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株式会社ロジスト
採用案内
株式会社ロジスト
〒６５７－０８５４
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭2-3
TEL：078-871-7362
FAX：078-871-7363

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より色つきのガイド線を消してから変換してください

HPはこちら→
冊子のデータ製作について
・ページ数は表紙も含めた数になります
・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます
※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください
・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください
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～ロジストの物流～
とは？

Logistics … 物流
Specialist … 専門家
→ 物流を専門に扱い
お客様により良い物流を提供する会社

皆さんの身の回りにある日用品や食料品などの多くは、
海外から輸入されてきた物です。
神戸港は、観光地としても有名ですが、日本有数の貿易港
（輸出入を行う港）でもあります。
そんな神戸港に拠点を構えるロジストも、多くの輸出入貨
物を日々、取り扱っています。
あなたも日本の物流を支える仕事をしてみませんか？

「物流」とは？
日本の「衣・食・住」を支える物の流れのことです。
皆さんの生活も「物流」によって支えられています。
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■ 仕事の内容

■ 先輩たちの声

神戸港の物流倉庫での荷物の積み下ろし
作業・ピッキング作業・倉庫内管理・
輸入品へのラベル貼り作業、輸出向けの
梱包作業、国内出荷のピッキング作業など
取り扱う貨物も、スーパーや小売店向けの
食料品、ネットショッピング向けの日用品
大型トラックいっぱいの大きな機械から、
工場向けの原料資材・工業製品など様々

現在の仕事について
大手物販の商品の出荷作業がメインに
仕事をしています。

フォークリフトなどの資格も取得して頂けます。
資格取得支援制度もあり、先輩の多くも未経験
からスタートしています。当社では、様々な種類
の貨物を取り扱っており、荷役機械の技術や、
貨物の特性など知識を身に着けて、取り扱える
貨物の種類が増えると、出来ることが増えて、
ますます毎日の仕事が楽しくなってきます。
安全への取り組みも注力しており、安全教育訓
練や、KY活動も行っております。「安全第一」を
掲げて、労働災害０を継続を目指しています。
向上心とスキルアップを目指して取り組んでい
ただける方を歓迎します。

■ 1日の流れ（例）
8：00 朝礼・ミーティング
8：15 作業準備・段取り
8：30 トラック受付開始
トラックからの荷降ろし作業
10：00 休憩
10：15 入庫貨物の格納・整理
12：00 昼休憩
(近くに港湾食堂があり、
そこで昼食を取る人が多いです)

仕事のやりがいや面白さは？
決まった仕事をこなすのではなく、
工夫をして効率を上げる社風があります。
実際にちょっとした工夫でミスを減らし
効率を上げられた実績もあります。
単純に見える仕事の中でもやる人に
よって内容が違ってくるという部分に
面白みを感じています。
５年後にどうなりたいですか？
会社を支えていけるような人材に
成長すること。社会人としても豊富な
知識と経験を身につけて成長すること。
プライベートでは家族を増やして家族
旅行を楽しみたいです。

■ アクセス
株式会社ロジスト 本社倉庫
所在地 神戸市灘区摩耶埠頭2-3

電話番号 078-871-7362

13：00 昼礼・ミーティング
13：00 トラックへの積み込み作業
15：00 休憩
15：15 ピッキング作業
翌日作業の準備・段取り
17：00 終業・日報作成
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① JR三ノ宮駅から市バスで15分「摩耶埠頭」停留所から徒歩5分
② 阪神電車「西灘」駅から徒歩20分
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令和5年度新卒採用方針・計画

■ 採用までの流れ（イメージ）
株式会社ロジスト

■基本方針
当社では、未来の社会へ貢献できる資質と高い志を持った人材を求めています。そのため
、国籍、性別、障がい、人種、宗教、性的思考、発想、価値観などに関係なく、応募者の適性・
能力のみを基準とした公正公平な採用活動を基本方針としています。
我々を取り巻く物流業界は目まぐるしく変化しています。この変革の時代を勝ち抜くため
に、新規事業への挑戦、既存ビジネスの拡大・高度化が求められ、その実現に向けては、活
力と多様性に富む人員の確保と人材の育成が必要不可欠です。
また、物流業界における高齢化が進み、これからの未来を担う若い世代への技術ノウハウ
の継承を再優先課題と捉え、当社では新卒採用に注力してまいります。
新卒社員のフレッシュさから生み出される自由な発想や異なる視点が組織を活性化させ、
当社の競争力強化へと繋がり、未来の社会への貢献を目指します。
■方針詳細
・求める人物像（人材要件）

１．時代の変化に敏感で、変化を楽しむ力
２．学ぶことに高い意欲を持ち続ける力
３．新しいことに怯まず挑戦できる力
４．周囲を巻き込み、「楽しさ・喜び」の輪を広げて行く力
５．熱意をもってやり抜く力

7月中旬
～8月下旬

会社見学説明会 （詳細は別紙参照）
個別での見学説明会も随時受付！お気軽にお問い合わせ下さい

9月5日～

応募書類送付解禁

9月16日～

採用選考解禁 → 応募者へ順次選考会のご案内

9月中旬
採用選考会 筆記試験（一般常識）、面接
～10月下旬 →（1週間以内に）結果通知
11月1日～

高校生、複数応募可能

11月～
会社説明会（後期）
随時開催！お気軽にお問い合わせ下さい
12月～

採用選考会（後期）

3月中旬

内定者入社説明会

4月1日

入社式

■ SDGsへの取り組み
「環境」「社会」「人材」の観点から様々な活動へ取り組んでいます。
■ BCP(事業計測計画)策定
→協力会社とのパートナーシップを結び、自然災害などへの対策を取り組んでいます。
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