
ヨコウン株式会社とは？？ 
詳しい説明は単独会社説明会で！ 

2021年大卒予定者向け オンラインパンフレット 

弊社の単独説明会は... 

「1.出席する社員のマスク着用 2.専用ミスト器による会場内の空間除菌 3.除菌ジェルによ
る入退室時の消毒 4.少人数開催（5名以内）」を励行して開催しますので、安心してお申し
込みしてください！ 



会社概要など 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

会社概要について 

会社名 
               
代表者  代表取締役社長 塩田 充弘（しおた みつひろ） 

経営理念 総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

 
 

 

車輌台数 147台（2020 年 3 月 1 日現在） 

従業員数 356名（グループ全体 405名） ※パートを含む  

拠  点 10認可営業所 3センター 1事務所 

年  商 41億7,575万円（2019年3月決算） 

グループ  岩手ヨコウン㈱ ㈲ヨコウンオートサービス ㈲あたご商事 

 
「TRY CHALLENGE（～環境の変化に対応し変化を機会として挑戦します～）」の精神で、 

古い考えにとらわれず、常に新しい挑戦をする企業です！ 

「お客様の満足」を第一優先とし 
「お客様の求めるサービス」を創造し 
「社員一人ひとりが健康」で「仕事にやりがい」を持って 
「より豊かな社会作り」に貢献します 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

秋田県内 業界最大手 

色々な業務を 
経験しながら 
成長できる 

環境に特化し
た部門あり 

様々な業界の 
仕事を経験可 

YOKOUN塾 
YOKOUNアカデミー 

物流は 
ライフライン 

社会貢献で 
地元秋田に 
恩返し 

地域密着型の輸送事業から
ソーラー事業まで多種多様 

売上高 
41億7,575万円 

充実した 
福利厚生 

単なる 
運送ではない 

物流サービス 

社員数 

ヨコウングループ 

405名 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

ABS秋田放送・IBC岩手放送でＣＭ放送中！ 

◆これまでのテレビコマーシャル 

明日を支える 
     物流コンシェルジュ 編 

Try for one! 
 Challenge for all! 編 

私たちのよろこび 編 

毎日の「幸せ」しを 
     物流でつくる Ver1 編 

毎日の「幸せ」を 
物流でつくる Ver2 編 

◆現行のテレビコマーシャル(2017年9月から) 

【ＡＢＳ秋田放送】 
  日曜日 シューイチ  8時30分～ 9時30分の間 
  水曜日 スッキリ   8時00分前後 

【ＩＢＣ岩手放送】  毎月5本（不定期） 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

健康経営優良企業 ～2019年2月に経済産業省から初認定され、2020年度も継続認定～ 

2020年度も取組が認められ、継続認定を受けました！ 

 地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経
営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度 



2021年春 大卒採用の詳細と実績 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

採用予定人数と過去の実績 ～大学・専門・高校～ 

採用予定 

 総 合 職 （大学卒業予定者）  ２ 名 
 ドライバースタッフ （短大・専門・高校卒業予定者）  ５ 名 

採用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大学 専門学校 高校 

2020年3月卒 2名 盛岡大 東北公益文化大     2名 横手清陵学院高 秋田西高 

2019年3月卒 1名 東洋大     3名 雄物川高 金足農業高 秋田商業高 

2018年3月卒 1名 青森大 1名 東北電子 1名 雄物川高 

2017年3月卒 1名 東北学院大     4名 横手城南高 雄勝高 大曲農業高 秋田商業高 

2016年3月卒 1名 釧路公立大     2名 横手城南高 雄勝高 

2015年3月卒 2名 秋田大 ノースアジア大     1名 増田高 

2014年3月卒 1名 東北学院大     1名 増田高 

2013年3月卒 2名 法政大 青森公立大     1名 平成高校 

2012年3月卒         1名 横手城南高 

2011年3月卒         1名 横手城南高 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

総合職とは？？ 

総 合 職 とは、総合的な判断を要する売上管理・業務管理・労務管理等の企業活動の中

心となる業務を担当することであり、将来的に管理職になることを期待された幹部候補である
ため、その仕事内容は多岐にわたります。 
 
 配属後は第一線での営業所の仕組みやスタッフの労務管理などを経験しながら自らを成長さ
せ、将来的には各営業所の所長や部門長等の管理職を目指し、経営資源である「ヒト・モノ・
カネ・情報・時間」をマネージメントする側の立場になって、それぞれの部門を運営をしてい
ただきます。 
 

1.ジョブローテーション制度で様々な職種を経験していた
だきます 
 
2.YOKOUN塾やYOKOUNアカデミーを通じて、必要なスキルを
学びます 
 
3.個々の適性を見極めて、必要に応じて配置・職種転換を
します 

将来の幹部と
して 

活躍するため
には？？ 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

会社の雰囲気 ～年齢差を感じさせない気軽に相談できる和気藹々とした職場～ 

新年安全祈願祭後に行われる 
ヨコウングループの親睦会 

大卒予定者 内定式 

事務職男女比 7：3   事務職平均年齢 38.3歳 事務職人員割合 15％ 

入社3年未満を対象とした昼食懇談会 

新ＣＭの撮影 
キャストは全て社員です 

近隣道路の清掃活動 
ブラウブリッツ秋田と合同開催 



歴史や事業内容について 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

明治14年創業 運送・物流業界では老舗 

明治14年 
「塩田陸運社」として創業 

昭和26年 
「横手運送株式会社」が設立 「運送」から「総合物流サービス業」へ 

平成24年(2012年)6月 

全国62,176社（2017.3月現在） 
霊柩除くと約57,471社 
うち従業員300人以上の会社は全体
の0.3％で全国で200社程度 

老舗 成長
志向 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

ワンストップ物流サービスの強みと同業他社との差別化 

物流戦略の企画や立案から最前線のオペレーションまでをカバー。 
物流を切り口にしてお客様の業務プロセスを幅広くサポートする 

付加価値サービスを提供しています。 



人「財」教育制度について 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

ＹＯＫＯＵＮ塾 ※一部抜粋 

YOKOUNスクール（新入社員導入研修・新入社員フォローアップ研修） 
新入社員研修では、組織の目的や組織で業務を遂行するために必要な能力や考え方、行動を理解できるよう研修を行っています。 
研修には、新規事業立ち上げの演習プロジェクトを通じ、様々な問題解決の方法やプレゼンテーションを実体験してもらう内容が
盛り込まれています。 

 
階層別研修 [ドライバー班長（層）・主任・係長・管理職] 
それぞれの役職に求められる責任や役割を再認識してもらい、さらに上を目指して行動できるよう階層別の研修を行っています。 

 

各種社内勉強会 
労務管理や関連する法改正等について、外部講師を招いたり、外部講習を受けたものが社内講師となり各種勉強会を開催していま
す。 

 

運行管理者向け社内研修 
関係法令の改正に伴う対応方法や、社内外の事故事例の分析に基づく防止対策の展開をドライバーの指導監督を行う運行管理者向
けに行っています。 

YOKOUNスクール（新入社員導入研修） 階層別研修（管理職） YOKOUNスクール（新入社員導入研修） 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

ＹＯＫＯＵＮアカデミー ※一部抜粋 

次世代リーダー研修 
求められるリーダー像を座学やワークショップを通じて、リーダーシップを発揮するために何が必要かを話し合い考えながら、目
指すべきリーダー像を明確にしていく研修です。将来的にリーダーとして活躍できるように、コミュニケーションスキルやマネー
ジメントスキルを習得できる教育プログラムとなっています。 

 

次世代経営幹部社研修 
経営的な観点で法的な義務や責任、コンプライアンス、リーダーシップをはじめ、会計財務の知識、経営戦略の策定、部下の育成
、組織マネジメントなど多岐にわたる分野のカリキュラムで、企業経営を担うトップマネジメント層に求められるスキルを学びま
す。 

 

ｅラーニング 
会社のパソコンやスマートフォンを利用して、インターネット上で行う教育システムを導入しました。階層別教育の一つで、約80
コースに及ぶカリキュラムを学習する自己啓発型の研修を取り入れています。 

e ラーニングは24時間いつでもどこでもアクセス可能なことから、時間や場所を気にすることなく学習できる利点があります。 

次世代リーダー研修 次世代リーダー研修 次世代リーダー研修 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

キャリアパス制度とジョブローテーション制度 

職掌（大きく分けて4つ）と役職、着任標準年齢 

 Ｇ：総合（事務職）職掌 係員（18歳）～中堅係員（22歳）～主任（28歳） ～所長代理・係長（34歳） 

 Ｍ：管理職掌 所長・センター長・課長（39歳）～次長（44歳）～部長・室長（48歳） ～本部長（52歳） 

キャリアパスの一例 

Ｇ：総合職掌 
係員（18歳） 何事に対しても常に誠心誠意打ち
込み、気が付く豊かな心を持って素直に取組む 
 
中堅係員（22歳） クオリティを高めていく姿勢
を持ち、常に誠実かつ謙虚に物事に向き合い何事
にも果敢にチャレンジする 
 
主任（28歳） 常にコミュニケーションの重要性
を認識し、意識的にチームワークで業務を遂行す
る 
 
所長代理・係長（34歳） 常にあきらめ ない強い
精神を持ち、機転を利 かせて柔軟に対応し、自分
の持つ能力を最大限に発揮する 

Ｍ：管理職掌 
所長・センター長・課長（39歳） 課題解決 や目標
達成する強い意思 を持ち、常に自ら考え行動する 
 
次長（44歳） 経営資源の現状を理解し、常に全体
最適に向けた視点で行動する 
 
部長（48歳） 経営資源を最大に活用し、常に全体
最適の視点から課題解決に向けて行動する 
 
本部長（52歳） ヨコウンの 「顔」 になって、異
分野の人々と連携する力、広い視野、折衝力を養い
行動する 
 

ジョブローテーション制度 
各々の社員の能力開発を目的として、弊社の人「財」育成計画に沿って定期的に部門異動や業務内容の変更を行う制度。 
社内の異なる部門の業務を経験させることによって、本人の能力開発や将来の幹部としての応対スキルを学びます。 



社会貢献活動 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

チームスポンサー ～スポーツを通じて秋田・岩手を元気に！ 

ブラウブリッツ秋田（サッカー）、秋田ノーザンハピネッツ・岩手ビックブルズ（バスケット）のスポンサー
企業としてチームをサポートしています。 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

近隣道路の清掃活動やその他の社会貢献活動 

【ｊクレジット】 
二酸化炭素（ＣＯ２）の削減に向けて、横手市・森林組合森林吸収共同プロジェクト推進協議会が発行する
Ｊ－クレジット（植林・森林保護の権利）を10トン分購入しました。アイドリング・ストップやエコドライ
ブの実践、低公害車の導入などの取り組みにも限界があるため、削減 できないＣＯ２の一部を、Ｊ－クレ
ジットを購入し、森林の吸収によりオフセットする活動をしています。 

【アダプト・プログラム】 
県より協働パートナー団体の認定を受け、横手市と秋田市において近隣道路の清掃活動をしています。「アダプト」とは「養
子にする」という意味で、近隣道路の一定区間の「里親」となって、「養子」である道路や公園などの清掃を行うボランティ
ア活動のことです 

【YOKOUN交通遺児愛護会】 
交通災害により父または母を失った高等学校卒業前の児童・生徒の健全な育成と福祉の向上を図るため、愛護給付金を支給し
てサポートしています。 

【市立図書館への書籍提供】 
ビジネス系の雑誌を横手市の図書館に寄贈しています 

【地元主催の大会や催しなどへの協力】 
2019年第1回かまくらライドへの大会運営協力など 



先輩社員の紹介 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

髙橋 駿平 業務推進部勤務 2019年4月入社／東洋大学 ライフデザイン学部健康スポーツ学科卒 

【入社から現在までの担当業務】 
現在は業務推進部という部所に配属しています。主に会
議の日程調整や議事録の作成、全部門の重点取り組み課
題の取りまとめをするために、各営業所を訪問し、聞き
取り調査をしています。また、各部門間の業務が円滑に
進むための業務を行っています。 
 

【仕事にやりがいを感じるところ】 
長期に渡り準備したものが実を結んだ時です。学生時代
にもこのような達成感を味わう機会は多くありましたが、
社会人になって責任を背負った上での達成感はとても
清々しいものがありました。また、協力して物事を行う
ことの大切さと、成功した時の達成感は何か特別なもの
を感じます。 
 

【当社を選んだ理由】 
１つ目は秋田県に恩返しがしたいと考えていたからです。
私は高校まで秋田市で暮らしていたのですが、様々な人
からお世話になりました。その為、秋田県に戻り、秋田
県を活気づけたいと思い、弊社を選びました。 
 
２つ目は将来を見通すことが出来、スキルアップが出来
る会社だと感じたからです。資格取得のための補助など
が充実している印象を受けた為、自分のペースで学習し、
スキルアップを行っていくことができるのではないかと
思いました。 

エアピストルの秋田県代表選手として競技と仕事を両立 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

佐々木 光史 秋田菓子物流センター勤務 2018年4月入社／青森大学経営学部経営学科卒 

【入社から現在までの担当業務】 
新人社員研修後に秋田南営業所に配属され、現在は秋田
菓子物流センターで、商品の管理や労務管理などを担当
しています。 
 

【仕事にやりがいを感じるところ】 
ミスがなくドライバーが時間通りに配送を終えた時です。
ミスをしてしまうことはありますが、ミスをした時にそ
のままにせず、なぜそのミスが起きたのか、今後ミスを
なくしていくにはどのようにしたらいいのかを反省し、
反省をノートにまとめ、同じミスをなくすよう取り組ん
でいます。私はヨコウンに入った以上、一社員としてプ
ロ意識とプライドを持って業務に取り組んでいます。 

 
【当社を選んだ理由】 
一つ目は地元秋田に貢献できる仕事をしたいと思ったか
らです。今まで秋田でお世話になった分秋田のために恩
返しをしようとヨコウンを選びました。 
二つ目は、実家の農業と仕事を両立したいと思ったから
です。私の実家では、米を作っています。将来的には、
私も先祖代々受け継がれてきた田んぼを守り仕事と農業
の両立をしていきたいと思います。 

バスケットボールやスキーのコーチとして、ジュニア世代の育成に注力 



処遇や制度・福利厚生について 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

法定外福利厚生 ～充実した福利厚生 地元企業で安心してお仕事～ 

 法律によって義務付けられていない、使用者が
任意で行う様々な福利厚生措置で、当社独自の制
度も数多くあり、社員がより快適に仕事ができる
よう充実した職場環境の整備を行っています。 

 社宅や寮、社員食堂や給食、売店、運動場、
保養所などのレクリエーション施設のような
ものをはじめ、病院・診療所、健康相談、カ
ウンセリング、文化・体育活動（同好会制
度）への援助、慰安旅行、制服や作業着の支
給、さらには退職金制度、財形貯蓄制度、共
済会制度から慶弔見舞金、住宅補助制度、資
格取得補助制度、検診費用の補助など、非常
に幅広い項目が存在しています。 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

当社の独自制度 ※一部抜粋 

①育児休業制度 
 
②介護休業制度 
 
③エルダー社員制度（60歳～65歳まで） 
 

④社員持株制度（役職者へ会社より付与） 
 

⑤正社員登用制度（パートや契約社員から正社員へ） 
 

⑥資格取得支援制度（運転免許や業務上必要な資格） 
 

⑦団体保険加入制度 
 
⑧安全運転ドライバー奨励金制度（年2回） 

⑨社内表彰制度（11種類） 
永年勤続表彰 定年退職者表彰 永年勤続退職者表彰 善行賞表彰 
優良新人（ベストルーキー）賞表彰 優良運転者（ベストドライバー）賞表彰 
優良社員（ベストエンプロイー）賞表彰 優良管理者（ベストマネージャー）賞
表彰 5Ｓ活動優良（改善・提案）賞表彰 年間ＭＶＳ（Most Valuable 

Section）表彰 年間ＭＶＰ（Most Valuable Person）表彰 
 

⑩教育研修制度 
 
⑪働き方改革に 向けた社内勉強会や 
 
⑫働き方改革・ダイバーシティーの推進
（女性の活躍推進・両立支援・制度の多様化等） 

 
⑬ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取り組み 
 
⑭社内同好会制度 



総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します 

同好会制度 ～オン（仕事）とオフ（プライベート）もエンジョイ～ 

会員 7 名 

会員 6 名 

会員 17 名 



Fin. 


