
ご入会をご希望される方は、
下記、各地域本部へお問い合わせください。

※所属する協同組合により別途初期費用や月額諸費用が必要となります。

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会（JL連合会）
メールでのお問い合わせは　info@jln.or.jp　まで

■北海道地域本部 〒065-0041　北海道札幌市東区本町1条 10-1-1
 TEL 011-781-6087　FAX 011-781-6088

■東北地域本部 〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル3階
 TEL 022-226-8565　FAX 022-226-8566

■関東地域本部 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-4-3　KMビル 4階
 TEL 03-5825-9557　FAX 03-5825-9558

■東海・北陸地域本部 〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8　大東海ビル2階
 TEL 052-589-2216　FAX 052-589-2276

■近畿地域本部 〒531-0072　大阪府大阪市北区豊崎3-2-1　淀川５番館5階
 TEL 06-6376-8122　FAX 06-6376-8123

■中国・四国地域本部 〒732-0052　広島県広島市東区光町2-1-18　広島県トラック総合会館4階
 TEL 082-236-9071　FAX 082-236-9072

■九州・沖縄地域本部 〒862-0901　熊本県熊本市東区東町4-6-1
 TEL 096-214-7666　FAX 096-214-7668

■連合会本部 〒531-0072　大阪府大阪市北区豊崎3-2-1　淀川 5番館 8階
 TEL 06-6377-2900　FAX 06-6376-3663 www.jln.or.jp

ローカルネット 検 索
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1 取引高No.1
　荷物・車輌などの情報登録数、
契約数、取引高共に業界№１の求
車求荷システムであり、稼働後、特に
大きな障害もなく、長年にわたり実
績のある業界№１のシステム信頼度
です。2008年には業界初の「ビジ
ネス特許モデル（PAT4191893）」も
取得致しました。

2 安心決済
　情報交換は組合員であるメン
バー同士が直接行いますが、決済
は互いに所属する協同組合同士で
行うため、責任の所在が明確で安
心して取引して頂けます。また本部
集中精算により請求額・支払額の
相殺が行われ、大変便利にご利用
頂けます。

4 スムーズ検索
　荷物を依頼する側と、車輌を活
用したい運送側が「荷物・車輌」
の情報を登録・検索します。条件
に合う情報があれば相手先と連絡
を取り、詳細な条件を確認後、契
約となります。

2008年　
  ・特許取得  第4191893号

2013年
  ・特許取得  第5188002号

2017年
  ・意匠取得  第1577358号
  ・意匠取得  第1577670号
  ・特許取得  第6162294号

5 スマホ対応
　スマートフォンでも利用可能とす
ることで、より多くの情報登録の向
上が期待されます。荷物登録、車
輌登録、およびなんでも掲示板な
どがいつでもどこでも利用するこ
とができます。

3 補償保険
　安全運転を心掛け、業務遂行に
は万全を期していますが、万が一
事故が起こった場合には「ローカル
ネットの保険制度（総合補償保険・
荷主総合補償保険）」及び「運送
代金保証保険制度」で補償され、
組合員全員が加入しているため安
心してお取引頂けます。

　私達「日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会（ＪＬ連合
会）」は、全国の中小トラック運送事業者が、新たな物流システムの創
造を目指して自ら構築した「日本最大の物流ネットワーク組織」です。
　全国のＪＬ仲間とパソコンによる24時間対応オンラインシステムで
結び、主に求車求荷･共同受注･共同購入事業等の活動を行っています。
　また、地域本部大会や協同組合の交流会や講習会を通じて、沢山の仲
間の会社と知り合う事ができ、その沢山の仲間と力を合わせる事によっ
て、お客様のニーズに迅速･的確にお応えする事ができます。
　また、中小１社の規模でも大手物流会社若しくは大手路線会社と同等
の力を身に付ける事が可能です。
　続々と沢山の仲間が参画しています。是非、あなたもご参加頂きその
スケールを体感してみて下さい。

ＪＬ連合会 
マスコットキャラクター
「パル」

組合員

組合員

組合員

組合員 組合員

組合員

組合組合

組合 組合

JL連合会
ネットワーク

連合会サーバ
荷物／車輌情報

連合会

インターネット

掲示板
登録した情報は、リアルタイムに
連合会サーバに反映されます。
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年間総取引高額

約446億円
資格・認証取得率

 （業界全体） （ＪＬ連合会） 
Ｇマーク 31．3％ ５４.０％ 
グリーン経営 5．9％ ２０.２％ 総 特 第 ５ ８ 号

年間登録契約数

約57万件

ローカルネットには
多くの仲間がいます！ 
ローカルネットは日本全国を網羅しています。地域密着型の地域輸送、
都市から都市への幹線輸送まで多様に対応できます。また、荷主企業
様が営業所のない地域への配送の際には配送センターの利用もローカ
ルネット経由で地元の協同組合を通じてご利用頂けます。新規開拓ルー
トには強い味方となります。 

ネットワーク函館協同組合
ネットワーク東北海道協同組合
ネットワーク札幌協同組合
ネットワーク旭川協同組合
北見地区貨物運送事業協同組合
ネットワーク苫小牧協同組合
ネットワーク道央協同組合
ネットワーク空知協同組合
ネットワークフレンズ札幌協同組合
ネットワーク丹頂釧路協同組合

北海道地域本部

青　森 ネットワーク青森協同組合
岩　手 物流ネットワークオール岩手協同組合
宮　城 オール宮城運輸事業協同組合
 仙台港運送事業協同組合
秋　田 秋田物流ネットワーク協同組合
山　形 山形物流ネットワーク協同組合
 日本海物流ネットワーク協同組合
福　島 福島物流ネットワーク協同組合
 郡山ネットワークサービス協同組合
 いわきトラック事業協同組合

東北地域本部

富　山 富山ネットワーク協同組合
石　川 石川中央ネットワーク協同組合
岐　阜 物流ネットワーク中部協同組合
 物流ネットワーク西濃協同組合
静　岡 静岡物流ネットワーク協同組合
 浜松ネットワーク協同組合
愛　知 愛知物流ネットワーク協同組合
 物流ネットワーク三河協同組合
 協同組合トラストワーク東愛知
 中央愛知物流ネットワーク協同組合
 物流ローカルネット名古屋協同組合
三　重 東紀州ネットワーク協同組合
 協同組合ネットワーク三重
 三重中央ネットワーク協同組合
 三重北ネットワーク協同組合

東海・北陸地域本部

茨　城 協同組合物流ネットワーク茨城
 ロジスティック西茨城協同組合
栃　木 物流ネットワーク栃木協同組合
群　馬 オール群馬トラックセンター協同組合
 太田地区運送事業協同組合
埼　玉 埼玉中央輸送協同組合
 物流ネットワーク埼玉協同組合
 物流ネットワーク新さいたま協同組合
 行田トラック事業協同組合
 越谷ネットワーク協同組合
 入間地区トラック事業協同組合
 熊谷トラック事業協同組合
 東武運輸事業協同組合
 ネットワークロジ埼玉協同組合
 埼玉県央流通事業協同組合
 物流ネット武蔵協同組合

千　葉 印旛トラック事業協同組合
 協同組合システムネット北千葉
 京葉物流ネットワーク協同組合
 協同組合ネットワーク千葉
東　京 物流ネットワーク多摩協同組合
 協同組合ネットワーク東京
 ウイング東京21協同組合
 ロジ東京協同組合
 首都圏物流ネット協同組合
 東京トランスネット協同組合
 ベイエイト東京物流ネット協同組合
神奈川 協同組合物流ネットワーク神奈川
新　潟 協同組合ネットワーク新潟
 新潟物流ネット協同組合
山　梨　協同組合物流ネットワーク山梨
長　野 協同組合物流ネットワーク長野
 長野物流事業協同組合

関東地域本部

島　根 山陰物流ネットワーク協同組合
岡　山 協同組合岡山中央物流ネットワーク
 岡山南運輸事業協同組合
広　島 広島物流ネットワーク協同組合
 ネットワーク福山事業協同組合
山　口 物流ネットワーク山口協同組合
徳　島 協同組合物流ネットワーク徳島
香　川 香川物流ネットワーク協同組合
愛　媛 愛媛物流ネットワーク協同組合
 オールエヒメネットワーク協同組合
高　知 高知物流ネットワーク協同組合

中国・四国地域本部

滋　賀 滋賀県地域輸送情報ネットワーク協同組合
京　都 協同組合ネットワーク京都
大　阪 ネットワーク大阪協同組合
 協同組合ネットワークなにわ
 協同組合ネットワーク近畿
 同友大阪運輸事業協同組合
 ローカルネットオール大阪協同組合
 ネットワーク大阪南部協同組合
 協同組合ネットワーク南大阪
 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合
 大阪中央物流ネットワーク協同組合
 ローカルネットイースト大阪協同組合
 ベイエリア輸送ネット協同組合
 協同組合ネットワーク淀川
 新大阪物流ネットワーク協同組合
 大阪物流システム協同組合
 サウス大阪物流協同組合
 協同組合物流大阪21
 協同組合ネットワーク関西
 協同組合物流ネットサービス
兵　庫 物流ネットワークシステム協同組合
 東神戸運輸協同組合
 物流ネットワーク播磨協同組合
 協同組合物流ネットワーク阪神
 尼崎運輸事業協同組合
奈　良 奈良中央運輸事業協同組合
和歌山 和歌山ネットワーク輸送協同組合

近畿地域本部

福　岡 物流ネットワーク福岡協同組合
 物流ネットワーク北九州協同組合
 協同組合オッショイ博多
 ロジテック福岡協同組合
 協同組合とびうめ倶楽部
佐　賀 佐賀県貨物自動車事業協同組合
熊　本 熊本輸送団地協同組合
 協同組合火の国倶楽部
大　分 大分物流ネットワーク協同組合
宮　崎 都城トラック団地協同組合
 宮崎物流ネットワーク協同組合
鹿児島 鹿児島物流ネットワーク協同組合

九州・沖縄地域本部
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 物流ネットワーク西濃協同組合
静　岡 静岡物流ネットワーク協同組合
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貴社におすすめのリアルタイム情報 地図検索機能

求荷・求車ポータル画面

ローカルネットは
NO.1の物流システムです！ 

作業項目のボタンを選んでクリック

TOPメニュー画面

荷物・車輌情報の登録・検索をする

情報登録・検索画面

の特徴

「スグニー」と「貴社におすすめの
リアルタイム情報」の一覧を
全画面表示させることができます。

過去の取引実績、荷物や車輌情報
の登録実績、及びPR情報の得意
方面などから組合員の嗜好を分析
し、貴社におすすめのリアルタイム
情報を表示します。

地図から積込地・卸地を選択し、荷物や
車輌の情報を検索することができます。

都道府県ごとの積込地・卸地登録件数
の合計が表示されます。

カーソルをあてると、
登録件数の内訳が表示されます。

荷物情報登録 荷物情報登録完了

荷物検索 情報詳細画面（契約）

複数登録機能

住所データ・距離データが刷新されます。
登録内容から、取引先の候補となる
「おすすめの組合員」を紹介します。

ここから、検索条件の設定ができます。

契約情報の詳細画面からは、
配車依頼書が出力できます。

荷物情報取り込み用エクセルテンプレート

一度に複数の情報が登録できます。
定期便など、複数の情報を一度に
登録する際に便利です。

エクセルファイルに入力した情報
を取り込むことができます。
エクセルの再利用（よく登録する
情報の最利用）も可能です。

荷物情報複数登録画面

スマートフォン機能 スマートフォンから荷物・車輌の登録と検索が可能

WEB  API連携 Google Mapと連携し経路情報を表示、
外部サービスと連携、さまざまな便利機能を段階的に導入

なんでも掲示板 LINE風の使いやすい操作性に加え、
グループ機能により地域や単協及び個別グループ間のコミュニケーションを促進

WEBサイト
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【SGNY（スグニー）】
便利機能

スマートフォン版

システムの動作環境 ご準備いただく端末機器について

※ Microsoft® Windows®およびMicrosoft® Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ Mozilla®およびFirefox®は、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ Google Chromeは、米国Google Inc.の商標または登録商標です。
※ Adobe Reader は 米国Adobe社の登録商標です。
※ FlashおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※ その他、記載されている会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

複数端末での利用について
１組合員につき、最大5名（5ID）までご利用頂くことが可能です。

パソコン版推奨環境

OS OS/WEBブラウザの
バージョン 画面解像度

Windows 8.1 以上
Microsoft Edge 最新版
Firefox 最新版
Google Chrome 最新版

フルHD
（解像度：
1920×1080）
以上推奨
（※1）

JavaScriptを
有効にしてくだ
さい
[Cookie]を
有効にしてくだ
さい（※2）

Mac OS X 10.10 以上
Safari 最新版

スマホ版推奨環境

指定した条件と一致する情報が登録されると、電子メールで通知が届きます。
条件と一致した情報は、求荷求車ポータルにも一覧表示されます。

スマホ版トップ画面

コミュニケーション
メンバー同士のコミュニケーションや本部からのお知
らせなどが掲載されます。
またメンバーがどんな車輌を所有しているかも検索出
来ます。

お知らせ情報

組合員メンテ画面 なんでも掲示板

自社の紹介・PR情報を
公開できます。

お知らせ情報が確認できます。
未読の重要なお知らせがあるときは、
【重要なお知らせ】のポップアップ
が表示されます。

タイトルをクリックすると、
お知らせの詳細を閲覧できます。

LINEのような操作方法

トークやグループの作成が可能です。

WEBブラウザ
設定

Windows
OS

Mac
OS

OS OS/WEBブラウザの
バージョン 画面解像度

iOS11 以降
Safari 最新版

360×640
以上推奨
（※1）

JavaScriptを
有効にしてくだ
さい
[Cookie]を
有効にしてくだ
さい（※2）

Android 6.X以上
Google Chrome 最新版

WEBブラウザ
設定

iOS

Android
OS

※1 指定以下の解像度で利用する場合、レイアウトが崩れたり、一部のコンテンツが切れて表示される場合があります。
※2 「ローカルネットNEXT」では、認証機能にCookieを使用しています。Cookieが無効になっている場合、認証機能が利用できません（ログインすることができません。） 

ここから、スグニー条件の設定が
できます。

スグニー条件登録画面

荷物と車輌、それぞれ最大5個の
条件設定が可能です。

条件と一致した情報が登録されると、一覧に表示されます。
※電子メールでも通知されます。

なんでも掲示板

荷物情報登録画面

荷物情報検索画面 車輌情報登録画面

車輌情報検索画面
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多くの情報を得ることで、
全国的な商談が可能に！
　地方の一運送事業者でも、全国規
模の情報網を持てたことで、全国的
な商談ができる様になりました。加
盟組合員であるＪＬ仲間に自社車輌
と変わらない輸送品質で代行して貰
えることは大変素晴らしいです。私
自身も勉強をさせて頂き、見聞を広
めることができました。実務者も有

意義な情報交換
をしたり全国の
仲間の頑張りを
見ることで、と
ても励みになっ
ています。組合員A

ＪＬ仲間の大切さを実感、
素晴らしい仲間に感謝！
　お客様に「全国主要都市に製品ス
トックと配送を任せることができるで
しょうか？」とのご相談を受けまし
た。早速、ＪＬ仲間に連絡を取り相談
したところ、その場で手配することが
できました。その回答をお客様に行っ
たところ「大手に依頼しても３日
は掛ると思うのですが、素晴らしい
ネットワークです
ね。」とお褒めを
頂きました。あ
らためてＪＬ仲間
に感謝です！

組合員B

ローカルネットを活用して、
増収増益を続けています！
　当社の地場産業は農業と観光であ
り、野菜・肥料・農業資材が主な取
り扱い品目です。人口減と不景気で
はありますが、当社はローカルネッ
トの活用により、増収増益を続けて
います。具体的には、帰り荷の確保、
ＪＬ仲間の車輌を自社車輌として営
業できること、地域大会などの出席

により有意義な
情報も得ること
ができるなど、
本当に助かって
います。

組合員C

配車担当者同士の
横の繋がりができた！
　当社は田舎に立地する小さな会社
ながらもローカルネットを利用する
ことで、全国配車が可能となり、仕
事の幅も広がりました。厳しい経営
環境の中、ＪＬ仲間ができたことで
孤独に陥らず、互いに仕事上の悩み
を意見交換することで、強い気持ち
を持つことができる様になりまし
た。また、配車
担当者の横の繋
がりもできたこ
とで、楽しんで
仕事が出きる様
になりました。 組合員D

入会へのステップ

入会条件のご確認
●貴社がパソコン設置を予定されます所在地にある協同組
合に所属して頂くことが前提となります。
●該当協同組合に入会条件等をご確認頂きます。

1

各協同組合にて
入会審査

●入会条件に合意された上、正式な申し入れに基
づいて該当協同組合内で承認手続きを行います。2

●地域内の協同組合による承認手続きの結果、合
意に達した場合は本会への入会が自動的に承認
されたこととなります。

地域内組合の
合意による参加承認3

大満足！ローカルネット最高！組合員の喜びの声

システム研修 社会貢献活動マスコットキャラクター「パル」 懇親会研修会 表彰式

記念式典 展示会

社会貢献
各地域本部や加盟組合による、
献血、清掃、募金、チャリティー
活動等を実施しています。

各種イベント
各地域本部大会、表彰式、親睦
会、展示会への参加等のイベン
ト行事を随時開催しています。

研修会
資質向上のため、理事長研修
会、システム研修会、等の研
修会を実施しています。

ローカルネットには
ヒューマンネットがあります！ 

　日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会（ＪＬ連合会）の加盟組合員は、お客様と共により良く
成長したいという共通の目的で結びついています。だからこそ、ひとりひとりが主役であり、相互扶助の精神（一
人は万人のために、万人は一人のために）に基づき、日々の業務推進に努めています。
　私たちはそうした人と人との絆『ヒューマンネット』を大切にしています。
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