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話題の通販「ECカレント」
新物流センター
取材協力：ストリーム、フレームワークス

①

②

◆サービス産業生産性協議会が本年 3月に

ブランド名だけでは聞いたことのない人もあ

発表した平成 21 年度日本版顧客満足度指

るかもしれないが、ネットの比較サイト「価格 .

数（JCSI；Japanese Customer

com」を利用する人にはおなじみ、ネット上の

Satisfaction Index）によると、東 京ディズ

有名ブランドでもある。

送を実現した」
（同）ことで他社との差別化を
図り、拡大路線を現実のものとしたのだ。
同社は創業以来、パソコンおよび周辺機
器のネット販売を展開してきたが、05 年には
㈱ベスト電器との提携により家電品も本格提

ニーリゾートに続く第 2 位にネット通販の「EC
◆そのECカレントの運営を行う㈱ストリームは

供を開 始。09 年には㈱イーベストを買 収

1997 年 7月に創業、10 年後の2007 年に

100% 子会社しており、今や売上高では家

主なサービス業 29 業界・291 社の顧客満

は東証マザーズに上場。現在ではECカレン

電のほうが大きい。

足度を業界横断での比較・分析を行ったも

ト、カレントプラス、イーベスト、特価 COM

ここでは、わずか数年の間にインターネット

ので、ベスト50 社のうち通信販売業界の企

の4サイトを展 開、売 上 額は09 年 連 結で

通販で確固たる地位を築きあげた同社の、も

業が 11 社ランクイン。ジャパネットたかた、ア

336 億円、単体では252 億円となっている。

う1つの強みの源泉となる、新物流現場を覗

カレント」がランクインされていた。
同調査はのべ10 万人を対象に、日本の

マゾン、楽天を抑え込み、堂々の第 2 位が

同社の高桑元樹取締役は「原動力の鍵を

前述のECカレントで、独立系通販企業とし

握るのが物流です」と強調する。「商品の低

て文句なしのトップ順位となった。

価格化だけでなく、迅速で信頼度の高い配

いてみよう。
◆神奈川県厚木市に構える同社の物流拠点

③

順位

企業名

顧客満足指数

1

東京ディズニーリゾート

82.3

レジャーイベント業界１位

業界名

2

ECカレント

81.1

通信販売業界１位（ネット通販）

3

あきんどスシロー

78.8

飲食業界１位（寿司チェーン）

4

住信ＳＢ
Ｉネット銀行

78.6

銀行業界１位

5

シンガポール航空

78.5

国際航空業界１位

6

ジャパネットたかた

77.7

通信販売業界２位（ﾃﾚﾋﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ）

7

アマゾン

77.6

通信販売業界３位（ネット通販）

8

ヤマト運輸

77.1

宅配業界１位

9

楽天トラベル

76.9

旅行業界１位（ネットサイト）

10

じゃらん

76.8

旅行業界２位（ネットサイト）

11

一休

76.7

旅行業界３位（ネットサイト）

12

DHC

76.6

通信販売業界４位（ネット通販）

13

スーパーホテル

76.5

ビジネスホテル業界１位

13

くら寿司

76.5

飲食業界２位（寿司チェーン）

15

千趣会

75.9

通信販売業界５位（カタログ通販）

16

サイゼリヤ

75.8

飲食業界３位（ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ）

17

帝国ホテル

75.3

シティホテル業界１位

18

全労済（損害保険）

75.2

損害保険業界１位（共済）

19

高速バス

75.1

国内交通（長距離）業界１位

20

阪急電鉄

74.9

近郊鉄道業界１位

20

餃子の王将

74.9

飲食業界４位

20

かっぱ寿司

74.9

飲食業界４位

▲平成 21 年度日本版顧客満足度指数（サービス産業生産性協議会調べ）

④

⑤

⑥

「ストリーム 物流センター」は、この5月に立

サービス追加・改善や独自のサービスを行お

ル（HT）で読み取り、数量、外観をチェック

ちあげたばかり。三菱商事ロジスティクス㈱の

うにも、自社システムでないことから困難を極

する。このHTは30 台を導入した。

建屋を賃貸、同社唯一の物流センターで、1

めていた。
そこで、同社は自ら新センターを構築し、

◆同センターでは2 階に小物商品、3 階に中

（①②）。月に均すと出荷量は10 〜 12 万点、

物流マネジメントも自社で行う方針を決定した。

物商品、4 階には自転車・テレビなど大物商

取り扱いアイテム数は7,000 種、在庫点数

現在では当日17 時までの受注商品は同

品を保管。④は2 階の小物の保管場である。

階 か ら4 階 ま で 延 床 面 積 は3,048 坪

は8 万 5,000 点の規 模で、繁 忙 期は3月、

19 時までに発送する、即納サービスの取扱

7月、12月になるという。

品目を拡充するなど物流サービス向上に取り

◆家電や関連小物品、台所用品、雑貨系

組んでおり、高い顧客満足度を獲得した物流

まで多数の商品がラックに並ぶ中、ピッキン

◆もともと同社の物流業務は千葉県市川市

サービスの、さらなるブラッシュアップを進めて

グ作業自体は出荷指示書を元に目視でバー

にある物流拠点において、物流事業者に全

いる。

コード下 4 桁を確認、棚に貼られたラベルの

シングしていたことから「物流がブラックボック

◆③は入荷検品のシーンだ。入荷バースで

チェックした後に台車に積載、その後は同じ

ス状態だった」と高桑氏は語る。また物流の

JANコードをキーエンス製のハンディターミナ

フロアにある検品場へと移動する（⑥）。

番号と照合しつつ行っている（⑤）。数量を

業務を委託していた。だが、外部にアウトソー

旬のマテリアルフロー
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⑧

⑨

⑦

◆同センターでは出荷ミスを防止するため、

▲高桑元樹取締役（システム部長）

フが適切のものを選び、箱詰めする（⑨）。

▲営業本部 システム部の寺山徹也氏

ムで、約 2か月間でカスタマイズ・構築を完
了した。

検品作業は2 段階に分けて行われる。⑦は1
次検品の模様で、⑧が 2 次検品。いずれも

◆旧物流センターにおいて、ストリーム側では

HTで伝票のバーコードを読んでから商品バー

出荷指示だけを行っていた。そのため、「作

◆同パッケージでは取引先ごとに異なる引当

コードを読んで照合。

業の進捗状況が見えない状態」
（同）で、ユー

順序や格納場所の選択順序など、あらかじめ

ザーからの問い合わせにも十分に対応するこ

ルールとして用意しており、品目、ロット、ロケー

とはできなかった。

ション別に在庫管理ができる。また品目ごとに

HTでの作業開始時にスタッフのIDが登録
されており、誰が、いつ、何の作業をどれだ

3 段階の入数管理（ケース・ボール・バラ）

けしたのかなど、現場に即した管理が可能と
なった。

◆そこで新センター構築を睨み、09 年 8月よ

を設定可能で、精度の高い在庫管理が実現

りフレ ー ム ワ ークス のWMSパッケ ージ

できる。

◆その後は梱包作業に入るのだが、同セン

「iWMS G5」を導入した。本誌 5月号でも掲

ターでは段ボールを15 種用意しており、スタッ

載した青山商事・千葉センターと同じシステ

⑫

⑩

⑬

⑪

⑭

◆新 WMS 採用により、「どのバッチが終了し

ることが、センター内事務所や本社からも可

たのか、また終了しそうなのかがリアルにわか

能となった。

数あったようだ。
◆⑭は1 階出荷エリアでのトラック積み込み

るようになりました」と語るのは営業本部 シス
テム部の寺山徹也氏。旧センターでは進捗

◆⑩は3 階の中物商品のピッキング現場だ。

状況を電話で確認することも多かったという。

小物同様に集められた商品は2 回の検品を

それでも、出荷指示を1,000 件出した場合、

行い（⑪）、出荷エリアへと送られる。

の様子。
高桑氏は「やはりネット通販での顧客サー
ビスは、物流が鍵を握っています。WMSと
新センターを使いこなすことにより、自社の物

センターからは「6 〜 7 割終了」
「600 強」
「時
間までにはちょっと厳しいかも」といった曖昧な

◆⑬は4 階の大物商品の検品風景。検品し

流コストを削減し利益向上に結び付けることは

答えしか得ることができなかった。

ている商品は電動アシスト付き自転車だ。同

もちろん、お客様に少しでも早く商品を届ける

センターではWMS 導入により、「コスト的な

ことで、顧客満足度をさらに向上していきたい

◆現在は1 次検品終了、2 次検品終了まで

面以外にスピーディな作業が実現」
（寺山氏）

ですね」と話していた。

何 %なのか、正確な数字を見える化し把握す

するなど、コアとなる業務以外にもメリットは多

