
株式会社ハンナ



2021年度

☆ 総合職

☆ 運行管理者・補助者

☆ ドライバー



会社概要
◇本社 奈良市北永井町372番地
◇設立 昭和55年10月
◇代表取締役 下村由加里

◇田原本営業所 奈良県磯城郡田原本町
◇大阪営業所 摂津市鶴野
◇京都営業所 京田辺市草内

◇従業員146名（2020年7月現在）
◇保有車輌112台
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弊社は安全、安心、継続し続ける企業として地域・社会に評価され、

お客様の価値向上に貢献する 熱血プロ集団 であり続けます。

私たちは、安全・安心を最優先に日々進化する企業づくりをめざします。

経 営 理 念
私たちは、企業の発展を軸とし、お互いの物心両面の幸せを追求します。

私たちは、日々進化する企業づくりと品質向上に努め、社会的責任を果たします。

私たちは、環境に配慮して社会に貢献する輸送サービス業をめざします。

株式会社 ハンナ

【ビジョン】



物流は、つねに
ライフライン（生活）を支えるラストランナーです。

社会にモノがある限り配送は止まりません



運送業＝配達する仕事だけ
ではありません。

他業界と何ら変わりなく

会社運営業務（営業・総務・人事・労務・経理）があります。

違いは・・・

運行管理業務（運行管理者在籍）があるだけ！！
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総務・労務 経理営業

＊入社・退社等、雇用に関する手続き

＊給与計算、年末調整関係、住民税

＊契約書、納品書等の処理や保管

＊制服、社用携帯の配付、管理

＊社内備品の準備、管理

＊社内行事の準備、管理

＊各認証の取得、更新

＊求人・広報活動

＊お得意先管理

＊協力会社管理

＊自社データー分析

＊請求書発行

＊決算関係

＊弥生会計入力

＊銀行口座入出金管理

＊税金関係

＊支払関係

＊社内会議資料の管理

＊営業資料の作
成

業 務 内 容

運送業界は他業界と比べても業務内容は
何ら変わりません。

運行管理

＊点呼

＊運行時間集計

＊運行指示書作成

＊車両管理

違いは運送法で定められた 運行管理部門 があるだけ



製パン チルド商材 郵便

リネンサプライ 事務用備品

通販文具アパレル

ハンナが運んでいるモノ

乗務員マイスターを育成しています



ドライバーの一日のスケジュール

7：30 積込スタート

8：00～8：30 出発

配達

12：00～13：00 休憩

配達
17：00 営業所到着 営業所に帰って仕事の後始末！

余った時間は、
洗車や
整備等、車のメンテナンスなど！！

EX：１
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女性ドライバー大歓迎

10名在籍
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18歳 20歳 25歳 30歳 40歳 45歳 50歳 60歳 70歳
給
料 年齢

小口共同配送
グループA 中型

グループB C

大型
グループD E

長距離運行 近距離

長距離

定温①②
グループ
FGHI

運行管理資格取得

結婚 子ども誕生

管理職を目指すもよし！

大型
グループD E

小口共同配送
グループA

教育資金かさむ

扶養家族の成長
第2の人生START

乗務員マイスターを目指すもよし！



安全へのこだわり

社員全員で開催する年２回の安全大会やグループごとに行なう
ミーティングで、安全や社会に対する取組みを共有！

３M（無事故・無違反・無災害）に徹底的にこだわる



健康経営への取り組み

社員の健康はハンナの力



交通事故発生には
ドライバーの健康状態が大きく影響

事故をなくすために、プロドライバーの心構え
として自身の健康管理をする！

事故のない会社をつくるため
社員を大切にするため

社員の健康管理を経営に組み込もう

健康経営優良法人認証取得





健康経営優良法人2017奈良県初認証
奈良県知事表彰受賞
職場まるごと健康チャレンジ 金賞

喫煙者・メタボ対象者・病欠者 減少
社員定着率UP 新卒者の入社

“健康経営取り組み事例”として紹介

「健康経営ハンドブック2018」
経済産業省・東京商工会議所発行

健康経営アドバイザーテキストに採用



当社が取得している認証

・ISO39001認証
（道路交通安全）

・グリーン経営永年認証表彰
ゴールドマーク取得・安全性優良事業所

Ｇマーク

★
安
全
★

★
優
良
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・なら女性活躍推進

安全・優良・環境等に対する各種認証を取得

（客観的評価基準導入）



女性活躍推進プロジェクト



物流関連業務にチャレンジする女性を応援するための呼称

Happiness Life Angel
幸せな
幸せを届ける

幸せを届ける天使

女性活躍推進プロジェクト

天使人生・生活・命

生活に欠かせないものを届け
る



HLA Happiness Life Angel

四つ葉のクローバーは

三つ葉が何らかの衝撃
を受けて変化した と言われています。

四つ葉のクローバーのように起こりうる出来事を
自身の成長・進化に結びつけて幸福を手にしていく。
そして幸せをお客様へお届けしていく存在でありたい！

という想いを込めています

女性をイメージした
サーモンピンク色せ

幸せの象徴といわれる
四つ葉のクローバー



”他人事”であった

さまざまな取り組みをいつのまにか

”自分ごと”に変えてしまった女性社員POWER

そして・・・・・

㈱ハンナは男性は男性の

女性は女性の強みを活かし

そのことが特別ではなく

個性として働ける環境づくり を目指します



奈良労働局より「働き方改革」の要請書を頂きました

2019年12月24日



労働局HP 健康経営で働き方改革

奈良県民だより

女性が活躍する
企業として紹介

奈良テレビ放送
女性が活躍する企業として紹介

ハンナは社員の
個性を大切にします！

社員満足度





サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間
を融合させるシステム

ソサエティー5.0
デジタル化社会の未来へ



【５Gの主要性能】

超高速
超低遅延
多数同時接続

2時間の映画を3秒でダウンロード
ロボット等の精緻な操作をリアルタイム通信実現
自宅部屋内の約100個の端末・センサーがネット接続

第5世代移動通信システム（５Ｇ）



デジタル化社会が進み”なくなる仕事”



オペレーター（コールセンター業務）キーパンチャー（データ入力用）
長距離輸送 入出荷作業員（棚卸含む）
構内作業オペレーター梱包（流通加工）宅配業務 等

自動化には高額の設備投資が必要！
輸配送の自動化は安全面の担保が困難！

納入先（お客様）の協力必要
中小企業にはハードルが高い。

実現はまだ先か？

物流関連業務では なにがなくなる？



企業活動における問題点を常識に捉われず様々
な角度からアプローチし、改善施策を考えるこ
とができる。また、数値的根拠を用い、改善活
動を行ない的確な『判断』ができる。

“未来創造型人材”
が必要とされる

What are we doing now



倫理的思考

正確な判断力

協調性

デザイン思考

自発的行動力

高いタレント力（個性・長所）

ハンナが求める人材

“未来創造型人材”





学生の間にチャレンジできる資格

取得条件
①貨物運送事業での運行管理者補助者の経験が一年以上ある
②運行管理者基礎講習を修了した者

このどちらかに当てはまれば運行管理者試験の受験可能。

運行管理者

危険物取扱乙種第4類

取得条件
年齢制限なし。
※乙種を制覇した小学生が話題！

運行管理者試験は 年2回！
危険物取扱試験は 年3回！

受験の際は要注意
（奈良県の場合）



学生の間にチャレンジできる資格

取得条件
・20歳以上
・準中型、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得して
から２年経過後、取得可能。

取得条件
・21歳以上
・普通免許、準中型免許、中型免許、大型特殊免許の
いずれかを取得してから 3年経過後、取得可能。

中型免許

大型免許

💨



次世代をになう若者たちが
活き活きと働ける企業へGO!!

年齢を重ねても
活き活きと働ける企業へGO!!

夢

希望

目標

安定趣味

全部叶えるのも自分しだい



2021年度募集内容

☆ 総合職

☆ 運行管理者・補助者

☆ ドライバー



35

エントリーお待ちしています！

You tube ホームページ


