
●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

　　　　　

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。
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上記、ホームページから予約可能、また最寄りの
トヨタL＆F販売店の営業スタッフに問合せ

図表１  カスタマーズセンター大阪
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●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。

物流ソリューションを体感できる
コンサルティング型ショールーム

「トヨタＬ＆Ｆカスタマーズセンター大阪」
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の普及や、AR/VR/MRの各種産業への普及も進むと
考えられ、高速大容量通信の必要性は非常に高い。特
に2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催
を予定している日本としては、高精細映像配信サービ
スの期待が高く、本ユースケースカテゴリは最優先の
課題となっている。

（2） Massive Machine Type Communications
　（mMTC）
　超多数端末接続に関するサービスであり、現在の
IoTサービスの発展型と考えられる。比較的少量の
データを超多数の端末が送受信することを想定して
おり、端末は数十年のバッテリー寿命を実現できるよ
うに消費電力を極めて少なくでき、かつ広い範囲をカ
バーできるように無線環境が劣悪な環境でも通信可
能とすることが要求される。しかし本要求に対して、
4GにおいてもNarrow Band IoT(NB-IoT)と呼ばれ
る先進的なIoT向けの機能仕様が既に標準化団体
3GPPで開発されていることもあり、5Gの初期標準仕
様にmMTC機能は含まれておらず、次期フェーズ以
降での仕様開発を予定している。

（3） Ultra-Reliable and Low-Latency 
　　Communications（URLLC）
　超高信頼、超低遅延を必要とする、非常にcriticalな
ユースケースである。機器の遠隔操作、クルマの自動
運転や遠隔手術等、低遅延および無線伝送時の誤り
率が極めて低いことが要求されるユースケースが該
当する。これらユースケースは5Gで新たに要求され
たものであり、新たなサービス開発が期待される分野
である。

5G要求条件と主な技術
　3GPPやITU-R等の標準化機関にて、5Gの仕様
開発当初にユースケース・カテゴリ毎に要求条件が
決められた。その主なものを以下に示す。
・ eMBBの最大伝送速度 ： 下り20Gbps、上り10Gbps
・ mMTCの収容デバイス数 ： 1平方kmあたり100万デバイス
・ URLLCの伝送遅延 ： 上り・下りともに片道0.5ミリ秒
・ URLLCの信頼度 ： 32バイトのデータを1ミリ秒以内
  に99.999%の成功率で伝送
これら要求条件を満たすための多様な技術が検討さ
れ、標準仕様が開発された。詳細は省くが主なものを
述べる。特にeMBBに関わる高速大容量化を図るため

もちろん、今まで移動通信が用いられなかった新たな
分野まで5Gの活用が期待されている。
　5Gの検討の初期段階において、ドコモをはじめ多く
の主要移動通信関連企業、5G研究団体、標準化団体
で5Gのユースケースが検討された。非常に多くの
ユースケースが提案されたが、その後の標準化作業
を円滑に進めるため、国際標準化機関ITU-Rにおいて

（図表１）に示す3種類のユースケース・カテゴリーに分
類された。

（1） Enhanced Mobile Broadband（eMBB）
　高速大容量通信を必要とする移動通信サービスで
ある。2020年代には4Kさらには8Kの映像コンテンツ

により多くの周波数が必要となるが、現在使われてい
る周波数帯にはもはや空きはなく、従来の移動通信シ
ステムでは使われていなかった高い周波数帯（最大
100GHz）で、非常に広い周波数帯域幅（数百MHz～
数GHz幅）の活用を考慮している。それにあわせた無
線伝送方式の最適化や、電波をビーム状に整形して送
受信することでセル半径の拡大や大容量化を図るこ
とができるMassive MIMO/Beamforming等の技
術が採用されている。（図表2）

5G商用化に向けた取り組み 
　世界では既に5Gの商用サービスが始まっている。
2018年に米国でFWA（Fixed Wireless Access）
と呼ばれる固定での利用が始まり、2019年4月には
韓国と米国でスマートフォン向けの商用サービスが開
始された。
　ドコモは2019年9月20日より、5Gプレサービスを
開始した。都市部、各地域における主要駅や主要空港、
スタジアムの他、パートナーとの協業を念頭においた
施設等において、順次5Gエリアを構築し、パートナー
企業とフィールド検証を開始している。また、2020年
春には5G商用サービスの開始を計画しており、5Gを
活用した新しいサービスやソリューションの創出に向
けた取組みを行っている。（図表3）

はじめに
　移動通信システムのさらなる高度化として、第５世
代移動通信システム(5G)の開発が世界的に進められ
ている。移動通信の標準仕様を開発している3GPPで
は、5G基本機能の標準仕様開発が2017年末に完了
している。既に多くの業界から5Gに対する大きなご期
待をいただいている一方で、5Gはどう使えるのか、社
会をどう変えられるのかというご質問を多くいただい
ている。本稿ではそれらのご質問に対する回答とし
て、複数の5G研究団体や標準化団体などで議論され
た5Gのユースケースと、要求条件および主な技術に
ついて述べる。さらにNTTドコモ（以下、ドコモ）が他
業界のパートナーとのサービス開発を効率的に促進
するための取組みとしての、5Gオープンパートナープ
ログラムを紹介するとともに、5Gの商用サービスに
向けた具体的な活動について述べる。

5Gを活用したユースケース
　既に現在の移動通信システムにおいても、コン
シューマおよびビジネス向けのサービスがスマート
フォンやタブレット上でのさまざまなアプリケーション
サービスとして提供されている。さらに、人の通信だけ
でなく、Internet of Things(IoT)としてセンサー機器
などの装置間の通信も普及しつつあり、さまざまな産
業で移動通信システムが活用されている。5Gが商用
導入される2020年代においては、これらの用途をさ
らに拡大かつ高度化したサービスが要求されるのは

② 5G検証環境
【ドコモ5Gオープンラボ™】
　幅広いパートナーとともに、5Gの新たな利用シー
ン創出に向けた取組みを拡大するため、本プログラム
に参画いただいているパートナー企業・団体が、5Gの
実験基地局装置などを無償で利用できる、常設5G技
術検証環境「ドコモ5Gオープンラボ™」（以下、ラボ）
を開設している。
　ラボでは、5Gの接続試験のための5G実験装置（実
験用の基地局・移動局等）や、5Gのデモ環境、5G実験
装置に接続する各種機器を当社が用意している。ま
た、5G実験装置に接続する機器はパートナーからの
持ち込みも可能としており、さまざまな試験、検証を
パートナーが迅速に実施することで、多様なサービ
ス、ソリューション創出とともに、利活用ニーズの拡大
をめざしている。
　2019年11月現在、実験環境として国内に10か所、
海外に1か所ラボを開設している。（図表4）

　　　　　

【ドコモオープンイノベーションクラウド™】
　5G時代に求められるソリューションの創出を推進
するため、本プログラムに参加いただいているパート
ナー企業・団体向けに、「ドコモオープンイノベーショ
ンクラウド™」（以下、イノベーションクラウド）を、
2018年7月より提供している。

ドコモ5Gオープンパートナー
プログラム
　ドコモは、5Gの主要機能を活用した利活用ニーズ
の拡大、新たなサービス、ソリューションの創出に向け
て、多様なパートナー企業・団体と連携しながら検討
を進めている。このサービス、ソリューション創出の源
となる取組みが、「ドコモ5Gオープンパートナープロ
グラム」（以下、本プログラム）である。

　本プログラムでは、5Gの協創・体感・体験の場を用
意し、パートナーに提供することにより、協創ソリュー
ションの創出、5Gの利活用ニーズを拡大するための
取組みを進めている。
　2019年9月30日現在で、3,000社を超えるパート
ナー企業・団体に参加いただいている。サービス業、卸
小売業、製造業、メディア関係、建設、自治体、金融保
険、運輸など、さまざまな業界のパートナーに参画いた
だいている。

　本プログラムは、5Gの活用を検討している企業・
団体様を対象に、①5Gの情報共有、②5G検証環境、
③パートナー間のコミュニケーションの場を提供して
いる。

① 5Gの情報提供
　本プログラムのWebサイトにて、5G関連情報を公
開している。具体的には、5Gの技術や仕様に関する情
報、これまで当社が行ってきたイベント関連の動画、実
証実験レポート等を掲載しており、ビジネスパート
ナーが自由に閲覧することで、各パートナーがヒント
を得て、新たなソリューションの創出、利活用ニーズの
拡大に活用することが可能となっている。

　イノベーションクラウドは、5G技術検証環境である
ラボ及びコアネットワークとクラウドコンピューティン
グの設備を直結した、テレコムクラウドの技術検証環
境になる。また、本プログラムの参加企業向けに、ドコ
モが開発した画像認識やAIエージェント基盤なども提
供している。これにより、遠隔からクラウド基盤に接続
した自社ソリューションの5G技術検証や、クラウド基
盤上でパートナーとドコモの技術を持ち寄り、ソリュー
ションを創出する場として活用いただけるものとなっ
ている（図表5）。
　さらにイノベーションクラウドを通じて開発されたソ
リューションや技術を、本プログラムの参加企業・団体
向けに情報発信、ソリューションの開発企業と利用す
る側の企業・団体とのビジネスマッチングなどの取組
みを進めている。

③ コミュニケーション
　本プログラムではパートナー企業・団体同士のコ
ミュニケーションの促進により、5Gの利活用による新
たなサービス、ソリューションの創出を図るために、
2018年2月よりワークショップを開催している。
　これまでに、5回のテーマ別ワークショップを開催し
た。さらに、2019年3月より具体的なソリューション・
サービス創出を加速させることを目的にワークショッ
プ「5G BUSINESS CAMP」（図表6）を全国6か所で開
催し、多くのパートナーの皆様に参加いただいた。ビ
ジネスマッチングの場としても活用しており、より一層
5Gを用いたサービス、ソリューションの創出、利活用
ニーズの拡大を図るとともに、5G商用サービス開始
日に向けて、継続的にワークショップを開催する。

おわりに
　ドコモは、2020年、さらにその先の未来を見据え、
さまざまな分野のパートナー企業との協業により、5G
を活用した「新しい価値」を創り上げ、お客様の期待を
超える驚きと感動を提供し、5Gでより豊かな未来の
実現をめざしている。
　また、お客様の多種多様な要求に応えるため、企
業・自治体と連携して、都市部から地方まで必要とさ
れる場所にサービスを展開し、5Gの特徴を活かした
新たな産業創出や社会的課題解決、地方創生に向け
た取組みを進めていく。

5G BUSINESS CAMP（開催場所・参加者数）図表6

ドコモオープンイノベーションクラウド図表5

東　京

大　阪

名古屋

仙　台

沖　縄

福　岡

合　計

開設日

ベルサール汐留

マイドームおおさか

名古屋
コンベンションホール

仙台国際ホテル

沖縄かりゆし
アーバンリゾート・ナハ

ホテルニューオータニ
博多

参加者数開催場所

314社
(676名)

138社
(261名)

113社
(371名)

134社
(342名)

179社
(437名)

144社
(382名)

1,022社
(2,469名)

5G BUSINESS
CAMP

2019年
3月8日

2019年
3月20日

2019年
4月19日

2019年
5月10日

2019年
5月22日

2019年
6月3日
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●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

図表2  館内の展示構成・概要

（写真10） パレットからの荷降ろしロボット

（写真2） 1階全景

（写真6） コントロールルーム

（写真4） ピッキングロボット

（写真7） L&Fシアター

（写真8） 2階全景

（写真9） 自動運転リーチ式フォークリフト

（写真3） RFIDトンネルゲート

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。

（写真5） 出荷ロボット
＊AGV：無人搬送車（Automated Guided Vehicle）

３階

1階

ソリューション体感フロア

2階 製造ライン・構内物流の現場再現

大規模物流センターの現場再現

セミナールーム

コラボスペース

L&Fシアター

豊富な製品ラインアップと改善事例を活用した
トヨタＬ＆Ｆの様々なソリューションを体感

高度化する流通業のサービスレベルに対応する
フルオートメーションシステム

館内見学オープニング映像を放映する
３面スクリーンシアター

１００人以上が講座を受講できる大型教室

変種変量生産ラインに対応する構内物流業務の
効率化を紹介

先端技術を有する企業との協賛連携展示

（写真11） 部品セット供給工程
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念校 1111

●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

図表2  館内の展示構成・概要

（写真10） パレットからの荷降ろしロボット

（写真2） 1階全景

（写真6） コントロールルーム

（写真4） ピッキングロボット

（写真7） L&Fシアター

（写真8） 2階全景

（写真9） 自動運転リーチ式フォークリフト

（写真3） RFIDトンネルゲート

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。

（写真5） 出荷ロボット
＊AGV：無人搬送車（Automated Guided Vehicle）

３階

1階

ソリューション体感フロア

2階 製造ライン・構内物流の現場再現

大規模物流センターの現場再現

セミナールーム

コラボスペース

L&Fシアター

豊富な製品ラインアップと改善事例を活用した
トヨタＬ＆Ｆの様々なソリューションを体感

高度化する流通業のサービスレベルに対応する
フルオートメーションシステム

館内見学オープニング映像を放映する
３面スクリーンシアター

１００人以上が講座を受講できる大型教室

変種変量生産ラインに対応する構内物流業務の
効率化を紹介

先端技術を有する企業との協賛連携展示

（写真11） 部品セット供給工程
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●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

（写真12） 組付け工程

（写真14） 3階全景

（写真15） スタディゾーン

（写真16） シミュレーションテーブル

（写真18） タブレット端末
（写真13） コラボスペース

（写真17） VR

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。
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念校 1111

●1階フロア
　１階フロアでは、「ロボティクスによるフルオートメー
ション」をテーマに流通・通販業をイメージした大規模
物流センターの現場を入荷から出荷まで再現（写真２）。

１）入荷ソリューション
　コンテナからの荷降ろしとコンベアへの移載を、画
像認識システムを備えた自走式のトラックアンロー
ダーで自動化。入庫ラインではＲＦＩＤトンネルゲートで
商品のＲＦタグを読取り自動検品を実施（写真３）。検品
後にシャトル式高能力自動倉庫（ＳＡＳ）に入庫される。

３  ＣＣ大阪の概要
　ＣＣ大阪は新幹線、飛行機でご来館しやすい立地と
２階・３階からの眺望を特徴としており、館内には最新
かつ多様な物流システム・機器・技術を集約し、実際の
物流現場をイメージした具体的な姿で展示。コンセプ
トの異なる３フロアの展示エリアと付帯設備から構成
される（図表２）。

２）ピッキング・梱包ソリューション
　ＳＡＳから出庫された商品ケースから３Ｄビジョンカ
メラを備えたロボットが商品を自動ピッキングし製函
機で組み立てられた出荷箱へ投入（写真４）。投入した
商品の高さに合わせた封函から納品書一体型ラベル
の貼り付けまで、一連の作業を自動化している。

３）出荷ソリューション
　梱包後、ＳＡＳに再入庫された出荷品が出荷順に出庫さ
れ、ロボットが出荷用のカゴ車に自動積み付け（写真５）。
シンプルAGV*キーカートが出荷ヤードに自動搬送する。

１  はじめに
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは2018年6月に国内3拠点
目のコンサルティング型ショールームトヨタＬ＆Ｆカス
タマーズセンター大阪（以下、ＣＣ大阪）をオープンし
た。本稿ではＣＣ大阪の概要とともに、物流ソリュー
ションプロバイダーを目指すトヨタＬ＆Ｆカンパニー
におけるＣＣ大阪の位置付けをご紹介したい。

 
２  カスタマーズセンターについて
　トヨタＬ＆Ｆが培ってきたトヨタ生産・物流方式ベー
スの物流ノウハウに、豊富な商品ラインナップを組み
合わせ、お客さまが実際の物流ソリューションを体感
できるショールームとして、２００１年にＣＣ東京(千葉県
市川市)をオープンした。
　２００８年には高浜工場内にフォークリフトの製造工場
と部品センターの見学を通じ改善活動を紹介するＣＣ
愛知（愛知県高浜市）を開設。高い評価を獲得し、年々
来場者数を拡大してきたが、西日本のお客さま・販売
店からは西にも拠点をとの要望が寄せられていた。
　そして、近年自動化や省人化ニーズが高まる中、
フォークリフト発売６０周年、物流システム発売３０周年
を記念し、２０18年に大市場である関西エリアにＣＣ大
阪（大阪府吹田市）をオープンした（写真１）（図表１）。

１）入荷ソリューション
　トラックからの荷降ろし・搬送は自動運転リーチ式
フォークリフトで行う（写真９）。オプション品は自動倉庫
に格納しスペースを削減、標準部品はけん引台車に載
せ替えてメインラインに供給する。

２）保管・補充ソリューション
　パレット式自動倉庫から、オプション部品を出庫し、
バケット式自動倉庫へ補充するためのパレットからバ
ケットを降ろす作業をロボットが自動で行う（写真１０）。

３）部品順立て工程
　バケット式自動倉庫からのサイドピッキングとデ
ジタル表示の指示に従うピッキングで専用箱に部品
をセットする（写真１１）。
　部品セット指示では、組付け作業がやりやすいよう
に部品を置く位置や向きが指示されている。

４）コントロールルーム
　物流センターの集中コントロールを実現するため、

ＩoＴ技術を活用し作業進捗状況をリアルタイムに表
示。設備稼働状況の見える化では予兆検知で予防保全
を実現。各ポイントの監視カメラ映像では、過去にさか
のぼり異常原因の特定が速やかにできる（写真６）。
　その他１階フロアでは磁気テープなどの誘導路設
定が不要な自立走行型ＡＧＶ・ＳＬＡＭ式キーカート展
示エリア、様々な最新フォークリフトを備えたフォーク
リフトデモンストレーションエリア、３面大型スクリーン
を備えたＬ＆Ｆシアターを設けている（写真７）。

●2階フロア
　２階フロアでは「人と機械の調和によるセミオート
メーション」をテーマに製造ラインと構内物流業務を
再現。最新技術の活用だけでなく運用にトヨタ生産・
物流方式のエッセンスを組み込み、作業者にやさしい
環境と省力化を提案している（写真８）。

４）組付けソリューション
　組付け工程では、キーカートで生産ラインを構成。
コンベヤなど固定設備のないフレキシブルなラインで
変種変量にも対応可能で、各ステーションではプロジェ
クションマッピングによる作業指示により経験の浅い作
業者でも作業可能な仕組みになっている（写真１２）。
　その他２階フロアでは先端技術を有する企業との協
賛による各種ソリューション、製品を紹介するコラボス
ペースを設けている（写真１３）。

●3階フロア
　３階フロアでは「トヨタＬ＆Ｆのさまざまなソリューション
を体感」をテーマにトヨタ生産・物流方式に基づいた改
善の基礎、４Ｓ手法をご紹介。他にも豊富な改善事例や
マテリアルハンドリング機器の展示をご覧いただきなが
ら、お客さまのお悩みを一緒に解決している（写真１４）。

１）スタディ＆ソリューションアーカイブゾーン
　スタディゾーンでは８０インチの大画面モニターを
活用し、４Ｓ手法や改善の考え方を紹介（写真１５）。他に
も３Ｄの現場レイアウトを使った改善イメージの共有
ができるシミュレーションテーブル（写真１６）や導入事
例コーナー、工場の訓練道場・安全道場の紹介コー
ナーを設けている。

２）ソリューション展示エリア
　パレットトラックやミニムーバなど免許不要の各種マ
テリアルハンドリング機器、各種重量ラック、中軽量ラッ
ク、ＡＲグラスを活用したピッキングなどを紹介。スタ
ディゾーンで学んだ改善を行った姿を体感できるエリ
アとなっている。

３）VR・ARデモンストレーションエリア
　見学者は専用ゴーグルを装着し、ＶＲ（仮想現実）で
フォークリフトの操作・動作の体感を、ＡＲ（拡張現実）
で各種アタッチメントの動作を楽しみながら体感で
きる（写真１７）。
　その他３階フロアでは１００名以上を収容できるセミ
ナールームが設けられ各種セミナーなどに利用され
ている。

（写真12） 組付け工程

（写真14） 3階全景

（写真15） スタディゾーン

（写真16） シミュレーションテーブル

（写真18） タブレット端末
（写真13） コラボスペース

（写真17） VR

●見学ツアーについて 
　ＣＣ大阪での無料見学ツアーは、２時間のコースで１日
８ツアー開催しており、１企業１ツアーでＳＥスタッフと女
性スタッフ各１名でご案内。見学者の方に１台ずつタブ
レット端末を配布して、展示場の機器の動きと合わせて
仕様情報や補足動画を効果的に表示している（写真１８）。

 
４  まとめ
　トヨタＬ＆Ｆカンパニーは物流ソリューションプロバイ
ダーを目指し、２０２０年コンセプトで販売店とともに

「地域一番の物流ドクター」になることを掲げている。
その中でカスタマーズセンターは集客型マーケティン
グ拠点として、幅広いお客様の漠然とした物流改善の
ニーズを掘り起こし、ソリューション提案につなげる役
割を果たしている。
　ＣＣ大阪には開業初年度目標の６，０００人を超えるお
客さまがご来館され、約98％のお客さまにご満足頂い
ている。今後も物流を取り巻く環境変化に対応した物
流改善のヒントをお客様に提供していきたい。
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