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街へ一歩踏み出すと、いろんなことが見えてきます。
物流の現場で、汗をかきながら忙しく立ち回る人々。
デジタル化の波に乗り遅れて、競争力を失った商店や企業。
有効な用途が見つからず、眠り続けている土地や建物…。
いろいろありますが、どれもが切実なものばかり。
uprは、物流の最前線を現場の人々と同じ目線で見つめています。
現場の課題を拾い上げながら、物流をはじめとしたさまざまな分野にITを融合させることで、
最適化ソリューションを提供していくことが私どもの使命の一つでもあります。

キーワードで問題を探る 物流クライシス

ECやネットショッピングによる配送量の増加に
加え、ドライバー不足、ドライバーの高齢化など
が拍車をかけて、物流クライシスは起こりまし
た。しかも、注文の翌日配送、無料配送、再配送
など、サービスレベルの向上も当たり前のよう
に求められています。物流クライシスは、生活
者だけでなく、店舗への在庫補充、BtoB取引
など、一般企業の活動にとっても大きな問題に
なっています。

経済産業省のガイドラインで、DXは「企
業がビジネス環境の激しい変化に対応
し、データとデジタル技術を活用して、顧
客や社会のニーズを基に、製品やサービ
ス、ビジネスモデルを変革するとともに、
業務そのものや、組織、プロセス、企業文
化・風土を変革し、競争上の優位性を確立
すること。」と定義されています。欧米諸
国に遅れをとったといわれる日本は、DX
を政策として推進。乗り遅れれば、マー
ケットでの競争力は減衰していきます。

1

キーワードで問題を探る DX：Digital Transformation2

モノ消費からコト消費へ。資源を有効活用し
ようとする「共有経済」の概念は、思いつく
だけでも、カーシェアリング、ルームシェア
リング、ワークシェアリング…といろいろあ
り、ネットの普及で運用が容易になりまし
た。特にカーシェアリングは、新車販売が命
であるはずの自動車メーカーさえ、新規参
入するほどの勢いを見せています。シェア
リングの発想を抜きにして、これからの経済
は成り立ちにくいといえるでしょう。

キーワードで問題を探る シェアリングエコノミー3

ICTを利用して自家用車以外の様々な
移動手段をシームレスに繋ぐ、という
MaaSの概念。日本ではまだ馴染みが薄
いですが、2017年にフィンランドで始
まり、瞬く間に世界へと広がりました。移
動の効率化はもちろん、交通渋滞の緩
和、環境汚染の軽減、地域社会の活性化
など多くのメリットを生み出します。日本
もMaaSのように斬新な概念を積極的に
吸収し、官民一体で取り組まなければ、
持続可能な社会を実現できません。

キーワードで問題を探る MaaS：Mobility as a Service46.76%
物販系EC化率

日本のEC市場規模の推移

0
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参考：IMD世界デジタル競争力ランキングで、日本は23位

2%

全く推進していない

出典 : 日経BP総研イノベーションICTラボ / n=895

出典：経済産業省「令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる
　　  国際経済調査事業（電子商取引に関する市場調査）」

推進している

（億ドル）

150億ドル

2013年

調査期間：2014年12月17日～22日※ 出典 ：PwC「The sharing economy - sizing the revenue opportunity」

2025年（予測）

3,350億ドル

シェアリングエコノミーの海外市場規模
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3位：スウェーデン

4位：デンマーク

5位：スイス

6位：オランダ
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10位：韓国

・・・・・

23位：日本

MaaS

推進しているのは3社に1社のみ。
海外に比べ遅れている。
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働く人々と
循環型社会のために、
新しいインフラを。

2
2

ユーピーアール株式会社

代表取締役 酒田義矢

変わらないこと。
変わらなければいけないこと。

SMART COMPANY

DX・シェアリング

DX・シェアリング

シェアリング

お客様の最前線を
DXとシェアリングで支えるスマートカンパニー
お客様の最前線
uprは常にお客様の現場を見つめてそこで働く人々の課題を探り、解決策を提案してきました。
最前線を重視することは、時代の変遷に関わらず変わらない当社の姿勢であり、
未来へ向けて受け継がれるレガシーです。

DXとシェアリング

スマートカンパニー
スマートシティ、スマートハウスなど、「スマート」とはICTやIoTなどを駆使して最適な制御を行い、
安全・快適な暮らしを実現していくこと。uprも、高度な技術を提供するスマートカンパニーとして、
各事業の枠にとらわれることなく活動の幅を広げています。

人手不足や高齢化などの社会的問題、DXの加速。
生活環境が著しく変化していくなかで、いま社会が必要としているのは、
循環型社会に貢献できるような、新しいインフラの整備です。
uprは、物流と情報技術の力によって、
働く人々のために、更には生活する人々のためにより良い環境をつくり、
経済活動を営むうえで不可欠となる基盤、
当たり前となるような仕組みを創造しています。

uprは、黎明期からパレットなどの物流機器レンタルを事業の柱としてきましたが、
物流の多様化、情報技術の高度化などによって、ビジネス環境も様変わりしてきました。
現在はDXとシェアリングを主軸に、様々なソリューションを提供しています。

私は「不易流行」という言葉をよく口にす
るのですが、その意味はご存知の通り、時代
を経ても変化してはいけないことと、時代に
合わせて変化することを指します。
uprの「不易」は社員ファーストの精神で
す。全社員が気持ちよく働くことができ、
その結果、お客様に喜ばれる商品やサー
ビスが生み出され、会社の業績が上がり、
社員の暮らしへと還元されていくこと。こ
の循環が大切だと思っています。誇り・や
りがい・将来性など、様々な面から人を輝
かせる会社でありたいと考え続け、「健康
経営優良法人2021（ホワイト500）」に
も認定されました。そして今後は、「自分
の息子や娘を入社させたい企業No.1」の
座を目指したいと思います。

一方の「流行」は、現状に満足することな
く常に新しいことに挑戦していく精神で
す。上場こそさせていただきましたが、物
流レンタル業界としては後発組ですの
で、新しいことにチャレンジしていかない
とブレイクスルーできません。コーポレー
トメッセージである「やってみようupr」を
合言葉に、まだ誰も見たことのない新しい
商品やサービスを提供できるよう努めて
います。アクティブRFIDタグ、IoT、ICTな
どのデジタル技術を駆使し、必要とあれば
M&Aでリソースを獲得し、想像をカタチに
できる内製環境も整いました。「お客様の
最前線を、DXとシェアリングで支えるス
マートカンパニー」であるために、お客様
の課題をいち早く察知し、ご提案、解決でき
るよう挑戦して参ります。

パレット事業スマートパレット®事業 
物流クライシスの
解消を目指します。

物流IoT事業
物流の効率化・
トラブル軽減を目指します。

ICT事業

作業場・物流の生産性向上を
目指します。

ビークル
ソリューション事業

アシストスーツ事業

循環型社会・MaaS普及に
貢献します。

作業現場の身体的負担を軽減。
腰痛ゼロを目指します。 

工場、食品事業をはじめ
様々な分野におけるDX化を促進します。
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3

Society5.0の実現へ向けて
日本は情報処理技術を様々な分野にまで広
げ、経済成長、健康長寿社会、社会変革につ
なげていこうとしています。また、培われた
科学技術とその成果を、あらゆる産業や領
域にまで浸透させ、国際社会で誇れるよう
ビジネスの強化とサービスの質的向上を図
ろうとしています。具体的にはサイバー空
間とフィジカル空間（現実社会）が高度に
融合した「超スマート社会」を未来の姿と
して共有し、その実現に向けた一連の
取り組みを「Society5.0」と呼んで、推
進していきます。そのため、サービスや事業
のシステム化、システムの高度化、複数シ
ステムの連携が必要であり、産学官・関係
府省の協力のもと、共通プラットフォームの
構築が望まれています。

情報社会（Society4.0）との違い

Society5.0では、フィジカル空間から
センサーとIoTを通じてあらゆる情報が
集積(ビックデータ)され、AIがビッグデー
タを解析し、高付加価値を現実空間に
フィードバックします。

①現場で働く人たちの腰の負担を軽減する
「アシストスーツ事業」

②端末を取り付けることで対象物の移動環境を
　確認でき、追跡ソリューションも提供する

「物流IoT事業」

③遠隔地の状況を確認して、
　遠隔ソリューションを提供する

「ICT事業」

④カーシェアリングのシステムを提供し、
　今後はMaaSに参画予定の

「ビークルソリューション事業」

upr中期経営計画2025における売上構成比の変化upr4つの事業

レンタル事業は引き続き全社の2/3
次世代対応型事業が全体の20%近くに上昇
販売事業の比率が低減（金額は維持）

次世代対応型事業の比率
18%

4%

20.8期
売上高

レンタル 販売 アシストスーツ 物流IoT ICT ビークルソリューション

25.8期
売上高

５年後

3%
3%

1%

22%

67%

5%
5%

4%

4%

14%

68%
12,732百万円

20,500百万円

Society4.0 Society5.0

人がアクセスして　　　　情報を入手・分析 センサーが情報収集 高付加価値な提案

人が操作して活用 AIから提案 自動化自動走行

AIBIG DATAクラウド

情報・解析

※超スマート社会：必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、
　あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会。

日本は、世界に先駆けて「超スマート社会」※を実現しようとしています。
それが「Society5.0」。内閣府の第5期科学技術基本計画で打ち出されました。
人類は地球に登場して以来、狩猟→農耕→工業→情報と大変革期を経験してきました。
Society5.0は、現在から未来へかけて科学技術イノベーションが先導していく、
まったく新しい社会です。
uprもSociety5.0を念頭に中期経営計画2025を策定しています。

必要かつ強化が求められる技術
Society5.0で実現する社会では、人とモノが
つながり、知識や情報が共有されることで、今ま
でにない価値を生み出します。必要とされるの
は、IoT・ビッグデータ解析・AIなど「共通プラット
フォームの構築に必要とされる技術」、さらには
センサー・ロボットなど「新たな価値創造に向け
てコアになる技術」であり、その開発や強化をス
ピーディに行っていくことが重要です。

Society5.0に並走する、uprの次世代対応型ビジネス
uprは主軸となるパレット関連事業以外に4つの次世代対応型
ビジネスを展開しており、中期経営計画では大幅な伸びを計画
しています。
4つのそれぞれの事業には、高感度センター技術、IoT、ICT、
ロボット技術などが既に活用されており、近い将来

AIやビッグデータ解析などの最新技術も積極的に取り入れて
いく方針です。uprは、Society5.0に単に寄り添うだけでな
く、総合力を発揮することで日本の牽引力となれるよう努めて
います。

IoTで全ての人とものが繋がり、
新たな価値が生まれる社会

イノベーションにより、
様々なニーズに対応できる社会

AIにより、必要な情報が
必要な時に提供される社会

ロボットや自動走行車などの技術で、
人の可能性が広がる社会

Society5.0
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総合力が発揮されている企業とは ?
誰もがお客様のほうを向いて仕事をすると同時に、
社員同士が自由に語り合える風土があることだと思います。
気づきがあれば、一人胸のうちに留めておくのではなく、
部署や事業の枠を超えてコミュニケーションすること。
目的が「お客様のため」という一点に絞り込まれていれば、
チームワークは容易に発揮されます。
uprは、社員みんなを活かし、みんながイキイキと輝ける、
そんな企業を目指しています。

物流機器のシェアリングにより、
社会インフラを支える。

物流機器のシェアリングと
DX化により、
社会インフラを支える。

パレット事業

スマートパレット®事業  

物流のDX化、及びサービスの
シェアリングを目指す。

物流IoT事業

「なんつい」「ワールドキーパー」など、
サブスクリプション型ビジネスモデルを
確立。最近では、医薬品GDP（Good 
Distribution Practice：実践流通規範）
にも対応しています。

生活者のシェアリングを促進。

ビークル
ソリューション事業

サブスクリプション型ビジネス。クルマ以外
のモビリティサービスとの連携も視野に
入れており、MaaS参画も目指していま
す。

培った情報技術を役立て、
DXやシェアリングを促進。

ICT事業

お客様の最前線で、
労働環境の改善を目指す。

アシストスーツ事業

物流クライシスの解消やSDGsの観点か
ら、今後も伸長する当社の基盤事業。業界
全体で取り組んだ統一パレットの共同利用
は、国土交通省から先進的な事例として
紹介されています。

最大300mの読み取り圏内と最長10年
利用可能なバッテリーが特長の、アクティ
ブRFIDタグを搭載。入出庫作業や在庫管
理の自動化を進めます。

工場向け遠隔監視サービスの他、食品事
業者様向けのHACCP対応サービスも開
始。人手不足やWith/Afterコロナ時代
に求められる非接触対応の需要は伸び
続けています。

物流現場での身体への負担軽減を目的
に提供。現在は農業、建築、介護分野でも
利用されており、季節需要に応えるため
一部レンタルもあります。

お客様の最前線を
DXとシェアリングで支えるスマートカンパニー

国内 14拠点、海外5拠点の社員が知恵を出し合い、
課題解決にふさわしい技術を提案し、

お客様の期待を上回るような価値を創造しています。
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シェアリング DX シェアリング

パレット事業 スマートパレット®事業 

これまでの課題

パッシブ※RFID（Radio Frequency IDentifier）や、バーコードによる物流機器の管理が試みら
れてきましたが、パッシブRFIDの場合、通信距離が2～3mと短いうえに、
電波を正確にキャッチすることに問題がありました。

東レ株式会社様では、1回当たりの出荷数量が1トン以上の紙
袋包装での出荷について、スマートパレット®を使用していま
す。出荷元からのパレット枚数情報や出荷情報、お得意先様か
らの回収情報の組み合わせで、パレット枚数がリアルタイム

に把握でき、紛失リスクも低減されました。また、木製からプラ
スチック製へとパレットが変わったことで、出釘による破袋
が41%削減（▲148件/年）されました。

※ RFIDを大別すると、パッシブ型（バッテリなし）とアクティブ型（バッテリ内蔵）になります。パッシブ型は小型軽量化が可能で、
　長期にわたり利用できるというメリットがありますが、通信距離が非常に短いのが欠点です。一方、アクティブ型は通信距離が長いのが特長です。

解決へ向けて

東レ株式会社様

パレット紛失を防ぐだけでなく、製品の品質確保という副次的な効果も。

uprの強み

導入事例

これまでの課題

ティッシュペーパーやトイレットロールなど、軽量なのにかさばる家
庭紙の物流現場は、車両積載効率を上げるために手積み手降ろし
を行っており、ドライバーの長時間拘束や入荷車両の長時間待機
などが問題になっていました。その解決のため、家庭紙メーカー4
社様とuprはパレット納品の速やかな実現に向けて「家庭紙パレッ
ト共同利用研究会」を設立。家庭紙の製品サイズを考慮し、トラック荷
台への積み付けに最適な統一パレットを導入。共同利用・回収を実現し
ています。

解決へ向けて

王子ネピア株式会社様／カミ商事株式会社様／大王製紙株式会社様／日本製紙クレシア株式会社様

持続可能な物流を目指して「家庭紙パレット共同利用研究会」を設立。

一貫パレチゼーション

uprの強み

導入事例

　　　　　　パレット（及びフォークリフト）はホワイト物流の切り札として、それまで行われていた手積
み・手降ろしの荷役作業から人々を解放し、物流の効率化を実現しました。しかし管理が不十分だと、パ
レットの紛失→他所で使い回し→放置→廃棄となり、環境やSDGsの観点では好ましくありません。また
パレットのサイズが統一されていないと、トラックにデッドスペースが生じて積載効率が落ちる、自動倉
庫やラック保管が最適化できない、などの問題が生じます。

uprの基幹事業であるパレットのレンタル・シェアリングは、
物流の効率化や人手不足に貢献するだけでなく、環境問題
の改善やSDGsの観点から見ても有効な手段です。レン
タル・シェアリングの推進で、人々の暮らしをサポートしなが
ら循環型社会の実現を目指します。また、発地から着地まで
同一パレットで輸送できる「一貫パレチゼーション」の取り
組みなどを行っています。

①下記の「家庭紙パレット共同利用研究会」の取り組みにあ
る通り、uprでは家庭紙業界大手4社様と共に問題解決のた
め、オリジナルパレットを開発しました。②また、いち早く東南
アジア圏に営業展開し、グローバル物流に対応する国際間
パレット輸送を実現しています。③シェアリングを推進して
いくために「レンタルパレット紛失保証制度」といった、今
までにないサービスの提供にもチャレンジしています。

リーダーアクティブRFIDタグ リピーター

スマートパレット®

自社のパレット供給ネットワークを利用して、お客様にオンデ
マンドで「パレット&システム」を提供しており、お客様はWeb上
からアクティブRFIDタグ搭載物流機器の位置が確認できま
す。また同時に認識できる数は約50,000個まで可能であ
り、大量の物流機器を一括管理できます。

パレットのレンタル・シェアリング・共同利用などを促進し、し
かもアセット（資産）管理のプラットフォーマーを目指している
uprにとって、「パレットが今どこに何枚あるのか？」瞬時に把
握できるようにすることは、至上命題です。そこで、NTT研究
所と共同でクラウド型パレット管理システム＝スマートパレッ
ト®を開発しました。
電波が最大300mも飛び、バッテリー交換なしで最長10年間
使用できる高性能なアクティブRFIDタグと、それを正確に
キャッチするリーダー（受信機）の組み合わせで、アクティブ
RFIDタグを搭載したパレットなどの物流機器の管理を、Web
上からいつでもできるようにしました。これにより、リアルタイ
ムでの在庫管理や入出庫管理が可能となるほか、パレット紛
失の予防にも役立ちます。
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クラウド

太陽光発電

農業環境計測

システム構築
個別カスタマイズ可能

オフィスにいながら
データ収集可能

エレベーター

コインパーキング

工場設備PLC監視

第　　　章・6事業で1チーム4

物流IoT事業 ICT事業

※Proof of Concept（概念実証）の略。コンセプトの実現可能性や得られる効果を事前に検証することで、当該プロジェクト是非の判断材料とすること。

自社内に技術者を抱えて物流IoTシステムを開発しており、デ
バイス・サービスともにuprの技術者が監修・制作していま
す。また、常に最先端の技術を提供していくために、2015年
にはM＆Aにより東芝ロケーションインフォ（株）の事業を継
承しました。1979年の創業当時から物流機器を提供し、蓄
積されたノウハウによってお客様の望むサービスを提案し続
けています。

株式会社スズケン様は医薬品卸業界大手で、医療流通プラット
フォームの強化にも積極的です。医療業界では、抗悪性腫瘍剤
や血友病治療剤、血漿製剤やアルブミン製剤、自己免疫治療
剤、ワクチン、希少疾病治療剤などの高額で厳格な流通管理が
求められる、いわゆるスペシャリティ医薬品の流通が増加してい
ます。そこで、輸送製品の温度や衝撃、位置情報を可視化する
AT&Tのデバイス“FlightSafe”と、ネット上で位置、温度、衝撃
情報などを追跡できるuprの“World Keeper”を組み合わ

せ、新たな輸送管理ソリューションを導入しました。これにより輸
送状況を可視化して、その品質を担保でき、スペシャリティ医薬
品の廃棄などの社会的コストの低減にも貢献できるようになりま
した。 

株式会社スズケン様

新たな輸送管理ソリューションの導入で、輸送品質を担保。

uprの強み

導入事例

これまでの課題
　　　　　　パレットの利用・レンタル・シェアリングを推進するにあたり、人材（ドライバー）不足、複数
拠点をパレットが移動する現況、納品したパレットと同枚数のパレットを持ち帰る等枚交換、後日回収…
などを原因に、パレット紛失は大きな課題になっていました。またお客様の声を伺うと、パレットが今どこ
にあるのかという位置情報だけでなく、輸送品質（温度、湿度、衝撃など）
を担保したいという新たな課題も見えてきました。

　　　　　　uprのお客様の中には、太陽光発電の稼働状況をモニタリングしたい、メンテナンスコス
トを削減するため設備の不調を早めに検知したい、農作物の保管や輸送リスクを軽減したい…など様々
な課題を抱えている方々がおり、その業界も多岐にわたっています。これらのお客様がICTに取り組も
うとしたとき、予算内で効率的システムを構築するには、どこに相談したら
いいのか、適切なコンサルティング先がわからないという悩みがありました。

解決へ向けて

IoTを活用した
新・医療流通プラットフォームの開発

医療ノウハウの提供

ソリューション・IoTのノウハウ提供

これまでの課題

株式会社モンテローザ様は居酒屋を中心とした外食事業を
営んでおり、全国37ブランド・1,640店舗を展開(ブランド
数・店舗数は2020年3月末時点)。高品質で衛生的な管理体
制を実現するため、グループ飲食店全店に衛生管理システム
「UPR HACCP」を導入いただきました。3,000種類以上

存在するメニューの衛生管理を効率化し、さらに確認フロー
を厳密化することで堅牢なチェック体制を実現しています。
また、衛生管理業務から紙媒体の記録を排除して非接触化を
図っており、安心して過ごすことができる店舗を目指してい
ます。

クラウドシステム構築、センサーネットワーク構築、モバイル
通信を利用したサービス提供など、物流業界で培ったICT技
術を、物流現場だけでなく「お客様の最前線」という範囲で
広くお役立ていただき、DXやシェアリングエコノミーを促進
できるようにしていきたいと考え、uprはお客様それぞれの
状況に合わせ、必要なハードウェアの選定からシステム構築
までワンストップで提供しています。

解決へ向けて

株式会社モンテローザ様

魚民・笑笑・山内農場など、グループ全店で効率的な衛生管理を推進。

uprの強み

導入事例

DX シェアリングDX シェアリング

パレット紛失問題を解決するために、uprは業界に先駆けて
2002年より追跡事業を開始しました。当時より、モノ（物流
機器）にインターネットを組み合わせてIoT化することで、物
流の状況を把握することを提案。さらにお客様の悩みからヒ
ントを得て、位置情報以外の環境センサー（温度、湿度、衝
撃など）によるモニタリングサービスも提供しています。この
物流IoTシステムをシェアリングしていくことで、輸送品質の
見える化を実現します。

PoC※や実証実験が多いBtoB向けICTサービスの中で、
お客様にお役立ていただいている実績が数多く存在していま
す。上記「これまでの課題」で取り上げた事柄以外にも、ガスボ
ンベの残量監視、（食品衛生法改正にともなう）HACCP衛生
管理システム、修学旅行生向け位置把握ソリューション、医薬
品保管の温湿度モニタリング…など。しかもuprのテクノロ
ジーシェアリングは、コストパフォーマンスに優れ、お客様が
使いやすいサービスとして高く評価されており、そのシェア
も拡大しています。
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第　　　章・6事業で1チーム4

ビークルソリューション事業 アシストスーツ事業
DX シェアリング シェアリング

カーシェアリング車載機

※ 大気中にあって温室効果をもたらす気体を指す。
　CO2だけでなく、水蒸気、メタン、一酸化窒素、フロンなどが含まれる。

出典：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
　　  「わが国のカーシェアリング車両台数と会員数の推移」2021.7.1

カーシェアリングとは、複数人でクルマを共同利用する会員
制レンタカーシステムです。これにより、クルマの利用回数が
減り、CO2排出量削減に貢献できます。またモノを所有する
より利用するときだけコストをかける、シェアリングエコノミー
やサブスクリプションモデルも普及。uprではこの考え方に基
づき、一般消費者のシェアリングエコノミーを促進するだけで
なく、物流にも転用し、物流事業者の設備投資を低減してい
ます。またシェアリングにより温室効果ガス※の排出削減や、
渋滞緩和、人口が都市部から外縁部に移動する都市郊外化
の抑制などの公共的恩恵がもたらされます。

uprの強み

これまでの課題

解決へ向けて

これまでの課題

アサヒビール株式会社様は、人手作業が発生する製品の持
ち上げや持ち下げに関する工程で、uprの“サポートジャケットEp
＋ROBO”を導入。この製品は動力タイプのアシストスーツとし
ては最軽量級の3.4kgで、最大10kgfの補助力がありま
す。動力が左右別々に動くことにより、縦・横・斜め各方向へ

の動作を助け、人による
重量物の持ち上げや持ち下げの作業負担を軽減します。また
同アシストスーツを開発するにあたり、アサヒビール株式会社
様には2016年より吹田工場にて実証実験にご協力いただ
いています。

uprは物流業界だけでなく、製造・農業・介護など様々な業界において、腰や身体の負担を
軽減するアシストスーツの開発と提案を2014年から行ってきました。ヘルメット、手袋、安
全靴と同じように、アシストスーツで人々の腰を守ることを世界中に広げていきたいと考え
ています。また2019年には腰痛と離職に関する調査の実施、及び腰痛対策のエキスパー
トを招いて現場作業の負担軽減について対談を実施し、多くの反響をいただきました。
今後もより一層、健康に関する労働環境の改善が求められることから、2020年4月か
ら「腰痛ゼロプロジェクト」という啓発活動を進めています。

解決へ向けて

アサヒビール株式会社様
全国、30社以上のお客様

従業員の負担軽減と作業効率を目指し、アシストスーツを導入。

uprの強み

導入事例
実績のあるシステムと豊富なノウハウ。

導入事例

・スマートフォンと非接触ICカードの
　ハイブリッド認証方式
・ドコモ LTE網を採用
・エンジン・スターター・カット機能
・省電力設計
・GPSによる位置情報検索機能
・すべての国産車両へ後付け可能

2004年にカーシェアリング事業を開始し、ノウハウや経験を
豊富に蓄積。物流IoT事業で培った位置情報・地図・通信ネット
ワークを利用したサービス技術を転用し、カーシェアリングシ
ステムのレンタル提供を行っています。
カーシェアリング車載器としては国内トップクラスのシェアを有
しています。

uprのカーシェアリングシステムは、大手カーシェアリング事
業者及びレンタカー会社等、延べ30社以上への導入実績が
あります。
また、当社の自主運営として茨城県つくば市において筑波大
学生及び教職員を会員の中心とする「カーシェア・つくば」及

び、当社本社が所在する山口県宇部市において「RENOFA
カーシェアリング」を運営しています。自らサービスを展開す
ることにより、システム改善を図るとともに、カーシェアリング
運営の経験をベースに、お客様へのノウハウ提供も行ってい
ます。

CO2排出量の削減は、地球全体の課題です。政府の地球温暖化対策推進本部では、2030年までの
CO2排出量削減を2013年度比46%減とする目標を発表しました。一方で、近年はクルマの
所有率が減少傾向にあり、若者のクルマ離れという現象も起きています。

アシストスーツの黎明期から参画し、2,000社以上の企業様の意見を聞き、
お客様が本当に望む機能を備えたアシストスーツを開発しました。その普及
を目指して、低価格化、レンタル・サブスクモデルの提供など、導入しやすさも
評価されています。また、uprでは自社製品のみならず複数社のアシスト
スーツを取り扱い、無動力・動力タイプ共にラインナップを広げることで、そ
れぞれニーズの異なる様々な作業現場のホワイト化を目指しています。
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物流の現場では、自動化・機械化が難しく
人手が必要になるシーンがいくつもあり、
機材やシステムの提供だけのサポートには限
界がありました。厚生労働省の調査による
と、日本人の約10分の1が腰痛に悩んで
いると言われています。近年では腰痛に関
する離職なども社会問題になっています。
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注：１）有訴者には入院者は含まないが、分母となる世帯人員には入院者を含む。
　　２）2016（平成28）年の数値は、熊本県を除いたものである。
出典：令和元年：厚生労働省　2019年国民生活基礎調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html
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いつの時代も現場主義。
解決への道筋は、
その中から生まれてきます。
upr の前身は「ウベパレット株式会社」であり、
そのまた前身は、現社長の祖父が経営していた材木商でした。
お客様の息づかい・悩み・喜びなどを肌で感じながら、
木粉まみれの顔や手で、お客様とともに重い資材を積んだり降ろしたり…。
その血は今も引き継がれています。
upr 成長の陰には、いつの時代も現場主義というモットーがあります。
お客様が悩んでいる課題を察知して、解決する手段を考え、提供していくこと。
物流の最前線など、厳しい労働環境で働く人たちには特に敏感です。
課題がなくならない限り、uprは果敢に挑み続けます。

事業の安定化を目指し、堅実に成長した時期と
いえます。1998年には現社長が就任し、それ
までの事業を引き継ぐとともに、レンタルパレッ
ト事業にウエイトを置き始めました。

2002年、「ウベパレット株式会社」と「レンタル
リーシング株式会社」が合併し、「ウベパレット
レンタルリーシング株式会社」が設立されまし
た（2007年に社名をユーピーアール株式会社に
変更）。現在ある追跡システムサービス、位置情
報サービス、カーシェアリングサービス、遠隔
監視サービスは2000年代に開始されています。

1979年、当社の前身「ウベパレット株式会社」が設立され、初代社長に酒田三男が就任。80
年代に入ってからは、本社・工場の新築移転、福岡や大阪に営業所を開設するなど、慌ただし
い時期を過ごしました。のちに合併することになる「レンタルリーシング株式会社」が設立さ
れたのは80年代後半です。

近未来の事業ポートフォリオを策定。これまで使用していたスローガン“Social Sharing 
Supporter” を改変し、“Social Sharing Provider” を目指すことで、サービス「供給者」
としての位置付けを明確にしています。また、過去の事業展開を顧みると同時に将来を展望す
ることで、DXとシェアリング（MaaS含む）に大きなビジネスチャンスを見出し、社会に発信
するメッセージを次のように設定しました。

お客様の最前線を
DXとシェアリングで支えるスマートカンパニー

第　　　章・uprの沿革5

1979年～

2020年～

1990年代

2010年代

2000年代

木製パレット プラスチックパレット

売上高は急成長し、国内外ともに営業所を増設。海外ではシンガポールをはじめ、タイ、マレー
シア、ベトナムに現地法人が設立されました。アシストスーツ事業の開始、位置情報の会社で
あるロケーション株式会社のM&Aなど、引き続きチャレンジングな経営を行い、2019年には、
東京証券取引所市場第二部に上場しています。

温湿度管理付き
追跡システム
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uprのコーポレートメッセージは「やってみよう upr」です。
情熱にあふれた人材を大切にしていることはもちろん、常
識を疑い、なにごとにも挑戦することを奨励しています。
またそのような社風だからこそ、社員も失敗を恐れること
なく、新たな可能性に向かってチャレンジできます。

やってみようupr

経営理念と
未来像

環境保全のために東南アジア各国で保全植林事業に取り組んでい
ます。この植林プロジェクトは2007年から始まり、インドネシア、マ
レーシア、ミャンマーと各国で展開され、現在はベトナムで継続して
います。また地元においては、upr発祥の地である宇部市への寄
付、カーシェアリング用EV（電気自動車）の提供などを行うととも
に、山口県にプロスポーツチームを誕生させるべく、レノファ山口
のメインスポンサーをつとめています。レノファ山口はJFL→J3→
J2と確実にステップアップし、地域の活性化に貢献しています。加
えて、2021年10月よりプロバスケットボールクラブ「山口ペイトリ
オッツ」ともユニフォームスポンサー契約を締結し、地域のスポー
ツ振興に努めています。

地球、そして地域に
貢献するCSR活動

事業原点
パレットを通じ人々の生活を

便利にすること

情熱あふれ
真摯にチャレンジする人材

経営
理念

求める社員像

地球と人を尊重する会社
目指す企業像

パートナー

従業員

お客様 やって
みよう

価値の共有

Shared
Value

SOCIAL SHARING PROVIDER

SOCIAL SHARING SUPPORTERとして
ステークホルダーとの共有価値を創出

長期的に目指す姿

地域社会
株主・
投資家

upr

第　　　章・uprの社風と理念6

「やってみようupr」。
オープンな環境のもと、とにもかくにも

JFL→J3→J2

7,000約

会員登録者数

13年 人

基盤そして成長の糧となっている「事業の原点」を常に見
つめ直し、「求める社員像」にかなう人材を雇用したり育
成したりしながら、「目指す企業像」に向かって邁進して
いくと共に、「地球と人を尊重する会社」像を確立するた
めに、uprは現在、DXによる効率化や省力化、さらには
シェアリングエコノミーを推進し、循環型社会の実現に
貢献しています。

uprには社長室や役員室などがなく、各事業部のパーティショ
ン（間仕切り）さえありません。この環境が風通しの良い社
風に影響を与えていることは確かです。イントラネットを利
用して、各人がブログ風の記事を発信したり、社長が毎週メ
ルマガを発行するなど、常日頃からコミュニケーションが活

発であり、オープンな環境は社内方針の発表や徹底などにも
役立っています。社員間の風通しの良さはそのまま、お客様、
パートナー企業様、株主様や投資家様、あるいは地域社会に
も拡張され、各ステークホルダーとの間で、uprが創造する
循環型社会の未来像や価値の共有が図られています。
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第　　　章・uprが目指す未来7

ＤＸ技術を活用した、
物流の未来を描いています。

物流業界にもDXの波が押し寄せ、業界をあげた対応が急がれています。
人材不足の常態化から長時間労働が蔓延するなど、
いわゆる3Kといわれる現場をホワイト化していくことが求められます。
大型の物流センター内では「Society5.0」でも注目される AIシステムやロボットを駆使して、
問題を解決していこうとする動きが見られます。
uprもこのような状況に少しでもお役に立つため、
「無人化」「省力化」「非接触化」などの観点から物流の未来に資する研究開発を進めています。

SDGsが注目される以前から、
環境の未来を見据えています。
「パレットを循環し、シェアする」という、uprの基幹事業であるパレットレンタルそのものが、
地球に優しく循環型社会の構築に貢献できる仕組みであり、
uprがコア事業として開始したのは1998年のことでした。
また、追跡ソリューションの利用による物流機器の紛失予防は、調達にかかるCO2の削減に貢献します。
さらにアシストスーツの普及は高齢者や女性が活躍する場を広げ、
少子高齢化に対応したダイバーシティの促進にも繋がります。
uprのさまざまな事業は、SDGs（持続可能な開発目標）という国際的ムーブメントが起こる前から、
推進してきたものです。

研究開発① 

カメラの解像度が飛躍的に上がり、
高性能化しているにもかかわらず価
格が下がってきています。このカメ
ラと AIやスマートフォンを組み合わ
せることで、物品とその数量を検出
する技術に関して研究を行なってい
ます。

研究開発② 

物品の在庫数や状態を確認しなけれ
ばならいな棚卸。会計処理にも影響
する大切な作業ですが、通常業務の
合間に行うなどその手間は計り知れ
ません。uprでは、この棚卸を夜間
に無人で行う研究を進めています。

ロボットなどを利用して物流セン
ターや倉庫内での物品の棚卸作業
を夜間に無人で行い、更にＷＭＳ
（倉庫管理システム）と連携する
ことにより、労働時間の短縮や人
件費の削減、物流業務の自動化・
省人化が可能になります。

研究開発③ 

これにより変わること

位置検知システム 検品システム 夜間の無人棚卸システム

製品の製造工場や物流センター、
倉庫内での製品の入出荷時の検品
作業の高精度化や不良品の早期識
別による品質の向上が可能となり
ます。又、物流業務の自動化・非
接触化が可能になります。

これにより変わること

物流センターや倉庫内でのパレッ
トやかご車などのリアルタイムの
ロケーション管理が可能になり、
フォークリフトとの自動連携が可
能になります。又、物流業務の自
動化・省人化が可能になります。

これにより変わること

物流発着点での荷役作業負担と作業員の長時
間拘束という問題を同時に軽減しています。

手積み・手降ろし時間の削減

スマートパレット®の利用により、紛失を心配
せず、同一パレットを使用できる一貫パレチ
ゼーションを実現。所在がすぐにわかるので、
パレットの回収車両を最適な頻度・ルートで移
動させることができ、CO2排出量を削減します。

一貫パレチゼーション

業務の繁閑や季節波動という波を吸収し、
様々な業界に受け入れられています。

破損した木製パレットは職人たちの手によっ
て補修され、繰り返し使用されています。

再生プラスチックパレットである RR50を購
入することで、循環型社会に貢献しています。

廃用プラスチックパレットはメーカーに回収
され、マテリアルサイクルを構築しています。

パレットシェアリング

リデュース リユース リサイクル

CO2削減1

物流で循環型社会に貢献2

食にかかわる事業者の衛生管理をサポートし、衛生管
理計画の効率的・効果的な実施を可能にするシステム
「UPR HACCP」を開発・提供しています。

位置・温湿度・衝撃の有無などを検知する IoT端
末により、Web上でリアルタイムに輸送品の状
態を把握できます。

IoTで安心安全を見える化

食の安全を守る UPR HACCP トレーサビリティ向上

3

120 20分
100分短縮

分 2,800 社
取引先

無人化・省力化・非接触化

アクティブ RFIDタグをベースに、
荷物やパレット、カゴ車の位置を自
動検知するシステムの研究を行なっ
ています。平置きの2次元的な位置
だけでなく、棚のどの場所に置かれ
たかという3次元的な位置まで検出
し、しかるべき部門にその位置情報
データを送信します。

間伐材由来の木粉バイオマス素材を配合したパレット
により、環境負荷の低減に貢献。さらに素材調達過程に
おいても、石油由来のパレットと比較した場合に、CO2
を大きく削減しています。

バイオマスパレットで CO2排出量を削減

再生原料・素材含有率

��％約

パレット1,000枚では

�.�トン削減約

パレットシェアリング

パレットシェアリングにより、利用しない、
または使い捨てられるパレットを削減。こ
れによりCO2を削減しています。

��.�kg-CO2/
年削減

輸送・回収時及び製造時合計１枚当たり

カーシェアリング

「日本国内カーシェア会員数約224万人」×
「 年 間 約 3 4 4 ㎏ - C O 2 / 会 員 」で 約
770,000t-CO2/年の削減効果が見込めます。

東京ドーム

��� 杯分 /年約
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