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大型らくらくメルカリ便　　515
オークション宅急便　　398、399
大口路線事業撤退　　186
大阪営業所　　255
大阪貨物ターミナル駅　　369
大阪北合同運送　　224
大阪航空営業所　　133
大阪合同通運　　132
大阪支店　　119、122、154、256
大阪主管支店　　313
大阪出張所　　58
大阪線　　81、85、99、120、122
大阪センター　　156
大阪南港ビル　　284、285
大阪ベース　　210
大阪マシンセンター　　242
大阪路線開業準備委員会　　119
大田航空営業所　　133
オートセンター（米国ヤマト自動車修理・車

検業）　　246
オートピックファクトリー　　391、413、452
オートワークス事業　　485、494、516
オープン型宅配ロッカー（PUDO ステーション）
　　472、490、506、512、525
オールヤマト綱引中央大会　　222
オールヤマトバレーボール中央大会　　222
オールヤマト野球中央大会　　222
小笠原諸島　　263、283、365
岡山グリーンライナー　　343
沖縄グローバルロジスティクスセンター　　

→サザンゲート
沖縄国際海洋博覧会　　184
沖縄国際物流ハブ　　429、450、454、455、

489、507
沖縄主管支店　　284、285
沖縄ヤマト運輸（沖縄運輸）　　207、224、

284、311
奥様ヘルパー　　362
奥尻営業所　　313
小倉八三郎（康臣）　　4
小倉はな　　5、17
小倉昌男　　98、112、134、137、143、149、

152、157、158、161、163、164、166、167、
168、172、176、185、188、192、204、213、
216、225、226、237、249、257、258、269、
270、271、275、301、312、338

小倉康臣　　3、4、6、7、9、11、12、13、14、
15、17、18、19、20、22、23、24、26、27、
32、33、34、36、39、42、43、45、47、49、
59、60、62、63、64、68、69、70、84、91、
92、93、94、96、97、99、116、118、120、
137、138、149、185、186、187、188、257、
338、527、528

エクスポートファクトリー　　391、411、494
eco-Dr（エコ・ドライバー）　　369
エコドライブ（省燃費運転）　　324、369、423、

491
エコマーク小委員会　　314
エコメール　　372
eco バッジ　　369
ECOBox　　481
ECOBox M　　482
S サイズ　　182、227、228、237
SCG Yamato Express 社　　466、518
SCM　→サプライチェーン・マネジメント
SCM トレーシングサービス　　416
SD　→セールスドライバー
SD ダイレクト通信　　339
枝川町基地　　58
枝川町作業所　　77、78
越前堀作業所　　78、87、91
越境 EC　　461、463、464、467、499、516、

517
エックスパック 500　　355
NACCS（輸出入・港湾関連情報処理セン

ター）　　247、309
NVOCC（非船舶運航業者）　　253
愛媛主管支店　　342
F-NEKOMAIL　　245
M サイズ　　182、227、229、230、231、237
MCA 無線　　244、253、339
MVNO（Mobile Virtual Network Operator：

仮想移動体通信事業者）　　480
エリア　　341
エリア・センター制　　333、334、335、340、

389、395
L10 トン冷凍コンテナ　　293
LT（物流）＋ IT（情報）＋ FT（決済）　　390、

444、454
LPG 車　　314、367、369
円太郎バス　　9
お

王子梱包営業所　　127、135
王子支店　　155、156、184
王子中央工場　　135、136
王子ビル　　211、288
欧州ヤマト運輸　　307、357、359、410、467
往復宅急便　　289
大井コンテナターミナル　　157
大井支店　　153、255
OJT（On-the-Job Training：職場内教育）　　

116、219、279
OTL グループ　　465
OVERSEAS TRAINEE 制度（OTS）　　280
大型コンテナ　　92、129
大型保冷車　　293

Web 出荷コントロールサービス　　390、515
ウォークスルー車　　213、237、243、281、

286、312、314、327
　ハイブリッドのウォークスルー車　　424
ウォークスルーボックス　　232
受取り時間帯変更サービス　　347
宇都宮支店　　135
宇都宮線　　80、83、122
宇都宮定期　　40
浦和営業所　　80
浦和事件　　42、53
浦和自動車合同運輸　　63、64
売上代金回収代行サービス　　417
売上代金早期立て替えサービス　　417
雲仙普賢岳噴火　　266、312
運行管理規程　　135
運行管理者研修会　　136
運行記録計　→タコグラフ
運行3費　　64
運行情報管理システム　　245、343
運送取扱人指定請負制度　　56
運転者服務規程　　136
運転適性診断　　333、366
運転適性診断事業者　　333、396
運動会　　98、117、188
え

エアエレメント（エアクリーナー）　　372
ASP サービス　　334、365、416
営業開発部　　217
営業開発本部　　173、184
営業再開プロジェクト　　437
営業所　　47、174、218
　営業所の小規模多店舗化　　326
営業推進部　　217、233、303
営業部　　15、47、63、92、96、113、126、

173、218
営業部会　　21、46
営業本部　　217
営業用トラック　　30、148、203、267、434
英国規格協会（BSI）　　458
英国ヤマト運輸　　247、357、359
ADNT（アシストによる伝票を抜かない積み

込み）　　394
永年無事故運転者表彰式典　　191
A! Premium　　489
エキスプレス
　エキスプレスサービス部　　256、286
　エキスプレス事業　　286、290、350、404
　エキスプレス東京支店　　286
　エキスプレス東京主管支店　　286
　エキスプレスネットワーク　　404
　エキスプレス福岡ビル　　220、286
　エキスプレス本部　　332

あ
アートパックシステム　　185、257
アートボックス　　185、232、257
R&D+D　　507、510
ISO
　ISO9000 シリーズ　　359
　ISO23412　　459
愛川中津センター　　37
i-CATs　　348
i-CATs 送り状発行ソフト B2　　348
IC カードシステム　　294、296
ICEFAT（展覧会および美術品輸送業者国際

会議）　　184
愛知グリーンライナー　　343
愛知主管支店　　284、285
IT 機能本部　　526
IT 戦略推進室　　327
アイドリング・ストップ　　315、324、367、

369
　アイドリング・ストップ宣言　　315
　アイドリング・ストップロープ　　315
粟飯原誠　　167
IBM グローバル・デリバリー・センター　　395
青森ねぶた祭　　301
秋田運送　　224、226
秋田竿灯まつり　　301
秋田流通トリニティーセンター　　479
秋の定期採用　　221
秋葉原営業所　　71、88
浅川　　15、69
浅草営業所　　36、66
アジア戦略　　406、443、451、456、464、466
アシストシステム　　269、277、278
葦原邦子　　177
足立支店　　122、135
足立ターミナル　　122
熱海大和荘　　117
厚木ゲートウェイ　　453、454、455、495、514
厚木主管支店　　37、452
厚木倉庫　　122
ANA カーゴ　　452

『危ない会社』　　142
アムステルダム駐在事務所　　158

『あゆみ─大和運輸の四十年』　　100、138

アライド・ヴァン・ラインズ（Allied Vans 
Lines）社／アライド社　　91、92

荒川高光　　177
有富慶二　　276、312、335、353、387
阿波踊り　　301
アンカーキャスト　　501、502、512
安全管理規程　　422
安全管理者マニュアル　　191
安全教育　　134、136、193、220、281、333、

422
安全・教育事業本部　　332、396
安全教育センター　　193
安全指導員　　194、220、281
安全指導員制度　　194、220、422
安全指導長　　327、369、422
安全推進委員会　　192
安全性優良事業所認定　　325
安全第一、営業第二　　134、191、335、422
安全ニュース　　136
安全部　　113、136、191、193、218、271、327
い

IATA（International Air Transport 
Association）　→国際航空運送協会

e-オンデマンドソリューション事業　　508、
515

e-cat　　347
e コマース・トータルサポートサービス　　484
EC（電子商取引、E コマース）　　267、321、

323、328、346、377、379、382、387、400、
413、417、428、431、434、443、453、454、
456、457、461、471、474、485、496、497、
499、500、503、505、508、512、513、514、
516、524、525、527

EC エコシステム　　525
飯田町営業所　　88
EDI（電子データ交換）　　267、299、309、

324、345、347
　EDI サービス　　328、345
　EDI ネットワーク　　344
e-ネコセキュリティ BOX　　416
e-ビジネス事業　　333、364、385、388、390、

391、416、447、493、522
EV トラック　　516
YES！（Yamato EC Solutions！）　　477

イエネコ . ネット　　486
イエローバッグ　　232
育児休暇制度　　315
池袋三越出張所　　87
意見広告　　355、474
伊豆諸島　　283
和泉雅子　　178、254、310
伊豆路線　　226
伊勢丹出張所　　87
委託営業所　　81、83、123、138
板橋ターミナル　　122
板橋トラックターミナル（日本自動車ターミ

ナル）　　109、155
一貫パレチゼーション　　154
一貫保冷・国際小口輸送　　455
1車貸切運送　　15
飯縄大権現　　15
一般貸切　　22、43
一般貨物運送　　67
一般貨物運送事業　　265
一般区域貨物自動車運送　  43、86、127、152
一般・クール一体型自動仕分システム　　

342、349
一般通運事業免許　　153
一般路線貨物自動車運送　　227
井之頭公園　　69、70、77、98
医療機器メーカー向け流通支援サービス　

481
医療用器械のローナー支援　　513
医薬品ネット販売当日宅配サービス　　484
岩手グリーンライナー　　343
インターネット　　265、290、323、328、329、

334、339、344、345、346、348、361、363、
365、379、398、400、401、431、490、515

インターネット・オークション（ネットオーク
ション）　　324、346、349、398、415、
432、499

インターネット再配達　　384
インターネット通販（－販売）　　346、373、

379、382、390、391、413、417、418、434、
446、457、461、463、468、471、476、479、
483

インテグレーター　　265、356
インテリジェントコンタクトセンター　　478
インドネシアヤマト　　466、518
インドネシアヤマト・フォワーディング　　518
インバウンド　　337、498、516
因伯通運　　173
う

VAN　　203、235、242、245、328
VI　→ヤマトグループ  ビジュアルアイデン

ティティ
ウイングコンテナ　　370

索引

［凡例］
・ 本文に掲載した主要な出来事、人名、会社名、組織名、商品名、 その他一般重要事項等を

50音順に配列した。
・ アルファベット表記の用語については、日本語読みに従って50音順に配列してある。また、

数字を含む用語の場合は、読みの50音順によらず数字の若い順に並べてある。
・ 長音（ー）の扱いは、その前の母音を繰り返すものとして配列した。
・ 「→」は参照項目および同一内容の主項目を示す。
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グローバルソリューション営業部　　406
グローバルダイレクト　→ヤマトグローバル

ダイレクト
グローバルデマンドチェーン　　461
グローバルリーダー育成セミナー　　396
グローバル流通プラットフォーム　　444
クロネコアートギャラリー　　316
クロネコアート展　　316
クロネコアカデミー　　506
クロネコ＠ファックス　　364
クロネコ＠ペイメント クレジットカードサー

ビス　　346
クロネコあんしん決済サービス　　482
クロネコ web コレクト　　392、418、483
クロネコ eco クールバン　　349
クロネコ延長保証サービス　　480
クロネコ掛け払い　　482
クロネコ・クイックメンテナンス・サービス
　　299、359、412
クロネコケータイ安心保証　　480
クロネコ国際メール便　　402
クロネコ・シロネコ　　519
クロネコ代金後払いサービス　　483
クロネコだより　　214
クロネコ探検隊　　290
クロネコ DM 便　　473
クロネコバッグ　　232
クロネコ Biz ステーション　　401、476
クロネコ FAX　→伝言 FAX
クロネコフォトコンテスト　　317
クロネコボックス　　182、232
クロネコボックスチャーター便　　421
クロネコマイページ　　476、486
クロネコメイト　　298、344、345、351、402
クロネコメール便　　263、276、297、326、

328、329、333、335、342、345、351、353、
357、369、384、402、410、418、424、472、
473、487、504

　クロネコメール便コレクト　　391、402、418
　クロネコメール便速達サービス　　402
クロネコメール便未配達問題　　403
クロネコメンバーズ　　391、399、445、471、

475、490、502、506、512、526
　クロネコメンバーズカード　　399、475
　クロネコメンバーズ 宅急便受取指定　　

400、409
クロネコメンバー割　　475
クロネコ物語　　258
クロネコヤマト環境教室　　425
クロネコヤマト公式アプリ　　475
クロネコヤマトのインターネット美術館　  361
クロネコヤマトの機密文書リサイクルサービス
　　401、482

クイックフィット　　424
空港宅急便　　286、289
クーリエ　　204、248、305
クール宅急便　　199、206、207、237、238、

269、275、282、283、285、292、293、299、
319、329、341、347、348、368、456、457、
458、463、468、469、486、504、518

　クールコンテナ　　293、349、468
　クール専門センター　　293
　クール宅急便お届け日指定サービス　　469
　クール宅急便の不適切仕分け　　468
　クール宅急便品質改善室　　468
　クール宅急便品質管理対策推進室　　469
　クール宅急便品質責任者　　469
　クール品質改善対策本部　　469
　クールボックス　　293
　クール用ボックス　　232
区間事業　　43、53、54、62
　区間事業再開要領　　71、79
熊谷貨物　　62
熊本グリーンライナー　　343
熊本地震　　442
熊本主管支店　　342
熊本スルーセンター　　479
組合結成準備委員会　　96
くらしのサポートサービス　　488
クラブ活動　　99、117
クリーン・エネルギー小委員会　　314
グリーン経営認証　　325
グリーンスパあいら　　280、364
グリーン物流　　324、381、526
　グリーン物流パートナーシップ会議　　

325、382
グリーンライナー　　343
栗栖利蔵　　509
栗田出版販売　　231
グループガバナンス　　444、445
　グループガバナンス改革室　　511
グループ企業理念　　336、368
グループ経営　　321、330、336、383、386、

456、507、524、525、526
グループ経営協議会　　336
グループ経営戦略本部　　386
グループサポート事業　　334、385
グループ事業フォーメーション　　333
車いす輸送　　520
車建て　　148
クレジットカード　　235、250、346、352、

353、379、409、417、418、483、515
　クレジットカード決済　　346、397、408、

409、418
グローバル SCM ソリューション・サービス
　　404

キャッツアイツアー　　254
キャリア社員　　331
救援物資輸送　　9、266、312、437、442
　救援物資輸送協力隊　　438
急行荷物列車　　208
QC サークル活動　　279、280
九州支社　　212、218、279、312、341、363
九州総合研修センター　　220
九州ヤマト運輸　　207、224、280、283、333、

341、352
九州ヤマトホームコンビニエンス　　364
教育委員会　　280、310
教育訓練（TWI 方式）　　116
教育推進員　　220
教育部　　217、220、280
教育用ビデオ　　220
競技用車いす　　520
共済会　　97、221、316
協定標準運賃表　　31、55
共同混載（航空貨物）　　133、388、411
共同配送／共同輸配送　　87、156、163、

203、293、324、404、434
京都貨物自動車運輸　　85、120、153
京都議定書　　380、491
京都主管支店　　283、285
京都プロジェクト　　491、492
京都ヤマト運輸／京都大和運輸　　153、

207、283、343
京都ヤマト荘　　222
京橋営業所　　57、79、90、99
京橋工場　　77、78
京橋作業所　　77、82
業務運用マニュアル　　393
業務会議　　21、94、215、271
業務改善委員会　　89、204
業務管理システム　　278
業務執行会議　　21、271
業務振興協議会　　97、170
業務部　　94、113
極東リース　　183
拠点間直送方式　　255
帰楽ボックス　　232
緊急パーツロジスティクス 2時間お届けサー

ビス　　329、413
近代化基本計画（運輸省）　　108
勤務間インターバル制度　　501、506
勤務体系見直し　　190、219
金融恐慌　　27、28、33、34、47
く

区域事業　　53、54、62、71、76、77、79、85、
87、93、108、111、124、126、127、147、
153、155

区域トラック　　148、153、266

貨物自動車運送事業法　　265、404、422
　改正貨物自動車運送事業法　　324
貨物自動車運輸商業組合　　54
貨物自動車料金　　31
貨物ターミナル　　153、255、283、286、369
貨物利用運送事業法　　324
ガルウイング車　　127
川越定期　　40
川崎主管支店　　284、405
川瀬商会　　62、63
川善　　4、5
川野輪運送　　62
環境基本行動計画　　324
環境教室　→クロネコヤマト環境教室
環境・社会報告書　　367
環境報告書　　367
環境保護　　336、367、368、370、388、423、

432、488、491、492、499、527
環境マーク　　314
関西ゲートウェイ　　450、453、507、522
関西支社　　172、184、208、218、313、360、

443
関西マザーセンター　　478
関西流通センター　　155
関東コンテナ　　129
関東支社　　171、174、184、218、272、278、

289、305、343、360
関東大震災　　7、8、9、10、14、17、23、30
関東マザーセンター　　478
ガントリークレーン　　110、131
関内営業所　　127
監理室　　239
管理者教育訓練　　116
管理者行動変革プロジェクト　　278
き

企画管理部　　113
木川眞　　445
企業広告　　299
企業姿勢　　274、336、392、395、473
企業テレビコマーシャル　　300
企業物流　　233、274、329、453
北大阪主管支店　　342、367
北東京主管支店　　278、295、342
北東北路線　　225
キックオフ 90　→中期経営計画
キッザニア　　425
紀伊国橋　　19、35
木場出張所　　87
機密文書セキュアリサイクルパック　　481
機密文書プロテクトポスト　　481
機密文書リサイクルサービス　→クロネコヤ

マトの機密文書リサイクルサービス
客貨混載　　300、489、492

KAIKAKU 2019 for NEXT100　→中期経
営計画

介護休業制度　　315
海上貨物　　306、307、309、358、359、448
海上小口混載　　157
海上コンテナ　　131、137、156、157、184、

358、478
　海上コンテナ課　　131
　海上コンテナ輸送　　105、109、113、131、

157、253
海上輸送貨物　　90
会長制　　216
快適生活サポートサービス　　485
開発部　　113、173
買い物代行サービス　　337、487、490
海陸一貫輸送　　434
係員会議　　21、46、94
カキンコ（携帯電話コンテンツ少額課金代行

サービス）　　364
革新3 カ年計画　→長期経営計画
学生社員制度　　221
カクニン Web　　365、417
鹿児島グリーンライナー　　343
貸切／貸切部門　　36、58、62、76、94、99、

127、164
　貸切運送　　20、24、31、37、43、45、47、

58、62、67、86、527
　貸切課　　63
　貸切事業　　54、61、223
　貸切便　　67

「カタログで繁盛」　　329
稼働を止めない整備　　366、419、448、485
角松　　5
神奈川グリーンライナー　　343
神奈川主管支店　　405
神奈川物流ターミナル　　405
金沢グリーンライナー　　343
カナダヤマト運輸　　246、308
金谷邦男　　216、275
蒲田営業所　　23、36、70、84
蒲田車庫　　20、23
貨物運送取扱事業法　　265
貨物運送保険　　23
貨物自動車　　29
　貨物自動車運送　　12、30、55
貨物自動車運送事業　　53、54、76、108、

139、259、381
貨物自動車運送事業安全規則　　332
貨物自動車運送事業安全性評価事業　　325
貨物自動車運送事業運行管理指導要綱    135
貨物自動車運送事業組合　　54
貨物自動車運送事業合同要綱　　53、60
貨物自動車運送事業統合要綱　　54

送り状発行システム　　291、326、328、346、
347、476

　送り状発行システム「e-cat」　→ e-cat
　送り状発行システム C2　　348
　送り状発行システム「B2 Web」　→ B2 

Web
送り状番号（伝票番号）　　161、240、244、

294、347、398、477
小田藤　　5
小田原営業所　　36、79
小田原城前センター　　36
小田原線　　36、38、39、79
お届け完了 e メール　　398、399、408
お届け時カード払い　　400
お届け事前通知サービス　　347
お届け時電子マネー払い　　400、418、476
お届け予定 e メール　　398、399
音羽営業所　　20
オランダヤマト運輸　　247、307
オリジナル資材　　250
オリジナル物販商品　　275
オリンピック　　106、111、301、498、518、

520
音楽宅急便　　309、425、441
温室効果ガス排出規制　　381
オンデマンド印刷　　446、449
オンライン開発委員会　　159
オンライン研究グループ　　159、160
オンライン建設グループ　　160
オンラインシステム　　159、160、161、239
オンラインショッピング　　323
オンライン推進委員会　　161
オンラインディレイドバッチ　　239
オンライン伝送　　241
か

カーターパターソン（CP）社　　24、33、38
カーフェリー　　110、154
海運事業／海運部門　　91、131、183、253、

255、308
　海運課　　113
　海運貨物　　130、246、334、359
　海運事業本部　　255
　海運支店　　151
　海運引越支店　　246
　海運部　　113、131、151
海外現法基幹要員養成研修　　358
海外生活支援サービス　　508
海外宅急便事業　　445
海外派遣要員育成研修　　219
海外引越　　251、304、309、357、363
海外引越荷物お問い合わせ　　363
海外別送サービス　　304
海外旅行サービスセンター　　134
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作業システム部　　272
酒パック　　232
サザンゲート　　451、507
札幌支店　　182、218
札幌主管支店　　153、285
札幌通運　　90、132
札幌配送センター　　175
サテライトセンター　　285、367、368
サプライチェーン・マネジメント（SCM）　　

267、329、330、359、404、526
山陰流通トリニティーセンター　　478
3温度帯　　237、238、292
三角旗　　38
三角ケース　　232
サンドビック社　　175、283
365Express 社　　517
365日営業　　283、288、366、419
3便制　　210
三辺自動梱包機　　514
三和運送　　58、62、64
三和組　　58
し

シー・アンド・エア　　254
GHQ（連合国軍最高司令官総司令部）　　72、

74、78、86、87、96
CSR（企業の社会的責任）　　324、335、384、

389、392、425、445
　CSR 推進室　　336
　CSR 報告書　　367
CS 経営　　270、279、282、299
CSV（Creating Shared Value）　　487
CNG 自動車　　315、367
See-T Navi　　422
G DEX（GD Express Carrier. Bhd.）社　　

465
C to C（個人間取引）　　324、346、398、432、

474、477
シートメール　　402
G-NEKO（グローバルネコネット）　　306、

309
　G-NEKO 輸出入システム（国内）　　309
G マーク　　325
シェアリングエコノミー　　432、477、510
JR　→日本国有鉄道
JR 貨物　→日本貨物鉄道
汐留営業所　　88
汐留支店　　255
自家用トラック　　30、74、75、108、148、203
時間軸車検　　366、419、485
時間帯お届け　　288、324、326、328、337、

347、384、397、406、474
時間便　　253、256、286、290
事業継続計画（BCP）　　437、442、454

　折り畳み式小型コンテナ　　85
　コンテナフレートステーション（CFS）
　　156
　コンテナヤード（CY）　　131、157、255
　コンテナ列車「たから号」　　110、128
コンビテナ　→ロールボックスパレット
コンビニエンスサプライヤー　　447
コンビニエンスストア（コンビニ）　　214、296、

354、355、364、380、397、398、400、403、
417、418、434、471、472、474、490、506

コンピュータ室　　118、159、242
コンプライアンス　　335、389、392、500、

511
　コンプライアンス委員会　　336
　コンプライアンス経営　　335、336、392
　コンプライアンス推進点検　　336
　コンプライアンス宣言　　336、392
　コンプライアンス・ホットライン　　336、

393
　コンプライアンス・リスク委員会　　392、

393
梱包業務　　184、360
梱包事業　　103
梱包・発送たのメル便　　515
梱包輸送　　44、71、78、87、91、92、96、

100、127、158、184、256
さ

サードパーティ・ロジスティクス（3PL）　　
267、328、389、410、455、513

「サービスが先、利益は後」　　143、172、179
サービスセンター　　340、395
サービスセンター室　　181

「サービス第一、営業第二」　　268
サービスパーツロジスティクス事業　　387、

412、447
サービスレベル状況表　　214、215
サイアム・セメント・グループ（SCG）　　466
災害協定　　442、489
災害ポケットカード　　443
埼京主管支店　　342
最高速度制御装置（スピードリミッター）　　

266
再雇用制度　　221
最新規制適合車　　324
最速流通プラットフォーム　　447
在宅時配達制度　　234
埼玉グリーンライナー　　343
再配達　　215、234、276、288、346、385、

397、398、399、408、434、457、471、473、
475、496、500、501、502、512

佐賀主管支店　　284、285
佐川急便　　324、325、348、351、354、433
作業コントロールセンター　　303

国際旅行業者協会（現・日本旅行業協会）
　　133
小口貨物　　84、143、163、166、167、168、

170、175、183、203、204、212、227、249、
254、333、338、344、356、404

小口航空貨物　　204、248、305
小口雑貨　　7、15、37、166
小口多頻度　　382、434、456、471、500、

503、516
小口美術品サービス　　307
小口美術便　　256
小口便　　164、166
国鉄　→日本国有鉄道
国鉄民営化　　200、255
国道20号線路線免許　　199、225
国内航空貨物　　90、119、132、156、205、

241、252
　国内航空貨物営業所　　151
　国内航空貨物大阪営業所　　156
　国内航空貨物支店　　151
越谷支店　　255
越谷中央工場　　211、372
腰ひもキーホルダー　　315
50㎞制限　　54、66
古紙リサイクルシステム　　314
個人情報保護ガイドライン　　336
個人情報保護法　　336、401
個人情報保護ポリシー　　336
個人無事故表彰制度　　191
子ども交通安全教室／こども交通安全教室

　　311、425
湖南工業　　92、360、414

「5年後における当社のビジョン」　　148
ご不在連絡 e メール　　398、408
ご不在連絡票　　216、234、289、398、408
　新ご不在連絡票　　408
小物配達　　23
子安作業所　　92
ゴルフ宅急便　　199、206、226、230、231、

234、243、244、299、329、503
コレクトサービス　　231、235、282、291、299、

329、346、347、365、385、400、417、418
混載貨物　　88、132、146、156、157、162、

247、286
混載便荷受所　　71
混載輸送　　7、15、164
　小口混載　　33、61、88、128、129、130、

253、254、465
コンソリデーション（海上小口混載）業務　　

157、183
コンテナ　　89、109、126、128、129、131、

154、157、161、183、253、255、286、307、
349、370、434

　小運送業複数制要綱　　76、87
　小運送業法　　56、76
　小運送業免許申請書　　87
　小運送制度改善調査委員会　　56
小運搬　　55、87
コーポレート・ガバナンス（企業統治）　　

336、372、384、386、486
コールセンター　　337、339、405、437、478、

510
ゴールデンロード　　84、105、119
コールドキャビネット　　237、285、293
コールドチェーン　　237、458、463、464、

507、516、517
コールドバッグ　　237
コールドボックス　　237、238、293、343、

349、366、468
　機械式コールドボックス　　293、349
コカ・コーラ営業所　　127、184
小型貨物　　76
顧客別営業体制　　509
5勤2休体制　　269、276
国際営業課　　249
国際会計基準　　445
国際開発部　　217、280
国際貨物　　90、133、205、309、356、381、410
国際間小口輸送サービス　　451
国際間保冷輸送　　466
国際クール宅急便　　451、455、466、517、

518
国際航空運送協会（IATA）　　90、132、133、

358
国際航空貨物　　133、247、265、305、306、

307、360
　国際航空貨物支店　　151
　国際航空貨物営業所　　151
国際航空貨物情報処理システム　　247
国際航空混載貨物　　132、158、246、247
国際航空事業本部　　256
国際小口貨物　　357
国際事業本部　　256、305、332、359
国際宅急便　　206、226、246、248、249、

307、356、358、360、401、451
国際通運　　56
国際統括本部　　332、359
国際トラック便　　307
国際パーセルサービス　　402
国際・美術品事業本部　　332、360
国際引越／国際引越部門　　246、251、284、

306、307、309、334、358、359、360、463
国際複合運送証券（CTB/L）　　253
国際物流　　323、357、358、376、406、410、

411、431、451、465
国際輸送支店（国際引越センター）　　251

現業部　　46
健全な企業風土　　456、486
現場完結型経営　　263、270、273、325、326
こ

公共トラックターミナル　　109、187
航空営業所　　90、99、133
航空海運事業　　183、255
　航空海運事業本部　　184
　航空海運部　　151、152、167、184
　航空海運部門　　151、156
航空貨物　　71、79、90、94、100、105、119、

132、133、156、205、241、247、253、286、
308、356、357、359、388、411、448、452

　航空貨物取扱業務　　90、132
　航空貨物輸送　　132
航空貨物通関情報処理システム（NACCS）
　　247
航空機用保冷コンテナ　　348
航空事業本部　　255
航空便スーパーエキスプレス北海道　　350
航空部　　111、151
　航空部貨物課　　113
　航空部門　　113、133、183、306
航空法改正　　132
航空旅客事業　　133
高校生経営セミナー　→中高生経営セミナー
広告宣伝　　38、176、178、182、230、231、

250、299、302
交互計算　　56、77、88
工場／修理工場／整備工場　　20、69、77、

92、134、282、313、315、366、392、419
公正取引委員会　　353
高速自動車国道法　　75
高速道路　　105、106、107、109、111、120、

122、137、209、210、245、267、286、315、
453

公聴会　　84、225、226
交通安全対策研究会　　194
交通事故ゼロ運動　　192、327
　事故ゼロ作戦　　136、192
江東作業所　　155
港南ビル（ヤマト港南ビル）　　57、211、220、

519
高品質創造3 か年計画　→中期経営計画
甲府主管支店　　199、225
神戸ヤマト運輸　　131、343
広報室　　177
広報部　　218、271
功労社員制度　　274
港湾運送事業法　　90、130
小運送／小運送業　　54、56、60、65、67、

76、88
　小運送業整備方策要綱　　76

クロネコヤマトの建替引越パック　　363
クロネコヤマトの単身引越エアーエクスプレス
　　362
クロネコヤマトの単身引越サービス2M3BOX
　　362
クロネコヤマトの特選旅行　　254
クロネコヤマトのドライバーダイレクト　　

339、340、384、397
クロネコヤマトの引越もしもしダイヤル　　

250
「クロネコヤマトは変えません。」　　355
クロネコヤマト・リコールサポートサービス
　　388、411、413
クロノポスト社　　467
群馬主管支店　　284
け

経営会議　　216、271
経営管理留学研修　　280
経営企画本部　　278
経営協議会　　97
経営構造改革プラン「YAMATO NEXT 

100」（YAMATO NEXT100）　→中期経
営計画

経営諮問会議　　271
経営情報システム　　245
経営戦略会議　　216、236
経営戦略室　　218
経営理念　　258、274、299、336
経済貿易緊密化協定（CEPA）　　378、414
計算センタービル　　160
軽商用電気自動車（軽商用 EV）　　492
携帯電話　　323、337、339、346、364、384、

398、400、407、409、459、475、480、486
京阪主管支店　　284、285
芸備自動車　　224
京浜港　　90、131、157、381、434
京浜島国際輸送センター　　253
京浜島流通トリニティーセンター　　479
京浜線　　35
京浜定期便　　27、36、42
京浜トラックターミナル（日本自動車ターミナ

ル）　　109、123
経理部　　63、95、113、150、217、271
経理本部　　217
ゲートウェイベース構想　　446
ゲストオペレーター　　340
　全国ゲストオペレーター接客応対コンテス

ト 340、470
結合輸送　　88
決済サービス　　346、365、385、390、397、

400、417、418、482、483、515
決済用端末（ピンパッド）　　407、408
月例会議　　94
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全国貨物自動車運送労働組合連合会（全貨労
連）　　97

全国自動車業組合連合会　　10
全国小学生ドッジボール選手権全国大会
　　310
全国ネットワーク（宅急便）　　143、181、

199、206、207、216、223、257、263、268、
282、283、286、341、415

全国8支社体制　　218
全国物流ネットワーク協会　　187、513
全国ベース配置計画　　210
全国翌日配達　　190、209、353
全国離島交流中学生野球大会（離島甲子園）

　　425
センター　→宅急便センター
センターネットワーク構想　　211
仙台線　　83、84、99、120、123、154
仙台ターミナル　　122、176
仙台支店　　83、122
千台率　　281
全日本空輸（ANA）　　156、350、450
全日本トラック協会　　108、147、325
全米美術館会議（AAM）　　184
専務室　　63
全量配完システム　　295
そ

創業40周年　　99、187
創業50周年　　112、137、148
創業70周年　　179、257、258、263、269
創業100周年　　443、457、489、497、504、

518
総合営業所　　82
総合決定給方式　　151
走行制運賃　　55
総合物流施策大綱　　267
　新総合物流施策大綱　　323
　総合物流施策大綱（2005年度〜 2009年度）
　　381
　総合物流施策大綱（2017年度〜 2020年度）
　　500
相互運送　　62、64
総務部　　46、63、95、113、218
総務本部　　217
創立総会　　11
総量管理システム　　469
ソーティング・システム　　525
即日便　　252、341
組織コード　　212
た

第一次世界大戦　　3、7、8、185
代金回収　　235、299、346、412、417、418、

482
代金決済　　203、346、417、484

　新スリーター　→新スリーター
3D プリント・配送サービス　　484
3PL　→サードパーティ・ロジスティクス
スワン　　312、518
スワンカフェ＆ベーカリー　　450、518
スワンネット　　312
スワンベーカリー　　312
せ

生活関連事業準備室　　363
生活支援サービス　　364、444
　地域生活支援サービス　　334、456
生産性向上推進本部　　389、394
成熟脱皮3 か年計画　→中期経営計画
製造物責任法（PL 法）　　293
西濃運輸／セイノーホールディングス　　

75、85、204、207、351、421、513
整備技能競技全国大会　　282
整備工場　→工場
整備事業　　76、134、366、419、420
制服　　20、22、38、40、45、258、371、518
セーフティ・ドライブコンテスト　　194
セールスドライバー（SD）　　170、176、180、

181、182、189、190、212、214、235、239、
243、273、276、279、288、291、294、295、
299、313、326、327、331、339、348、350、
351、359、362、369、384、387、394、396、
397、401、407、409、423、438、459、461、
470、488、501、513、527

　女性セールスドライバー　　190、204
　セールスドライバー安全運転支援システム
　　281
　セールスドライバー研修会　　181
　全国セールスドライバー接客応対コンテス

ト　　470
石油危機　　138、143、144、145、162、167、

183、185、194、195、197、200、204、224、
246、338

石油消費規制　　59
セキュリティパッケージ　　301、352
接収　　77、91
雪上車　　229
節電うちわ　　440
セットアップ・ロジソリューション事業　　

508、514
設立目論見書　　11
瀬戸薫　　387、445
セミトレーラー　　122、281、286
ゼロエミッション　　370
全員経営／全員経営体制　　50、143、186、

188、205、218、219、258、263、270、335、
506、524

全国安全大会　　422
全国貨物自動車運送事業組合連合会　　54

新型コロナウイルス（COVID-19）　　498、
499、520、525

新型ペンスキャナ　→ペンスキャナ
新株引受権付き社債　　319
シンガポールヤマト運輸　　246、308、406、

463
シンガポールヤマトペイメントサービス　　

407、463
新コード体系　　333、345
新国際航空ネットワークシステム　　247
新ご不在連絡票　→ご不在連絡票
新混載制度（国鉄小口扱い貨物の代行運送）
　　129
新静岡主管支店　　342、349
人事制度　　115、151、218、219、221、271、

456、486、506
　新人事制度　　273、274、275、331、333
人事部　　113、116、119、190、218、221、280
人事本部　　217
信州名鉄運輸　　194、225
新宿営業所　　133、160
新宿三越出張所　　87
信書　　233、333、352、353、357、403、472、

473
　信書便法　　353、473
新スリーター（リヤカー付き電動自転車）　　

368、424、470、491、492
新生進化3 か年計画　→中期経営計画
新ダントツ 3 ヵ年計画　→中期経営計画
新東京 IDC　　365
新東京国際空港　→成田国際空港
新東京主管支店　　278、283、284、303、328
新道路整備5 カ年計画　　75
京東集団　　461、517
新年早出会　　35、63
新免業者　　76、89
す

スーパーナイトサービス　　253
スーパーフルトレーラ SF25　　454、513
スーパーワークス　　392、419、485
スキー宅急便　　199、206、226、229、231、

234、243、244、299、329、337、503
鈴木自動車工業（スズキ）　　92
スト権スト　　146、147、162
スパイラルコンベア　　450
S-PAT　　405、446
スポークワイズ構造　　209
スポット CM　　177
スマートフォン　　379、382、400、413、431、

432、434、486、499、515
　スマートフォンアプリ　　475、477
隅田川支店　　129、153、154、193、220、255
スリーター　　313、354

重量建て　　148
主管支店／主管支店制度　　124、150、166、

194、215、218、233、241、272、340、500、
501、509

主事・主任制度　　219
出張所　　218
首都圏主管支店　　175、188、255
首都圏ターミナル　　175、186
首都圏配送支店東京センター　　166
循環型社会形成推進基本法　　371
準社員　　21、190、221、315、331
省エネ法　　380
障がい者のクロネコメール（DM）便配達事業
　　312
障がい者の自立支援　　312、338、450
生涯生活支援プラットフォーム　　444、

445、446、486
小規模多店舗化　　326、327、333、339、340
少子高齢化　　383、388、430、443、470、498
小集団活動組織　　189、279
小集団管理　　326、341、361
湘南線　　79
湘南定期　　39、40
少年配達部　　23
消費者物流　　203、304
商標登録　　21、91、179、204、404
商品開発部　　218
商品配達請負契約　　43
商物分離　　360
情報化推進優良企業　　161
情報活用型パソコン　　326
情報システム部 IT企画課　　509
情報処理サービス　　388、416
情報セキュリティ委員会　　336
情報通信事業本部　　296、332、364
情報通信部　　296
静脈物流　　299、447、458、514、525
証明書類 Web 取得サービス　　515
常務会　　178、271、336
常傭貸切　　43、44
常傭制（専属制）　　55
職能等級資格制度　　151、167
職場対抗女子バレーボール大会　　222
職場対抗相撲大会　　117
職場対抗野球大会　　98、117、222
職務実績評価制度　　116
女子経験社員制度　　221
女子戦力拡大プロジェクトチーム　　190
女性リーダーミーティング　　501
シロネコ　　300、519
仕分け用クールコンテナ　→クールコンテナ
新NEKOシステム　→NEKOシステム（第2次）
新価・革進3 か年計画　→中期経営計画

東雲ビル　　125、256
支配人　　45、46、63
芝浦営業所　　67、81、91、127
芝浦作業所　　77、85、91、92
芝浦ターミナル　　254
芝浦中継所　　57
芝浦ビル　　211
事務管理センター　　340、395
事務機械化委員会　　118
事業所コード　　212、345
事務部　　46
下館定期　　40
社員（呼称変更）　　151
社員教育規程　　280
社員行動指針　　274、336、392
社員資格制度　　115
社員情報システム　　245
社歌　　47、49、64
社会貢献活動　　271、309、336、425、487
社会的インフラ　　260、263、274、287、312、

320、393、437、439、442、527
社旗　　21、47
社訓　　48、49、50、115、143、188、258、

274、438、470、528
社章　　21、27
社長室　　35、96、113、159、508
社内定期貯金制度　　221
社内ベンチャー制度　　337
社内預金制度　　316
ジャパン・エア・フレイト・コンソリデーター㈱

（JAC）　　132
社風刷新3 ヵ年計画　→中期経営計画
社報　　113、166、181
車両管理システム　　392
車両情報システム　　245
車両制限令　　108
ジャルパック　　133、183、205、254
上海巴士物流有限公司　　407
集荷指令システム　　244、253
従業員手帳　　47、48
収支管理システム　　124
住宅融資規程　　117
収納便　　275、276、304
集配アシスト　　278、285、369、394
集配改革　　456、470
集配改善委員会　　278
集配支援システム　　460
集配自動ルート組みシステム　　460
重要情報追跡 ASP サービス　　416
週40時間労働制　　267、276
修理工場　→工場
修理品回収支援　　359
重量制運賃　　55

事業継続対策本部　　437
事業構造改革プラン「YAMATO NEXT 

100」　→中期経営計画
事業部　　92、95、96、111、113、151、126、

173、218
事業フォーメーション　　321、333、334、

360、363、374、377、383、384、387、392、
458、461、462

事故共済部　　39
四国グリーンライナー　　343
四国高速運輸　　154、173、207、282
四国支社　　341
四国ヤマト運輸　　282、301、333、341
四国ヤマト物流サービス　　364
四国ヤマトホームコンビニエンス　　364
四国ヤマトホームサービス　　364
事故ゼロ作戦　→交通事故ゼロ運動

「仕事のノウハウ集」　　471
事故防止委員会　　136
事故るもんカー　　281
支社制度　　166、167
地震対策本部　　436
静岡運輸　　81、84、85、92、93、99、120、

125、130、134、138
静岡貨物自動車　　81
静岡グリーンライナー　　343
静岡大火　　58
システム営業部長　　328
システム改善本部長　　272
時短　　189、269、276、277、278、288
時短プロジェクト会議　　277
執行役員制度　　337
JITBOX チャーター便　　388、421、453
指定替え（株式）　　206
指定自動車整備事業　　135
自動運転　　435、490、510
指導車（パトロール専用車）　　136、191
自動車運送事業組合　　53、75
自動車運送適正化事業実施機関　　325
自動車運送取扱事業　　76、123
自動車運輸事業　　30、53
自動車運輸商業組合　　32
自動車工業確立調査委員会　　29
自動車交通事業法　　30、42、48、53、54、

55、64
　改正自動車交通事業法　　53、65、68、75
自動車ターミナル法　　121
自動車取締規則　　6
自動車取締令　　9、29
自動車便　　86、125、156、166
自動仕分機　　175、176、202、210、232、

233、284、286、298、341、354
品川支店　　153
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鉄道輸送　　54、56、76、89、369、424
手荷物輸送サービス　　183
デビットカード　　408、409、418
手ぶら観光　　435、489、512
デポ　　208、210、211、218
デリバリー事業　　333、374、376、377、383、

384、386、387、389、391、394、405、426、
427、445、456、457、461、470、493、496、
497、502、503、505、509、523

デリバリー事業の構造改革　　496、502、
503、505、506、507、511、512、521、522

デリバリーパック　　126
テレックス　　160、203
テレビコマーシャル（CM）　　177、178、230、

299
転換社債　　261、319
伝言 FAX ／クロネコ FAX　　296、364
電算準備室　　118
電子決済　　380、428
電子商取引　→ EC（E コマース）
電子データ交換　→ EDI
電子マネー　　379、388、392、400、409、

417、418、419、445、475、476、482、515
天王洲ビル　　286
デンビー社／デンビー車　　9、13、14、17
伝票制度とシールの改善プロジェクト　　180
伝票発行システム　→送り状発行システム
伝票番号　→送り状番号
店舗精算支援サービス　416
店舗整備基本計画　　211
展覧会および美術品輸送業者国際会議　

→ ICEFAT
と

ドア・ツー・ドア　　25、110、157、180、248、
306、307、465

問い合わせシステム　　161、241、247、290
ドイツポスト社　　356、357、402
ドイツポスト・グローバルメール社　　357
ドイツヤマト運輸　　357
トイレットペーパー　　145、291、314、371、401
統一客楽得服務股份有限公司　　350
統一速達股份有限公司　　350、391、402
東海営業所　　133
東海道路線　　75、84、105、119、133、138
投函サービス　　275、297
東京海運支店　　151
東京貨物自動車運送事業組合　　54、67、97
東京貨物自動車運送労働組合（東貨労）　　97
東京貨物自動車運送労働組合大和支部　　97
東京貨物自動車運輸商業組合　　32、54
東京貨物自動車事業研究会　　62、65
東京貨物ターミナル　　153、154、255、283、

284

356、358、359、360、363、391、404、411、
449、461、462、464、466、478、520

　通関免許　　157、306
　24時間通関　　447、451
通信販売事業／通販事業　　235、392、458、

477
　通信販売事業者／通販事業者　　235、

350、358、388、392、418、461、477、480、
483、484

通販 ASP サービス　　365
通販会社　  283、321、328、329、347、360、365
通販支援　　359、447
通販用エコフィットボックス　　424
築地営業所　　62、67、77、85
築地作業所　　77
都築幹彦　　96、166、167、168、171、216、

225、257、258、269、275
綱島支店　　122、135
綱島ターミナル　　122
積込支援システム　　460
積荷保険　　23、40
津山主管支店　　284、285
鶴秀敏　　112、118、149、150、216
て

DHL グローバルメール・ジャパン　　403
TSS（Today Shopping Service）　　390、

391、414、445、447、452
TQC（総合的品質管理）　　205、279
TCB（Two Chassis on Body）　　421
ディーゼル車　　314、368
低温仕分室　　238、293、342、349
　低温仕分室全面冷却方式　　349
定額現払制　　76、108
定期線　　33
定期積み合わせ輸送　　7、24、26、27、35、

43、258、527
定期伝票　　37、126
定期トラック　　42、53
定期便　　24、26、27、30、33、34、36、37、38、

39、40、41、42、43、45、47、48、57、61、
67、79、82、99、100、126、163、350、527

低公害車　  267、314、324、367、369、382、389
低公害車新規導入計画　　315、367
帝国運輸　　6
帝都通運　　89、92、99、129
データ・ドリブン経営　　524、526
テールゲート車　　313
テクニカルドライバー　485
テクニカルネットワーク事業　　485
デジタル・イノベーション推進室　　510
デジタルオペレーション開発部　　509
デジタルトランスフォーメーション（DX）
　　524

　新生進化3 か年計画　　330、333、335、
339、359、363、383

　ヤマトグループ レボリューションプラン
2007－新価・革進3 か年計画　　383、
387、388、397

　満足創造3 か年計画　　388、390、392、
394、395、396、406、423、443

　DAN-TOTSU3 か年計画 HOP　　445、
457、476

　DAN-TOTSU3 か年計画 STEP　　455、
457、486

　DAN-TOTSU3 か年計画 JUMP　　501
　KAIKAKU 2019 for NEXT100　　503、

504、505、507、508、523
　YAMATO NEXT 100　　523、524、526、

527
駐禁まもる君　　281
中高生経営セミナー／高校生経営セミナー
　　425
中国グリーンライナー　　285、343
中国支社　　218、224、363
中部ゲートウェイ　　429、453、507
長期家族サポート制度　　316
長期経営計画
　第一次安定成長計画（1962年〜 1965年）
　　111、112、115
　第2次長期経営計画「革新3 カ年計画」

（1967年〜 1970年）　　112、113、116
　第3次長期5 ケ年計画「物流革新に挑戦」

（1970年〜 1974年）　　149、191
　DAN-TOTSU 経営計画2019　　443、445、

450、455、457、459、460、486、491、501
長距離向けコンテナ輸送　　255
長距離路線　　75、83、105、107、120、137、

138、162、164、183、338
長時間労働　　270、276、278、434、498、

500、511、512
超速宅急便　　350、446
調布営業所　　133
直営営業所　　66、79、81、83、89
直営店持ち込み割引　　503
千代田梱包工業　　91、92、232、293、360
賃金体系　　115、118、151、188、273、274、

331
つ

通運事業　　76、87、88、89、91、93、94、
103、128、130、139、153、195、255、259

通運事業法　　76
通運事業免許　　153、255
通運システム　　119、370
通運部　　92、94、152、167
通関　　79、90、92、132、157、183、185、

221、247、251、256、284、304、306、334、

棚付き車両　　389、394
谷村端四郎　　11、12、45、93

「多品種少量輸送に対する物流のシステム化
構想」　　164、167

多頻度幹線輸送　　453
多頻度小口（－化、－調達、－納品、－配送）
　　287、421、454、464、525
ダブルス・トレーラー　　154
多目的集配車（MP バン）　　286
単身引越ジャストサービス　　510
ダントツ 3 ヵ年計画　→中期経営計画
ダントツ 3ヵ年計画PART3　→中期経営計画
DAN-TOTSU3 か年計画 HOP 〜満足創造

Advance 〜　→中期経営計画
DAN-TOTSU3 か年計画 STEP　→中期経

営計画
DAN-TOTSU3 か年計画 JUMP　→中期経

営計画
ち

地域別事業部制　　167
小さな引越便　　184、250、302、365、415
チーム集配　　394、463、470
誓いの言葉　　136
地球温暖化　　267、314、315、323、325、

367、368、369、424、491、499
地球環境委員会　　314、367、423
地球環境小委員会　　314
地球環境保全　　259、309、380
蓄冷剤　　237、293、348
地帯別均一運賃　　170
千葉貨物ターミナル　　154
千葉定期　　40
千葉ベース　　211
チビコンシステム　　233
チャートマーカー　　281
着店バーコード自動読取装置　　286、341、

345
着払い制度　　234
中央安全衛生委員会　　192
中央研修センター　　220
中期経営計画
　ダントツ 3 ヵ年計画　　204、206、208、

210、217
　新ダントツ 3 ヵ年計画　　206、210、217、

236、249
　ダントツ 3 ヵ年計画 PART3　　207、216、

219
　キックオフ 90　　268、269、280、296、303
　社風刷新3 ヵ年計画　　270、275、279、

282、325
　成熟脱皮3 か年計画　　275、297、298、325
　高品質創造3 か年計画　　325、326、327、

328、344、361

　「宅急便、一歩前へ。」　　287、301
　宅急便一本足打法　　333、383、389、493
　宅急便会議　　171
　宅急便開発要綱　　168
　宅急便誕生25周年　　371
　宅急便誕生30周年　　397
　宅急便40周年　　179
　「宅急便の御案内」　　169、179
　宅急便の総量コントロール　　502、503、521
　宅急便のモデルチェンジ　　231、233、235、

244、287
TA-Q-BIN　　407
宅急便 e-お知らせシリーズ　　387、398
宅急便受取場所選択サービス　　471
宅急便営業所　　186、244、252、277、290、

303、340
宅急便エスクローサービス　　346
宅急便お届け通知サービス　　347、397、398
宅急便オペレーション部　　509
宅急便コード　　212、297
宅急便コレクト　　388、392、400、406、418、

476、482、515
　宅急便コレクト infoBOX　　418
　宅急便コレクトスプリットサービス　　365
宅急便コンパクト　　473、477、512
宅急便作業改善プロジェクトチーム　　214
宅急便セールスドライバーマニュアル　　214
宅急便センター　　169、171、173、174、193、

208、209、211、218、237、240、241、261、
285、286、293、339、340、369、387、395、
399、402、407、440、469、470、513

　宅急便センター長　　193、340、361
宅急便センター直送サービス　　503
宅急便専用伝票（送り状）　　180、234、240、

291、298、346
宅急便増強運動　　177
宅急便タイムサービス　　290、347、350、446
宅急便転居転送サービス　　290、398、399
宅急便店頭受取りサービス　　387、397、471
宅急便取扱店　　174、179、180、181、182、

208、213、230、232、233、244、258、282、
285、288、294、295、301、302、317、355、
388、398、403、525

宅急便引取サービス　　360
宅急便ブルーサービス　→ヤマト便ブルー

サービス
宅急便マニュアル　　181
宅急便メール通知サービス　　347
宅急便らくらく送り状発行サービス　→らく

らく送り状発行サービス
宅急便ロゴ　→ロゴ
堅川作業所　　125
立山の天然水　　292

代金引換　　37、235、385、400、406、417
大根河岸　　5、14
第三種郵便　　297
台車　　154、175、285、368、391、394
代替エネルギー車　　314
第2京浜線　　83
第二三和運送　　62、64
第二次世界大戦　　52、92、100
第二次臨時行政調査会（第二臨調）　　200、

228
第二大和運輸　　27、34
第二輸送隊　　68、77
代燃車　　59、64、77、80
ダイバーシティ　　487、500、506、526
　ダイバーシティ基本方針　　487
　ダイバーシティ推進室　　487
代引き　　37、235、463、515
大丸出張所　　87
タイヤマト運輸　　308、309、358
太陽運輸　　11
太陽光発電　　450
大洋自動車運送　　131
平営業所　　84
平線　　84、99、122
代理店業務講習会　　83
ダイレクトメール　　352、402、446、449
ダイレクト流通　　445、447
　ダイレクト流通・回収プラットフォーム
　　447
高尾山　　15、63、186
高崎支店　　155
高崎線　　83、122
高島営業所　　91
高島埠頭出張所　　90
高島屋出張所　　87
高浜町営業所　　57、67、78、85
高浜町作業所　　77
高浜町支店　　127
託児所　　276、315、450
宅配バス　　300
宅配便運賃認可基準　　228
宅配便戦争　　225
宅配便ロッカー／宅配ロッカー　　387、

398、399、472、506、512
　宅配ロッカー発送サービス　　387、398
タコグラフ／デジタルタコグラフ　　25、

134、281、423
立川梱包営業所　　128
立川作業所　　91、127
立川支店　　184
宅急便　　143、166、167、168、172、179、

197、204、259、521、524
　クロネコヤマトの宅急便　　178
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葉山大和荘／葉山ヤマト荘　　117、222
原鉄運輸　　157
パラリンピック　　106、301、498、518、520
バリュー・3PL　　455

「バリュー・ネットワーキング」構想　　429、
449、450、454、456、487、507、513、522、
527

バルクデリバリー業務　　155
バルセロナ支店　　247
榛名小型運送　　127
パレチゼーション　　90、154
パレット　　89、126、154
パワーアップセミナー　　312
万国自動車運輸会議　　24
万国博美術館　　158
阪神・淡路大震災　　266、313、437
販促品オンデマンドサービス　　365
販促品供給支援　　359
ハンドリフト　　89
半日引越　　362
バンパック（VAN PACK）　　155、251
繁忙期対策本部　　278、303
ひ

PIE 社　→パシフィック・インターマウンテ
ン・エクスプレス社

BSI　→英国規格協会
B-CAT（宅急便伝票発行システム）　　291、

347
　B-CAT の CD-ROM 版　　291、347
P サイズ　　227、228、231、233、237
B2　→ i-CATs 送り状発行ソフト B2
B2 Web（送り状発行システム）　　476
B to C（企業と一般消費者間の取引）　　321、

324、346、364、373、379、382、432、446、
467、499、516

B to B（企業間取引）　　321、324、346、379、
382、421、462、464、466、467、516

東大阪トラックターミナル（日本自動車ター
ミナル）　　109

東東京ベース　　58、81
東豊玉河岸　→豊玉河岸
東日本大震災　　429、430、433、436、439、

442、454、457、489、493、498、504
　東日本大震災生活・産業基盤復興再生募

金　　439、440
　東日本大震災復興支援コンサート in 多賀

城　　441
光輸送隊　　67、68、69、77、94
美術梱包営業所　　128
美術梱包課　　96、128
美術梱包支店　　184
美術梱包東京営業所　　184
美術梱包輸送部　　251

　　190、221、264、277、282、331、391、486、
501、506

ハートバッグ　　232
ハートボックス　　182、231
パーフェクトサービス月間　　215
排ガス除去装置　　266
配完情報　　351
廃棄物処理状況報告書　　371
排出ガス規制　　368
賠償保険制度　　39
配送所　　87、125、156、218
配送センター　　125、155、433、510
配達部営業所　　23
ハイブリッド車　　315、368、369、380、389、

424
博多運輸　　90、132
萩ヤマト荘　　222
箱崎サービスセンター　　183
函館主管支店　　285
箱根山越え　　80
パシフィック・インターマウンテン・エクスプ

レス社／ PIE 社　　157
PAS（Publicly Available Specifications）　　

458
　PAS1018　　459、516、517、518
バス整備事業　　420
バス停／バス停方式　　389、394、395、460、

470
パソコン宅急便　　350
裸便　　44、125
働き方改革　　435、454、496、498、500、

502、503、505、508、511、521、523
　働き方改革委員会　　500
　働き方改革室　　500
　働き方改革小委員会　　500
　働き方改革推進委員会　　500
八王子定期　　40
八丈島　　283
バックアイカメラ　　281、327
Packcity Japan　　472
パッケージ（標準）サービス　　384、397
パトロール指導要領　　220
羽田クロノゲート　　427、429、444、445、

447、448、449、450、452、454、455、471、
481、484、492、495、507、523

羽田出張所　　133
羽田ディストリビューションセンター　　481
ハパックロイド社　　157、183
バブル景気　　201、259、263、264、268、

269、276、305、325
浜松町営業所　　36、70、81
浜松町車庫　　20
葉山研修センター　　117、222

ステム）　　159、161、241
　第2次NEKOシステム（新NEKOシステム）
　　161、239、240、241、243
　第3次 NEKO システム　　243、253、294、

295
　第4次 NEKO システム　　275、294、295、

344
　第5次 NEKO システム　　344、345
　第6次 NEKO システム　　407、408
　第7次 NEKO システム　　400、408、423、

476
　第8次 NEKO システム　　459、506、513
NEKO システムのオープン化　　345
ねこ主任　　351
NEKODES　　281
NEKOトータルシステム　→ NEKO システム

（第1次）
ねこの手発見！　　394
ネコピット　　399、401、475、477、503
NEKO-POS ／ネコポス（情報端末）　　204、

240、241、243
ネコポス（商品名）　　473、477、512
ネコマーク　　91、160、177、179、204、258、

281、303、350、388、452、463、492
ネコ窓　　327
ネコロジー　　491
ネットオークション　　324、346、349、398、

432、499
ネットスーパー運営支援システム　　416
ネットスーパーサポートサービス　　390、

391、416
ネットで繁盛　　329
ネットワーク統括部　　509
ネットワーク部施設課　　366
年末繁忙期クール宅急便品質徹底運動　　

469
の

納品物流サポートシステム　　479
納品物流プラットフォーム　　446
軒先カード決済　　408
軒先クラウドコンピューティング　　409
軒先自動アップロード　　408
のぼり旗　　214、302
乗合自動車　　6、9、15、19、29
ノンデリバリー事業　　355、377、385、387、

389、405、410、415、427、443、445、446、
457、478、501、514
は

バーコード　　240、286、294、298、341、
344、351、399、477

パーツ供給支援　　359
パーツセンター　　451
パート社員／パートタイム／パートタイマー

に
荷扱所　　40、57、58、66、67、79、80、81、

89、123、138、174
新潟グリーンライナー　　285、343
2温度帯　　237、292、349
西埼玉主管支店　　284、343
西埼玉特販営業所　　301
西独ヤマト運輸　　247
24時間受付　　339
24時間営業体制　　290
24時間・365日営業　　329、347、365、366、

419、420、449
2025年のありたい姿　　504
日曜日配達　　182
日経 BP 社　　297
2便制　　189、209
日本運送　　75、204
日本貨物運送協同組合連合会（日貨協連）
　　108
日本貨物鉄道（JR 貨物）　　200、255、283、

370、424、449
日本航空　　90、132、133、156、183、254
日本国有鉄道（国鉄）／ JR 各社　　56、65、

74、76、89、110、128、129、146、153、
162、200、205、208、255、472

日本通運　　23、51、56、60、61、62、63、64、
65、68、76、86、88、93、94、109、129、
132、204、226、251、268、324、325、354、
421、513

日本トラック協会　　75、108、109、121、
136、187

「日本のわがまま運びます。」　　300
日本橋営業所　　27、36
日本万国博覧会（大阪万博）　　158
日本物流団体連合会　　267
日本郵政グループ　　228、379
日本郵政公社　  324、335、343、354、403、473
日本郵便　　379、403、474、513
日本ロジスティクスシステム協会　　267
荷物お問い合わせシステム　　290、345、

385、408、475
荷物事故撲滅旬間運動　　181
荷役の機械化　　89、107、110、111
New Value チャレンジ　　338
ニューヨーク営業所　　158
ニューヨーク支店　　246
認可運賃制度　　55、65
ね

ネオポスト社　　472
NEXT システム　　253
ネコサポステーション　　488
NEKO システム
　第1次 NEKO システム（NEKO トータルシ

トライオールボックス　　251
ドライバー不足　　369、434
トラック運送会社　　6、11、48、58、60、61、

62、522
トラック運送業界　　7、21、23、53、55、57、

62、65、75、76、83、84、145、147、187、
190、202、266、267、276、324、338

トラック運送事業　　3、8、9、12、15、24、
30、34、47、53、54、56、58、60、64、68、
105、108、110、116、135、147、187、188、
268、325

トラック運送事業者　　6、20、31、32、33、
51、53、54、55、56、59、60、74、107、134、
135、147、148、202、203、265、267、325

トラック運送事業者の統合
　第1次統合　　53、56、60
　第2次統合　　54、62、67
トラック運賃制度　　148
トラック整備事業　→整備事業
トラックターミナル　　58、107、109、120、121、

123、124、163、176、187
トラック定期便路線網　　40
トラックの総重量規制緩和　　286
トラック本部　　113
トラックメンテナンス事業　　392、420、

426、447
トラック輸送　　14、18、30、42、47、66、68、

74、110、147、202、208、306、435
トラック予約受付システム　　434
トラベルサービス　　246、256
　トラベルサービス本部　　254、255
トラベル事業　　334
トラベル店所　　255
取扱店　→宅急便取扱店
取扱店の吊り下げ看板／スタンド看板　　174
DREAM CREATE　　337
取次店　　22、38、174、199、225
　取次店制度　　22
トレーラー　　42、59、74、122、154、155、

211、370、452、454、513
ドローン　　435、510
な

内部通報制度　　510
内部統制　　392
長尾裕　　457、501、509、528
長崎雲仙普賢岳噴火　　266、312
中島飛行機　　51、68
　中島飛行機武蔵製作所　　68
長野主管支店　　302
長野冬季オリンピック　　301
流山ベース　　522
名古屋支店　　153、154
成田国際空港（新東京国際空港）　　183、289

東京グローバルロジゲート　　522
東京港営業所　　131、151
東京支社　　272、276、278、286、303、305、

360、501
東京支店　　122、123、153、154、155、189、193
東京自動車業協会　　32
東京自動車業組合　　10、24、31、32
東京自動車業組合連合会　　31、32、55
東京主管支店　　210、244、247、255、276、

283、284、303、315、341
東京センター　　166
東京トラック協会　　75、87、97、187
東京トラック事業協同組合　　187

「東京2020 オフィシャル荷物輸送サービス
パートナー」特設サイト　　520

東京2020 オリンピック・パラリンピック　　
498、520

東京2020 スポンサーシッププログラム　　
520

東京配送センター　　125、156、166
東京美術梱包支店　　256
東京引越主管支店　　303
東京ベース　　210
道東主管支店　　285

「動物戦争」　　204
東北支社　　279、288
道北主管支店　　285
東北線　　84、86
動脈物流　　299、514
道路運送監理事務所　　75
道路運送車両法　　76
道路運送法　　35、74、75、108、265
道路情報センター　　136
徳島主管支店　　342
得選市場　　291、314、371
特装車開発チーム　　213
特定フロン　　315
徳之島　　283
特販営業所　　233
特販課　　233、276
特別社員　　221
匿名配送　　399
特輸部　　184
栃木主管支店　　339
戸塚配送所　　156
届出制　　199、225、266、324
都内循環線　　83
苫小牧主管支店　　285
富沢町営業所　　36

「止めない物流」　　451、453、455
富山主管支店　　284
トヨタ自動車　　53、213、314、327、358
豊玉河岸　　13、15、17
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三郷販売物流センター　　413
ミセス引越バイザーコンテスト　　250
溝ノ口線　　83
三越呉服店／三越／三越本店　　6、7、15、

16、17、18、23、27、33、35、37、39、43、
58、86、125、126、156、162、185、186

三越出張所　　86、185
三越部　　16
三越本部　　87
水戸営業所　　80、81
水戸線　　79、122
水戸定期　　40
南九州グリーン　　280、364
南東京主管支店　　243、255
南東京ベース　　211
MINICAB‐MiEV　　492
見守り支援サービス　　487
宮内宏二　　216、258、269、276、282、313、

350
宮城グリーンライナー　　285、343
宮城主管支店　　284、285
民航空運公司（CAT：Civil Air Transport）
　　90

「みんなで一歩前へ」　　440
む

ムーバー　　250
ムービング　　388、415
ムービング・パック・システム　　184
無期労働契約　　501
向島営業所　　67、70、78、85、97、126
向島支店　　126
向島認証工場　　135
無事故優良店所表彰　　191
無人航空機　　435、510
無店舗販売　　203、231、233、236、242
め

名鉄運輸　　130、194
メーカー店舗供給支援　　359
メール便事業推進室　　402
メール便事業本部　　402
メール便センター　　354、402
メール便専用自動仕分機　　354、402
メール便ドライバー（MD）　　402
メール便部　　351
メール便ベース　　354、402
メキシコヤマト運輸　　467
メッセンジャーボーイ　　23、43
メディカルメンテナンスセンター　　481
目安箱　　336、393
メンテナンスサポートサービス　　390、413
メンテナンスパック 12 ヶ月定額払い　　485
も

モータリゼーション　　107、135

ボックスチャーター　　421
ボックスパレット　　155、156、176、208、

211、233、284、286、329
BOX 番号　　296
ボランティア活動　　280、309、438、441
堀口忠彦　　300
保冷セット　　236
保冷物流サービス　　517
保冷輸送サービス　　292、293、464、466、

467、517
　小口保冷輸送　　467
香港保冷倉庫ライセンス　　517
香港ヤマト運輸　　414、464、517
香港ヤマト国際物流　　464
本社地震対策マニュアル　　437、442
本社社屋／本社ビル（ヤマト運輸）　　19、

35、70、77、99、258、263、269、316
本庄貨物運輸　　63、64
本部制
　4本部制　　217
　6本部制　　332
本部長制
　4本部長制　　271
　5本部長制　　272、332
ま

マイグループ事故ゼロ運動　　327
マイ・フレッシュ　　411
まごころ宅急便　　487
孫番仕分け積み込み　　394、395
魔女の宅急便　　311
Master Fax　　364
マッカーサー　　79
松下通信工業（現・パナソニックモバイルコ

ミュニケーションズ）　　240、244
松下電器産業（現・パナソニック）　　85、

120、126、186、296
松本松尾　　45、60、68
マテリアルハンドリング　　329、449、453
マネージ社員　　331
マルチ電子マネー決済システム　　482
マルチ電子マネー決済端末のレンタルサービ

ス　　483
マルチメンテナンス事業　　391、412、479、

514
マレーシアヤマト運輸　　247
満足創造キャンペーン　　395
満足創造3 か年計画　→中期経営計画
満足バッジ　　396
満足 BANK　　395
満足ポイント制度　　395
万両屋　　3、5
み

三笠山（どら焼き）　　179、258

プロジェクト G　　487
プロジェクトマネージャー制　　273
プロフェッショナルサービス機能本部　　526
文化祭　　117
へ

米軍　　78、91、99、184
米国民間航空委員会（CAB）　　246
米国ヤマト運輸　　246、247、254、306、307、

309、357
米国ヤマト商事　　308
米国ヤマト通関　　246、358
米国連邦海事委員会（FMC）　　246
ベース　　176、208、209、210、211、218、

261、272、278、283、286、293、298、327、
329、339、341、342、343、345、349、354、
366、389、402、405、437、452、458、470、
487、509

ベース改革プロジェクト　　471
ベース・グループ・マネジメント（BGM）　　

327、341、470
「ベース作業テクニカルガイドブック」　　471
ベース品質技能コンテスト　　471
ベルトコンベア　　125、175、286
ヘルパー　　250
変形労働時間制　　219
ペンスキャナ　　344、345、351、371
　ペンスキャナⅢ　　344、345
　新型ペンスキャナ　　344、345
ほ

貿易物流　　391、411、415、466、494、508
北条稲荷　　36
訪日外国人観光客　　431、435、461、489、

498、512
ポータブルポス（PP）　　243、294、341、344、

348、351、371、407、408、409、460
ポータブルポス・ステーション（PPステーショ

ン）　　295、343
ホームコンビニエンス事業　　333、363、

374、384、388、389、391、415、427、447、
484、522

ホームサービス　　246、332、363
　ホームサービス部　　363
ホームページ　　290、347、348、351、361、

367、398、408、468、476
北信越支社　　218、279、314
ぼくの海外引越　　304
ぼくの引越2M3BOX　　286、302、303、304、

362
北陸定期運輸　　224
ポスティングサービス　　297
北海道支社　　218、285、364
北海道南西沖地震　　266、313
北海道ヤマトホームコンビニエンス　　364

副社員　　221、331
副社長制　　112
複数口減額制度　　287
福山通運　　204、344
不在率　　277、288、471
富士運送　　224
二子玉川　　59、77
ブックサービス　　231
復興支援　　58
復興支援スローガン　　440
復興支援選考委員会　　439
復興支援全社運動　　440
復興支援プロジェクト　　429、439
復興輸送　　18、19、21、23
物品販売　　97、276、291、308、318、364、

385、483
物流 EDI　　267
物流システム営業部　　328
物流システム支店　　329
物流設備フロン点検サービス　　486
物流センター　　242、328、341、358、360、

390、478、481
物流総合効率化法　　434
　改正物流総合効率化法　　513
物流二法　　223、265、266、268、324、338
物流 VAN　　203、328
PUDO ステーション　→オープン型宅配ロッ

カー
船橋主管支店　　284
プライシング　　456、496、506、524
　法人顧客プライシングシステム　　502、

506、511
プラウドフット方式業務管理システム（PPM）
　　278
プラザ合意　　200、201、204、246
プラットフォーム　　345、431、432、444、

445、446、447、459、478、486、504、507、
509、516、525

プラットフォーム機能本部　　526
FRAPS（Free Rack Auto Pick System）　　

455、479
フランスヤマト運輸　　247、307
振り子積み込み　　394
FLIX（包装資材）　　424
フリマアプリ　　432、477、499、515
プリンタ　　244、291、294、350、359、390、

408、409、413、459
フルデジタル化　　409、445、446、459、475、

476、503
フルトレーラー　　211
フレートライナー　　110、130、149、153
フレキシブル（柔軟）サービス　　384、397
フレッシュ 24　　236

標準最高運賃　　32、55
標準宅配便約款　　215、216
HIROINS（Hikkoshi Reserve Online 

System：ヒロインシステム）　　252
広島主管支店　　342
品質
　品質向上　　215、251、301、328、339、

341、348、358、385、389、445、468、470、
517

　品質最優先　　468
　配達品質　　326、327、328、339、351、445
　輸送品質　　147、159、285、343、410、415
品質あっぷ委員会　　327
品質管理室　　173、181
品質管理部　　173、217
品質向上推進室　　328
品質指導長　　469
ピンパッド　→決済用端末
ふ

ファインクレジット　　417、482
ファクス（FAX）　　160、231、245、296、364
ファミリーパック　　251
フィールドキャスト（FC）　　391、394、470
フィナンシャル事業　　333、365、374、385、

388、390、392、417、418、427、447、483、
493、515、522

フォークリフト　　89、175、370
フォード社／フォード車　　9、13、14、25、42
フォワーディング　　246、253、307、308、

358、360、406、411、448、462、463、467、
507、518

　国際フォワーダー　　246、356
　国際フォワーディング　　307、387、410、

455
深川営業所　　58、62、68、78、121
深川作業所　　78、81、82、84、85、125
深川支店　　121、134、175、210
深川出張所　　87
深川センター　　171、172
深川ターミナル　　58、121
部課制　　272
副安全指導員制度　　220
福井主管支店　　282、284、285
福井輸送　　173、207、282
福岡グリーンライナー　　343
福岡支店　　176、190
福岡主管支店　　152、212、284
複合一貫輸送　　110、147、203
　国際複合一貫輸送　　157、184、204、253
複合型ネットワーク　　506、512
複合型ラストワンマイル・ネットワーク　  507
副支社長　　273
福島ひまわり里親プロジェクト　　440

美術センター　　185
美術便　　185、256、257
美術品梱包輸送　　128、158、184、256
美術品事業本部　　332、359
美術品専用車両　　185
美術品専用倉庫　　256
美術品輸送　　92、158、185、204、256、257、

285、305、334、360、361、508
美術品輸送部　　256
BIZ-ロジ事業　　333、334、360、374、385、

387、389、391、410、411、415、427、446、
461、478、479、493、513、522

飛騨高山ヤマト荘　　222
日立線　　83
ピッキングリスト出力　　416
引越営業所　　245、251、252、303、305
引越営業店　　303
引越営業部　　218、303
引越開発部　　217、249
引越業務／引越事業　　79、85、127、155、

184、199、207、249、250、251、252、275、
283、302、303、304、327、334、361、363、
371、388、391、415、484

引越・婚礼荷　　7、22、23、44、67
引越サービス　　205、250、284
引越サービスセンター　　303
引越サポートシステム　　361
引越支店　　361
引越センター　　155、327、361
引越専門店　　303
引越専用車　　22、251、303
引越相談センター　　250
引越チャーター便　　250、302
引越バイザー　　250、303
引越繁忙期対策本部　　303
引越らくらくエコノミーパック　　303
引越らくらく海外パック　　304、359
引越らくらくタイムリーサービス　　510
引越らくらくパック　　206、249、250、251、

252、282、302、304、329、371
ビニールパック式　　180
日野光雄　　68、70、94、99、112、150
日比谷公園　　7、15
ヒマの栽培　　59
百貨店／百貨店配送　　16、22、23、33、34、

43、58、64、66、71、79、85、86、90、95、
99、111、125、126、128、156、163、166、
176、205、218、235、328

百貨店課　　86
百貨店係　　86
百貨店部　　95、113、167、235
兵庫主管支店　　284、285、313
標準貨物自動車運送約款　　215
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労働無災害優良店所表彰制度　　191
「労報大和」　→「大和ニュース」／「ヤマト

ニュース」
ローラーコンベア　　89
ロールボックスパレット　　126、156、176、

181、211、239、302、339、343、366、369、
370、394、421、424、468

6.15通達　　147
ロゴ　　329、386、388、403、491、511、519
ロサンゼルス駐在事務所　　158
ロサンゼルス支店　　246
ロジスティクス業務　　283、341、410、414、

462
ロジスティクス事業／ロジスティクスサービス
　　263、267、275、276、285、298、321、328、

334、342、359、360、376、387、405、410、
412、414、455、462、464、467、518

ロジスティクス事業本部　　329、332、360
ロジスティクス倉庫　　284、342
路線事業　　15、26、27、35、38、41、62、75、

76、79、80、84、89、100、105、111、113、
119、121、123、124、127、135、138、143、
147、152、154、159、162、163、164、173、
186、195、206、223、225、226、527

路線事業者　　75、120、174、203、204、223、
224

路線トラック　　30、53、74、88、107、109、
110、119、129、134、148、152、164、179、
187、190、227、266

　路線トラックの運賃改定　　108、165
路線部　　113、149、160、161、167
路線免許　　85、121、152、172、194、199、

205、223、224、225、226、282
ロボネコヤマト　　490
路面電車　　9、491、492
わ

ワークステーション（WS）　　243、294、295、
344、407

ワールドコンピューターセンター　　417
YDX（Yamato Digital Transformation 

Project）　　510
YPS（ヤマトパーセルサービス）　　169、177
Y-Venture Dream　　337
YY-GPS　　411
ワインダイレクト　　467
ワインパック　　232
和台貨運代理股份有限公司　　246
わたしの引越　　511
和の里パーク　　450
割引運賃　　233

ヤマトダイアログ＆メディア　　403
大和体操（現・ヤマト体操）　　137
ヤマトチャイナダイレクト　　461
Yamato Digital Platform（YDP）　　525、526

「大和読本」　　48
「大和ニュース」／「ヤマトニュース」／「労報

大和」　　47、91、96、163、263
YAMATO NEXT 100　→中期経営計画
ヤマト年金　　221、316
ヤマトパーセルサービス　　248、360
ヤマトパッキングサービス　　92、360、372、

410、478、508
大和は我なり／ヤマトは我なり　　49、50、

115、143、188、205、279、438、528
ヤマトビジネスメンバーズ　　476、482
Yamato Business Pioneer　　338
大和便／ヤマト便　　7、27、43、45、47、51、

57、58、59、64、66、67、69、71、79、80、81、
82、83、86、87、89、93、94、98、121、123、
125、172、383、527

　大和便課　　63、86
ヤマト便ブルーサービス　　224
ヤマトフィナンシャル　　385、386、417、

419、483
ヤマトフォーラム　　450
ヤマト福祉財団　　312、338、439
ヤマト・富士提携融資　　316
ヤマト物流設計　　366
ヤマト包装技術研究所　　410、424、514、520
ヤマトホームコンビニエンス　　363、385、

386、388、415、440、485、488、508、510、
514、515

ヤマトホームコンビニエンスの不適切請求問
題　　510、522

ヤマトホームサービス　　252、292、334、363
ヤマトホールディングス　　34、374、377、

386、387、404、421、423、445、449、457、
482、500、509、510、511、520、523、525、
527

ヤマトマネージメントサービス　　366
ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ
　　391、412、480、508、514
ヤマトメディカルダイレクト　　412、484
ヤマトメンテナンスサービス　　412
山登屋　　4、11
ヤマト・ユーピーエス　　305、307、308、

356、359
ヤマト・ユーピーエス・インターナショナル・

エアーカーゴ　　356
ヤマトユニオン共済年金制度　　221
ヤマトロジスティクス　　334、360、385、

386、405、410、411、412、413、440、457、
481、494、508、514、527

ヤマトオートワークス　　366、385、392、
419、420、426、480、485

　ヤマトオートワークス岩手　　420
　ヤマトオートワークス沖縄　　516
　ヤマトオートワークス北信越　　420
大和音頭　　98
ヤマトキャリアサービス　　364
ヤマト銀座ビル　　19、34、99
ヤマトグループ環境保護宣言　　368
ヤマトグループ企業理念　　336、368
ヤマトグループ Thanks100記念コンサート
　　519
ヤマトグループ事業継続計画　→事業継続

計画（BCP）
『ヤマトグループ創業100周年記念誌　100年

のあゆみ』　　518、519
ヤマトグループ総合研究所　　489
ヤマトグループ働き方創造委員会　　500
ヤマトグループビジュアルアイデンティティ

（VI）　　388
ヤマトグループライフプラン年金　　331
ヤマトグループ歴史館  クロネコヤマト

ミュージアム　　519
ヤマトグループ レボリューションプラン 2007

－新価・革進3 か年計画　→中期経営計
画

ヤマトクレジットファイナンス　　482
ヤマトグローバルエキスプレス　　404
ヤマトグローバルダイレクト（ヤマトインポー

トダイレクト）　　390、391、461、467
ヤマトグローバルフレイト　　334、356、360
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン
　　125、411、461、508、527
ヤマトグローバルロジスティクスミャンマー
　　518
ヤマト港南ビル　→港南ビル
ヤマトコレクトサービス　　235、334、346、

350、365、417
ヤマトコンタクトサービス　　337、477
大和コンテナ　　89
ヤマト財形住宅貯蓄　　222、316
ヤマト財形貯蓄　　221、316
ヤマト財形持家転貸融資制度　　316
ヤマト・ザ・シーメール　　254
ヤマト 365 エクスプレス　　466、517
大和式トレーラー　　42
大和式バイオリズムカレンダー　　193
大和式リズム・スケール　　193
ヤマトシステム開発　　118、160、161、239、

242、285、296、328、334、344、364、385、
386、440、447、483、508、514、515、527

ヤマト商事／大和商事　　366
ヤマト・スタッフ・サプライ　　366、396

モーダルシフト　　203、255、324、367、369、
382、424、434

守口ビル　　285
や

ヤード方式　　255
夜間運行便　　83
夜間お届け　　235
夜間指定サービス　　235
役職任用制度　　274
夜行便　　36
山内雅喜　　445、457、509
山形花笠まつり　　301
山口主管支店　　284、285
山崎篤　　335、366
ヤマトアジア　　407、456、463、466、518
ヤマトアリーナ　　222
ヤマトインポートダイレクト　→ヤマトグ

ローバルダイレクト
ヤマト Web ソリューションズ　　364
大和運輸　　3、7、11、27、34、527
　大和運輸株式会社経営協議会規程　　97
　大和運輸共済会　　97、221
　大和運輸健康保険組合　　98
　大和運輸厚生年金基金　　117
　大和運輸従業員組合　　96
　大和運輸職場の歌（大和音頭）　　98
　大和運輸親和会　　96
　大和運輸貯蓄組合　　97
ヤマト運輸　　178、206、386、387
　ヤマト運輸医療保障制度　　316
　ヤマト運輸企業理念　　263、274、320
　ヤマト運輸 QC サークル合同発表大会
　　279
　ヤマト運輸社員福祉センター　　316
　ヤマト運輸地球温暖化防止目標　　368、

423
　ヤマト運輸労働組合（労働組合）　　15、

96、136、151、163、166、167、168、170、
183、192、204、221、277、278、288、312、
316、500

ヤマト（運輸）グループ企業年金基金　　331
ヤマト運輸分割準備株式会社　　386

『大和運輸五十年史』　　138
『ヤマト運輸70年史』　　258
大和運輸（香港）有限公司　　246、308、358
雅瑪多運輸（香港）有限公司　　464
雅瑪多管理（中国）有限公司　　465、517
雅瑪多国際物流（香港）有限公司　　464
雅瑪多国際物流有限公司　　414、463
雅瑪多客楽得（香港）有限公司　　464
雅瑪多（上海）物流有限公司　　358
雅瑪多（中国）運輸有限公司　　407、463
ヤマトエキスプレスサービス　　248、305

　ヤマトロジスティクスインド　　414
　ヤマトロジスティクスベトナム　　466
ヤマト・ロジスティクス・プロデュース　　

329、360
山中大和荘／山中ヤマト荘　　98、117、222
山梨主管支店　　284
ヤンゴン支店　　466
ゆ

郵政民営化　　322、379、404、473
郵船ヤマトグローバルソリューションズ　　411
UPS 社　　169、204、209、212、239、248、

265、301、305、356、357、394、401
UPS 宅急便　　249、305、356、401
ユーピーエス・ヤマト・エクスプレス　　356
UPS Yamato Partnership USA　　306
UPS ワールドワイド・エクスプレス　　356
郵便番号仕分け　　298
輸送機能本部　　526
ユナイテッド・エア・ツアーズ（UAT）　　134
ユナイテッド航空貨物（UAC）　　132、247
ユニットロードシステム　　89、154、176、

250
ユニットロードターミナル　　434
よ

「よいトラックとは」　　213
溶解処理　　401、481
要素別決定方式　　151
翌日配達　　143、168、169、170、177、181、

190、199、206、207、208、209、215、216、
239、288、324、348、350、353、362、451、
454、467、527

翌々日配達　　168、216、350、424
横須賀定期　　39
横浜営業所　　35、36
横浜海運支店　　151
横浜家具配送所　　126、156
横浜真田工場　　4
横浜主管支店　　284
横浜出張所　　87
横浜税関東京税関支署　　90
横浜センター　　156
横浜複合ターミナル　　284
横持ち　　124、208、283、293、300、349
吉幾三　　238
吉野町営業所　　82
四谷営業所　　20、23、70
四谷出張所　　18、20
4社会　　134
ら

ライフアテンダー　　485
LINE　　475、512
LINE 公式アカウント　　475
らくうるカート　　515

楽天　　379
落伝　　126、181
らくらく送り状発行サービス　　399、475
らくらくオフィス移転　　362
らくらく家財宅急便　　388、415、418、485
らくらくメルカリ便　　512、515
LUGGAGE-FREE TRAVEL　　512
ラジオコマーシャル（CM）　　177、250
ラストマイル　　525
ラストワンマイル　　444、454、462、464、

500、502、506、507、512、514
ラベル式送り状　　291
ラベラー　　180、238
り

リーマン・ショック　　380、382、390、426、
430、431、493

陸運統制令　　54、56、64、66、79
陸運部　　55
陸上小運送　　55、67
リコール　　337、387、411、479、514
リサイクル小委員会　　314、371
リサイクルボックス　　314
リテール営業部　　509
離島甲子園　→全国離島交流中学生野球大

会
リフター　　229、370
流通・生活支援ソリューションプロバイダー
　　443、461
流通加工プラットフォーム　　447
流通団地（流通センター）　　109
両水定期　　40
両毛巡環定期　　40
両毛線　　79
両毛定期　　39、40
旅客営業所　　133、151
旅客事業　　133、183、254
旅客支店　　151
旅客自動車運送事業　　53
旅客自動車運輸事業　　53
臨時行政改革推進審議会（第2次行革審）
　　233、338
る

累積点数制　　219
ルーム・ツー・ルーム　　251
れ

冷凍冷蔵保管庫　　293、342
礼文島　　283
連結会計　　330
ろ

労災事故ゼロ運動　　193
労働時間実態調査　　493
労働需給の逼迫　　502、504
労働日数・時間選択制度　　501


