
安華物流系統有限公司

プラスチックコンテナー（車およ
びコールドチェーン産業向けの
コンテナーの販売およびレンタ
ル）。

ムラタシステム㈱

クラウド型倉庫管理システム，物
流資材管理システム，ユビキタス
ピッキングシステム。

㈱山善

流通・物流業界で活用できる免
震装置と省エネ機器の展示とご
提案。

ハノーバーフェアーズジャパン㈱

アジア国際マテリアルハンドリ
ング・自動化技術・輸送システム・
ロジスティクス見本市および関
連見本市の案内。

東芝テック㈱

高速オートラベラー…2,800枚/
hの高速発行&貼り付けを実現。
LCXアンテナ無線LANシステム
…限られたエリアに無線LAN環
境を構築。

㈱シーネット

マルチ言語（日・中・英）とクラウ
ドサービスによる海外物流拠点
向け倉庫管理システムをご提案
します。

山九㈱

アジア一貫物流のご紹介と，そ
れらをサポートする技術・情報
サービスのご紹介。

㈱協和製作所

搬送ソリュ－ションの新ブランド 
「パルスローラ SENERGY」。

カシオ計算機㈱

業務用タブレット，ハンディタ
ーミナル各種を出展。

㈱エスピック

倉庫と輸配送をつなぐスマート
フォンとタブレット端末の活用
事例。

青島宇都国際物流有限公司

大型特殊な設備搬送会社です。
輸出入向け精密機械および特殊
大型設備の船便輸送，陸運，通
関サービスを提供しています。

㈱マキテック

新製品を出品致します。是非お
立寄り下さい。

日本ユニシス㈱／㈱ネットマークス

グローバル物流トレースSaaSと
海外ネットワーク構築支援。

㈱ダイフク

アジア各地で構築した物流シス
テム事例をご紹介します。

ジック㈱

世界をリードする総合センサ・
インテリジェンスのSICK。

三栄マテハン㈱

サンロック（パイプラック中段仕
切金具），一枚板状の形にまで折
り畳みを可能にしたカゴ台車。

京町産業車輌㈱

物流作業をアシストするリフタ
ー，けん引車を出展。

沖縄県／ヤマト運輸㈱

沖縄国際物流ハブがアジアの物
流を変える！

㈱ウェルキャット

業務標準化をグローバルで実
現！ 海外対応無線ハンディ&検
品パッケージ。

ロジスオールジャパン㈱

LAJが物流容器のレンタルで国
際間輸送も効率化。

㈱フルノシステムズ

無線ハンディfinpadシリーズや
無線LANアクセスポイント等を
提供する国内メーカー。導入事例
は3,000社を超える。

日本アイ・ビー・エム㈱

消費者視点で生産者から消費者
までの流通を見える化する農産
物トレーサビリティ。

㈱セイノー情報サービス

国際物流をスマートにする「釜山
プラットフォームプロジェクト」，
多言語化とクラウドにより海外拠
点で使える倉庫管理システムを
紹介。

GXS㈱

グローバル対応B2Bデータ連携
および国際輸送の可視化クラウ
ドサービスをご紹介します。

光英システム㈱

商用車用タブレット型車載端末，
リアルタイム運行モニタの展示。

キユーソーサービス㈱

温度・荷室を柔軟に変更できる
フレキシブル車両「FCD3＋1」。

岡田工業㈱

ネスラックL，ネスラック®，ポ
ストパレット等製造・販売。

インフォア ジャパン㈱

直ぐ使えるグローバルサプライ
チェーン管理 ITツール。

ユーピーアール㈱

グローバルな位置情報把握とレ
ンタルパレットによる効率化提
案。

日建リース工業㈱

農産用大型搬送容器のご紹介。

㈱スギヤス

ビシャモンのハンドパレットトラ
ックでラクラク移動，搬送作業が
さらに効率アップします。

㈱シーイーシー

庫内改善における業務の見える
化・定量化を実現する「RaLC」。
プログラム無しで3Dモデルを作
成できる新機能「物流ワークフロ
ー」を紹介。

コアソリューション㈱

コアプランナーSCM版，コアプ
ランナー物流版。

岐阜プラスチック工業㈱

TECCELL・パレットを中心に，海
外物流を提案します。

オークラ輸送機㈱

2010年に中国に立ち上げた生
産拠点が現地生産を含め本稼働
を開始。当社のアジア・中国の取
り組みを紹介します。

伊東電機㈱

大幅な節電・省エネを実現する
搬送コンベヤをご提案いたしま
す。

ユーザックシステム㈱

EDIと検品システム，iPhoneによ
るバーコード検品もご紹介。

ハンマーキャスター㈱

約3,000種類におよぶ豊富なキ
ャスター製品アイテムを展開し
ています。

㈱豊田自動織機

トヨタL&Fカスタマーズセンタ
ー。さまざまな物流課題に対す
る解決策をご紹介。

㈱シノジャパン

クラウドコンピューティングの開
発基盤となる＠Hywayについて
紹介。

三進金属工業㈱

リアルタイム温度管理・トレース
可能なTQMS（トータル・クオリ
ティ・マネージメント・システム）。

KDDI㈱

アジア展開企業様への通信を中
心としたサービスおよびサポー
ト内容のご紹介。

カスケード（ジャパン）リミテッド

簡単装着の「iForks」で，フォー
クリフトが重量計測器に早変わ
り。

㈱NTTデータ スミス

国際化（多言語）・複数企業に対
応した物流管理業務と受発注業
務とのシームレス連携および情
報活用。

伊藤忠テクノソリューションズ㈱

日本～アジア間の輸送制御する
クラウドソリューションをご紹
介します。

出展製品・サービスの一例
（2013年6月21日現在・組織名50音順／下記以外にも出展拡大予定）
最新の情報はwww.mf-p.jp/asia/をご覧下さい （つど更新します）

製配販・国際サプライチェーン連携課題の解決策を探る

アジア・シームレス物流フォーラム2013
標準化 ／ 見える化 ／ 強靱化 ／ 安全・環境 ／ アジア進出支援

日本貿易振興会（JETRO） ／ 国際協力機構（JICA）〔以上，申請中〕 ／ 一般財団法人 日本規格協会 ／ 一般社団法人 日本加工食品卸協会 ／ 公益社団法人 日本通信販売協会
日本インダストリアル・エンジニアリング協会 ／ 一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会 ／ 公益社団法人 日本包装技術協会 ／ 一般社団法人 日本3PL協会

社団法人 日本産業車両協会 ／ 一般社団法人 日本物流システム機器協会 ／ ハノーバーフェアーズジャパン株式会社

アジアパレットシステム連盟・一般社団法人 日本パレット協会　／　株式会社 海事プレス社

本フォーラムの展示コーナー入場／セミナー聴講は無料です。
〈要Web事前登録／大好評受付中 !〉

www.mf-p.jp/asia/
流通研究社・月刊マテリアルフローがお届けする物流・サプライチェーンのポータルサイトは，

〈Material Flow+〉（マテリアルフロープラス）として，6月より全面リニューアルオープンいたしました。

株式会社 流通研究社 ／ 　　アジア・シームレス物流フォーラム事務局
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-47-6 パレス南池袋 ／ TEL：03-3988-2661 ／ FAX：03-3980-6588 ／ E-mail：info@mf-p.jp

本イベントに関するお問い合わせはこちらまで

｜ 後 ｜ 援 ｜ （順不同）

｜ 協 ｜ 賛 ｜ （順不同）

JR 浜松町駅（北口）から350m  徒歩5分
浜松町駅（北口）から竹芝通りを竹芝桟橋方向へ直進し，芝商業高校前交差点を
越えて100ｍ歩き右側。

東京モノレール 浜松町駅（北口）から350m  徒歩5分
モノレール改札口を出て隣接するJR浜松町駅（北口）から竹芝通りを竹芝桟橋
方面へ直進し，芝商業高校前交差点を越えて100ｍ歩き右側。

ゆりかもめ
（新交通）

竹芝駅から100m  徒歩2分
①竹芝駅改札口を出て東口方向へ竹芝客船ターミナルへの階段を下り右側の細
い路地を竹芝桟橋入口交差点へ。
②竹芝駅改札口を出て西口出口階段を降りて直進し，先の交差点（信号あり）を
右へ直進し，次の交差点を渡った右側角。

都営浅草線
（地下鉄）

大門駅から450m  徒歩8分
大門駅・浜松町方面改札からA1出口へ。地上へ出てJR浜松町駅（北口）前から
竹芝通りを竹芝桟橋方向へ直進し，芝商業高校前交差点を越えて100ｍ歩き右
側。

都営大江戸線
（地下鉄）

大門駅から450m  徒歩8分
大門駅・JR浜松町駅方面改札からB1又はB2出口へ。地上へ出てJR浜松町駅
（北口）前から竹芝通りを竹芝桟橋方向へ直進し，芝商業高校前交差点を越えて
100ｍ歩き右側。

高速道路 都心環状線「芝公園IC」から約10分
都心環状線「汐留IC」から約10分
羽田線「芝浦IC」から約10分

一般向け駐車場はございません。お車で来館される方は，近隣の駐車場をご利用ください。東京都立産業貿易センター（浜松町館）　東京都港区海岸1-7-8

車でお越しの場合

電車でお越しの場合

世界貿易
センタービル

芝商業高校

旧芝離宮
恩賜庭園

東京ガス

ゆりかもめ
竹芝駅
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竹芝駅
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ホテルインター
コンチネンタル
東京ベイ
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浜松町駅

Ｊ
Ｒ
浜
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駅

地下鉄 大門駅地下鉄 大門駅地下鉄 大門駅

東京都立産業貿易センター
（浜松町館）

当社が貴社をご招待いたします。東京都立産業貿易センター
（浜松町館）3F展示ホール
主催： 株式会社流通研究社
 月刊マテリアルフロー

［展示コーナー］開場時間：10：00～17：00
［セミナー］両日10：15～16：45（展示ホール3F）
最新コンテンツは☞

www.mf-p.jp/asia/をご覧下さい。

2013年7月18日［木］ 19日［金］

製配販・国際サプライチェーン連携課題の解決策を探る

強靱化標準化 見える化 安全・環境 アジア進出支援



【委員長】㈱セブン&アイホールディングス／総務部  グループ渉外シニアオフィサー 成田 庄二
イオングローバルSCM㈱／経営管理部  標準化グループ  マネージャー代行 西風 知行
トヨタ自動車㈱／総合企画部 企画室 室長 近藤 元博
㈱日本アクセス／執行役員  広域リテール物流本部長 布施 和博
一般財団法人 日本規格協会／理事長 田中 正躬
一般財団法人 流通システム開発センター／常務理事 濱野 径雄
日本スーパーマーケット協会／物流クレート標準化協議会  座長 西村 武英
一般社団法人 日本自動車部品工業会／ジョイント・オートモーティブ インダストリー フォーラム 柴田 彰
一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会／事務局長 遠藤 孝顕
一般社団法人 日本物流団体連合会／事務局長 鎌田 康
㈱流通研究社／技術顧問 市川 英雄

《 展示・実行分科会 》
【分科会座長】日本アイ・ビー・エム㈱／執行役員  インダストリー営業統括  流通営業本部担当 伊藤 昇
日本郵船㈱／技術グループ  R&D事業開発室  室長代理 石澤 直孝

センコー㈱／社長室  広報・IRグループ課長 菅野 祐一
山九㈱／ロジスティクス・ソリューション事業本部  3PL推進部  部長 岩丸 克之
ヤマトロジスティクス㈱／BIZロジ統治機構  経営戦略担当  ゼネラルマネージャー 大下 剛
佐川ロジスティクスパートナーズ㈱／代表取締役社長 山岡 誠吾
㈱セイノー情報サービス／取締役  第二営業部長  東京支店支店長 松本 充博
日本ユニシス㈱／サービスインダストリ事業部  戦略ロジスティックス1部長 新堀 聡
ソフトバンクテレコム㈱／国際営業本部  副本部長 原田 博行
KDDI㈱／ソリューション推進本部  パートナーソリューション部長 森岡 秀
㈱NTTデータ スミス／情報システム事業部  ITソリューション営業部  部長 大坪 要
伊藤忠テクノソリューションズ㈱／サービス営業部  部長代理 長谷川 真一
㈱豊田自動織機／国内営業部  販売促進室 室長 黒野 英明
㈱ダイフク／執行役員  FA&DA事業部  営業本部長 下代 博
日本パレットレンタル㈱／経営企画部  シニアマネージャー 菅家 隆史
ユーピーアール㈱／ 取締役  IT事業統括本部長 中村 康久
三甲㈱／東京支店  常務取締役 赤星 慎一郎
㈱山善／上席執行役員  副事業部長  西日本統括長 北居 学
【展示・広報担当】アジアパレットシステム連盟／会長，一般社団法人 日本パレット協会／会長 山﨑 純大
【展示・広報担当】㈱ロジスティクス・システム研究所／代表取締役社長 鈴木 正矩

アジア・シームレス物流フォーラム2013／企画・実行委員名簿 （順不同・敬称略）

セッション 1 政策・国際連携

1 10：15～10：45 アジア・シームレス物流を支援する経済産業省の政策と展望 経済産業省 商務情報政策局 物流企画室
室長補佐／小松尚人氏

2 10：45～11：15 アジア・シームレス物流を支援する国土交通省の政策と展望 国土交通省 総合政策局 国際物流課
物流渉外官／角野 浩之

3 11：15～11：45 JICAが取り組むASEANの物流インフラ整備と人材育成 国際協力機構（JICA）
東南アジア・大洋州部審議役／安達 一氏

セッション 2 国際パネルディスカッション

4 12：35～14：15 アジアのパレット標準化と物流シームレス化
～アジア10か国代表が語る，各国の最新物流事情と未来展望

セッション 3 アジア連携支援

5 14：30～15：00 インターネットで海外売上を拡大 ～世界最大の企業間トレードサイト Alibaba.com アリババ㈱  国際事業部
シニアエバンジェリスト／小滝浩哉氏

6 15：00～15：30 物流・IT
取組事例 ヤマトグループの海外事業戦略について ヤマト運輸㈱  グローバル事業推進部

課長／田中元樹氏

7 15：30～16：00 物流・IT
取組事例 日本発グローバル物流トレースSaaS活用とアジア展開現地サポートネットワーク 日本ユニシス㈱  戦略ロジスティックス部部長／新堀 聡氏

㈱ネットマークス  国際事業部／三浦昌弘氏

8 16：00～16：30 物流・IT
取組事例 すぐ使えるグローバルSCMのITツール インフォアジャパン㈱  ソリューション営業本部

シニアアカウントマネージャ／加来裕章氏

セッション 7 特別パネルディスカッション

19 10：15～11：45 アジアのサプライチェーン強靱化
～災害に備える製配販の体制作りとその課題

セッション 8 企業事例・アジア進出

20 12：45～13：15 アジア市場開拓の苦心と成果 ～ユニ・チャームのチャレンジに学ぶ ユニ・チャーム㈱  取締役 常務執行役員 Global SCM本部長 兼
Unicharm生活用品（中国）有限公司 副董事長 兼 副総経理／森山重雄氏

21 13：15～13：45 物流・IT
取組事例

ロジスティクスとエンジニアリングで結ぶ 山九アジアネットワーク
～アジアの問題は，山九が解決します

山九㈱  執行役員 ロジスティクス・ソリューション事業本部
　副本部長／奥田雅彦氏

22 13：45～14：15 物流・IT
取組事例

製造／物流インテリジェンスでアジア拠点の統合管理実現
～次世代製造ITで国内の製造／物流工程をアジア拠点へ効果的に展開

アプリソ ジャパン㈱  ソリューションセールス部
ソリューション ディレクター／平澤昌弘氏

セッション 9 企業事例・アジア進出

23 14：30～15：00 グローバルSCM／ロジスティクスと中国での展開
～“ゆりかご”から“ゆりかご”までの循環型ロジスティクス

リコーロジスティクス㈱  執行役員 
首都圏事業本部 事業本部長／柳川 博氏

24 15：00～15：30 物流・IT
取組事例

釜山FTZハブを利用した物流効率化の取り組み
～日本からの物流コントロールを実現するグローバル対応WMS

㈱セイノー情報サービス
開発部LLPチーム／金 惠眞氏

25 15：30～16：00 物流・IT
取組事例

グローバルロジスティクスの見える化の実現
～モノ・コスト・課題の見える化に向けた施策

オー・オー・シー・エル・ロジスティクス（ジャパン）㈱
日本オフィス副代表 取締役／樫山峰久氏

26 16：00～16：30 物流・IT
取組事例

製造業・流通業向けアジアクラウドサービスの展開
～WMSをとりまくソフト・ハード・サービス

㈱シーネット  営業本部長付部長／高坂昌信氏

セッション 4 業界連携・製造／見える化

9 10：30～11：00 自動車部品業界におけるものと情報の標準化 ～通い箱，RFID，EDI 日本自動車部品工業会  ジョイント・オートモーティブ
インダストリーフォーラム／柴田 彰氏

10 11：00～11：30 物流・IT
取組事例 グローバルモバイルネットワークをフル活用した最先端物流トレーサビリティシステム ユーピーアール㈱  取締役 工学博士

／中村康久氏

11 11：30～12：00 物流・IT
取組事例 企業間データ連携をシームレスに実行し，SCMに関わる情報を見える化したグローバル事例 GXS㈱  営業本部 アカウントエグゼクティブ

／増見孝之氏

セッション 5 業界連携・アパレル／シームレス化

12 13：00～13：30 ASEAN地域におけるアパレル業界ロジスティクス最新動向 住金物産㈱ 繊維カンパニー  SCM・事業開発部 部長／㈱エージーエル  代表取締役
（日本アパレル・ファッション産業協会  RFID推進小委員会 委員長）／山内秀樹氏

13 13：30～14：00 物流・IT
取組事例 シームレス物流へのアプローチ ～個体識別におけるアジアでの新展開 日本パレットレンタル㈱（JPR）  次世代事業プロジェクト

シニアコンサルタント／永井浩一氏

14 14：00～14：30 物流・IT
取組事例 国際化（多言語）・複数企業に対応した物流管理業務と受発注業務とのシームレス連携及び情報活用取り組み事例 ㈱NTTデータスミス  情報システム事業部

事業推進担当 課長／大友哲也氏
セッション 6 業界連携・小売／ICT

15 14：45～15：15 スーパー業界における物流クレート標準化の取り組み ～第2ステージの展開へ 日本スーパーマーケット協会  物流クレート標準化協議会
座長／西村武英氏

16 15：15～15：45 物流・IT
取組事例

コア・プランナーを活用した継続的改善事例
～VRI手法の適用事例紹介（倉庫業務，配送業務）

DHLサプライチェーン㈱  オペレーションエクセレンス
ジェネラルマネジャー／大友章義氏

17 15：45～16：15 物流・IT
取組事例 アジア進出企業様向け グローバル通信インフラ整備／活用&ご支援 事例紹介 KDDI㈱  ソリューション推進本部 ソリューション2部1G

 グループリーダ（課長）／田頭宏則氏

18 16：15～16：45 物流・IT
取組事例

アジアサプライチェーンネットワークコントロールの現実解
～シームレスとは何を指すのか?  世界最先端の具体例をご紹介

伊藤忠テクノソリューションズ㈱  情報通信事業企画室 
サービス営業部 部長補佐／長谷川真一氏

セッション 10 企業事例・流通／ICT

27 10：30～11：00 カートラック60万台にRFタグ，個体管理から商品トレサビへ展開 イオングローバルSCM㈱  営業統括部
効率化グループ／森 剛氏

28 11：00～11：30 物流・IT
取組事例

災害時に耐えうるICT運行管理を日常業務で実現
～クラウド，M2M，ユビキタス通信が運行管理を進化させる

光英システム㈱  第二営業部 部長／薄 伸也氏

29 11：30～12：00 物流・IT
取組事例

アジア進出におけるICT環境の構築事例のご紹介
～ICTインフラとコミュニケーションの重要性について

ソフトバンクテレコム㈱  国際営業本部
副本部長／原田博行氏

セッション 11 企業事例・流通／ICT

30 13：00～13：30 イトーヨーカ堂の国内・アジア展開と物流高度化チャレンジ ㈱イトーヨーカ堂  執行役員 物流部長／飯原正浩氏

31 13：30～14：00 物流・IT
取組事例

イトーヨーカ堂，イオンの流通BMSの対応と物流業務改善事例
～アシックス商事，トーソー，ちふれ化粧品 ユーザックシステム㈱  課長／早野 聡氏

32 14：00～14：30 物流・IT
取組事例

クラウドで実現するロジスティクスソリューションのご紹介
～なぜ，クラウドが今注目されているのか ムラタシステム㈱  主任／窪田 飛氏

セッション 12 企業事例・通販／ICT／国際物流

33 14：45～15：15 On-line/Off-lineビジネスの融合による通販物流効率化
～アマゾン ジャパンの考えるサプライチェーン高度化

アマゾン ジャパン㈱  SCM輸送統括事業本部
事業本部長／鹿妻明弘氏

34 15：15～15：45 物流・IT
取組事例

スマーターメロンの実証事例
～生産者・流通者・消費者をつなぐEコマース

日本アイ・ビー・エム㈱  グローバルビジネスサービス事業 
スマーターコマース事業 開発部長／久保田和孝氏

35 15：45～16：15 物流・IT
取組事例

スマートフォン&タブレットによる物流効率化
～物流センターのシンプル・スピードICT化

㈱エスピック  システム第2事業部 第6グループ
グループリーダー／二宮英樹氏

36 16：15～16：45 物流・IT
取組事例 沖縄県の国際物流拠点構想について 沖縄県 商工労働部 国際物流推進課 課長／玉城恒美氏

A会場

A会場

B会場

B会場

7/18 ［木］

7/19 ［金］

7/18 ［木］

7/19 ［金］

【パネラー】
●㈱セブン&アイホールディングス  総務部 グループ渉外シニアオフィサー／成田庄二氏
●トヨタ自動車㈱  総合企画部企画室 室長／近藤元博氏
●㈱日本アクセス  執行役員 広域リテール物流本部長／布施和博氏
●日本アイ・ビー・エム㈱  インダストリー営業統括 流通営業本部担当 執行役員／伊藤 昇氏
●日本通運㈱  海外企画部長／川嶋英信氏

【パネラー】アジア10か国のAPSF（アジアパレットシステム連盟）
【パネラー】代表メンバー
●日本（山﨑純大会長）　●韓国（徐炳倫名誉会長）　●中国　●タイ
●マレーシア　●ベトナム　●フィリピン　●インドネシア
●インド　●ミャンマーの政府・物流団体代表
【進行】APSF 副会長／酒田義矢（ユーピーアール社長）

アジア・シームレス物流フォーラム2013 セミナー・セッションプログラム


