ためになるMHを目指して
日本マテリアル・ハンドリング（MH）協会は、昭和31年（1956年）9月に
産業界、学会、個人の技術者の三位一体となったSocietyとして財団法人
社会経済生産性本部（現公益財団法人日本生産性本部）を母体として設
立された中立・非営利的な団体です。 その設立目的は、生産及び流通の
現場において、
マテリアル・ハンドリング（MH）技術の普及・啓発を図る
ことにあり、わが国における優れた管理技術を広く収集、発信することに

SOCIETY PROFILE

より生産性向上、生産・流通の合理化並びにより一層のコストダウンの推
進、また、
「実践」を意識した人材育成に貢献することにあります。

MH Contributes to Society
Japan Material Handling Society is a non-proﬁt organization
established in September 1956 as a Society", a trinity of
industry, academia and individual technicians, based on Japan
Productivity Center as a parent body.
The purpose of its establishment is to promote the diﬀusion
and enlightenments of material handling (MH) Technology at
production and distribution sites, thereby improving

日本マテリアル・ハンドリング
（MH）
協会
Japan Material Handling Society

productivity, rationalizing production and distribution and

URL : http://www.jmhs.gr.jp/

reducing costs by gathering and disseminating widely excellent

本

managing technology in Japan and to contribute to human
resource development focusing on "practice.

部 〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10F
TEL:03-3543-9335 FAX:03-3543-8970
TOKYO Togeki Bldg. 10F 4-1-1 Tsukiji Chuo-ku Tokyo 104-0045 Japan

関西支部 〒650-0048 神戸市中央区神戸空港3-12 カツヤマキカイ
（株）
内
TEL:078-306-3690 FAX:078-306-3641
KOBE
Kobekuko 3-1 Kobe Chuo-ku, Hyogo 650-0048 Japan

日本MH協会中国本部
（北京）

●海外諸団体との連携・交流

●年次大会の開催

海外の著名なMH関連機関との連携・交流を通じてMH技術
の進歩に大きく貢献しております。また、設立以来世界各地へ
MH技術交流団の派遣及び受入を行っております。
なお、2015年に日本MH協会中国本部（北京事務所）を開設
しました。

MH・物流業界の更なる発展と、MH新技術の普及・技 術
交流を目的に、年次大会を開催しております。ロジスティク
ス、MH新技術・システムの紹介や、機器の開発、生産・物流
における改善合理化事例等について、日頃の研鑽成果の
発表するもので、MH技術の向上、会員相互の交流・親交に
多大な成果をあげております。

●Collaboration and exchange with overseas
organizations

●Holding of annual convention

●協会機関誌
「MHジャーナル」
の発行

We hold annual conference in autumn for the purpose of
further development of MH and logistics industries, promotion
of new MH technology and technical exchanges. Logistics, new
MH technologies and systems, development of equipment,
case studies of rationalisation and improvement in production
and logistics are presented as a result of achievement enabling
improvement of MH technology and interaction between
members.

ロジスティクス・MHに関連する最新の研究論文、改善合
理化事例、MHの各種情報や最新事例等を掲載した協会機
関誌
「MHジャーナル」
を年2回発行しております。

研究会： MH・物流業界を取り巻く最新のトレンド情報を
中心とした研究会を随時開催しております。
見学会： 先進的な物流効率化を実施している生産・物流現
場への見学会を随時開催しております。

●Issuance of the magazine "MH Journal"

経験交流活動

会員サービス事業

Experience
exchange
activities

Service activities
for
members

事業内容
企業トップ又は顧客への提案書がスムーズに作れるレベルまで習得
できる、実践的物流リーダーの短期養成講座
「ロジスティクス・MH管理
士講座」
を毎年開催しております。本講座は、実践を意識したケースス
タディが中心となっており、実務に直結したカリキュラムとなっているこ
とが特徴です。

人材育成事業

BUSINESS CONTENT

Human
resources
development

普及啓発事業
Dissemination
awareness
project

●Hosting Logistics and Operation Basic Course
We hold designated courses for Business Skills Test organized by Japan
Vocational Ability Development Association which offer required knowledge in
physical distribution site and practical learning based on case studies and
know-how. This is recommendable for those who are aiming to acquire
certification for Business Skills Test and even for those who want to acquire basic
knowledge in logistic site systematically.

●その他ロジスティクス・MHに関連するセミナーの開催
●Arrangement of seminars on Logistics and Material Handlings

日本ＭＨ大賞は、わが国のＭＨにかかわる技術・理論な
どの更なる向上を目的とし、個人・グループ・企業の優れ
研究・開発や改善・合理化を顕彰し、その業績を称え関連
企業の振興を図るとともに、広く普及ならびに啓発するも
のであります。

●Japan MH Award honoring outstanding
research and achievement

会員の特典
Member beneﬁts

●ロジスティクス・オペレーション基礎講座の開催
中央職業能力開発協会が主催する
「ビジネスキャリア検定試験」
の
認定講座を開催しております。物流現場の基礎知識を体系的に学習で
きることや事例やノウハウに基づく実践的な学習ができることなどが
特徴で、
ビジネスキャリア検定の資格取得を目指されている方のみな
らず、物流現場の基礎的な知識を体系的に学習されたい方にもお勧め
いたします。

Seminars : Trend seminars on MH and logistics industry
information are held regularly.
Tours : Study tours to visit production and logistics sites are
organized to learn advanced logistics efficiency.

●優れた研究ならびに成果に対する顕彰の
実施
（日本MH大賞）

●Logistics and MH Technical Consultant Course
A short-term training program “Logistics and MH Technical Consultant Course”
is held annually for fostering logistics leaders with the skills to draw up proposals
for the top executives of company and clients. This course focuses on practical
case studies based on the curriculum for business practice.

Free magazine “MH journal” is published twice a year which icludes
the latest research papers on logistics and material handlings, case
studies of improvement and rationalization, useful information and
latest examples of MH.

●研究会・見学会の開催

Through collaboration and exchange with overseas prominent MH Handling
related organizations, Japan Material Handling Society contributes greatly
to the progress of material handling technology. Since its establishment, we
have been sending and inviting overseas observation groups for technical
exchanges.
Also, Beijing office as China headquarters of Japan Matetrial Handling Society
was opened in 2015.

●ロジスティクス・MH技術管理士の養成

●Publication of the magazine MH journal

●当会主催の物流現場見学、物流関連セミ ●当会主催展示会への出展料の割引・
ナーなど、各種催しへの参加並びに会員
入場券の無料配布
価格の適用
●Discounted application fee and distribution of
●Participation in various events
organized by Japan Material Handling
Society at the member price

free entrance passes for the exhibition organized
by Japan Material Handling Society

●当会ホームページとのリンク、製品別検索、
サイトの利用
●協会機関誌
「MHジャーナル」
の無料配布
●Free distribution of the magazine
MH journal

●Link to our website and the search engine by products
are available

The Japan MH Award is aimed at further improving technologies
and theories related to MH in Japan honoring outstanding
research, development, improvement and rationalization of
individuals, groups and companies and promoting related
companies to disseminate and enlighten their achievement widely.

●東京国際包装展−MHパビリオン−の開催
国内外における最新鋭のMHシステム機器を一堂に集
結し、MH技術の向上、情報の提供、人的交流や交易振興
の促進を目的に、東京国際包装展
（TOKYO PACK−隔年
開催―）
内にて同時開催しております。

●MH Pavilion in TOKYO PACK
Tokyo International Packaging Exhibition
Cutting edge MH system equipment is showcased in Tokyo
International Packaging Exhibition (TOKYO PACK) with the aim of
improving MH technology, providing information and promoting
human exchange and trade.

