業もないオペレーションを
実現している。

パッキングと
出荷
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200% 成長のアパレル通販現場を知恵とシステムで自社最適運営／DoCLASSE・新物流センターのサクセスストーリー
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出荷受け渡し
梱包品はコンベヤラインで出荷バースに送られ，
ここで DoCLASSE 側と配送業者の佐川急便側がそ
れぞれ送り状のバーコードを読んで，受け渡しが
完了する。注文翌日配送が基本サービスだ。
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WMS 管理画面

〜

◆サービス拡充，3PL展開も視野

32

以上の現場作業，在庫管理を担う iWMS G5 の管理画面。初めての人でも見やすく操
作しやすいこんな画面が選べる。
ハンディ端末を使わない作業も日々の日報で実績を吸い上げ，個人別のデータも把
握。今年から各部署に明確な目標を与え，
「顧客のため自分が何をすべきか考えて実
行」する現場にしている。

「８月中旬から２か月余り，新
WMSとセンターのシステムは順調
に稼働中で，描いたイメージの75%
くらいまで来ています」とキースタ
ー氏。
「これからもステップの削減
など様々な改善を続けます。物量増

全く新しいサービスを展開してくつ

トセンターですが，それをプロフィ

大への対応は，すべて数字で把握し

もりです」

ットセンターに転換していく。それ

て投資効果が得られるかで判断して
いく。またもっと顧客に喜ばれる，

例えば前述の裾上げ加工サービ

に本も書きたいですね。日本にはロ

スを拡充し，刺繍やプリントにもオ

ジスティクスの体系的な教材が少な

プション対応するなど，
〈ジムの流儀〉はさらに
質を極めていきそうだ。

向かってステップを踏めば，必ず達
成できるはずです」

だがそれだけではな

夢というイメージを描き，それを

い。
「私にはまだ大きな

現実に変えていく。その過程は，林

夢があるんです」とキー

恵子社長がパリの街角で得た着想を

スター氏は続ける。

DoCLASSEで具現化したプロセス

「この物流ノウハウを

キースター氏は日々電動スクーターで広い現場を走り回り、作業
者に声をかけている

いようですから。夢をもち，目標に

と響き合う。

活かして，他社の通販物

同社は今後，リアル店舗も積極拡

流を請け負う3PL事業

大していく計画。２年後には〈もう

も展開したい。こうした

１つのユニクロ〉と，
〈新生3PL企業〉

フルフィルメントはコス

が誕生しているかも知れない。 MF
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