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アイメックス㈱
㈱アトムシステム
㈱アルプス物流
㈱ELXライティングテクノロジージャパン
イーソル㈱
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
伊東電機㈱
SITC JAPAN㈱
㈱NTTデータ
㈱エヌ・ティ・ティ・ロジスコ
エムエスシージャパン
エレクター㈱
オークラ輸送機㈱
OOCLロジスティクス（ジャパン）㈱
岡田工業㈱
オカベマーキングシステム㈱

㈱岡村製作所
カシオ計算機㈱
カスケード（ジャパン）リミテッド
川田工業㈱
岐阜プラスチック工業㈱
キヤノン・マーケティング・ジャパン㈱
㈱協和製作所
ケイヒン㈱
KDDI㈱
ケルヒャージャパン㈱
コアソリューション㈱
佐川グローバルロジスティクス㈱
山九㈱
三甲㈱
三進金属工業㈱
㈱シーアールイー

GXS㈱
㈱シーネット
ジック㈱
㈱スギヤス
鈴与㈱
セイノーグループ
西部電機㈱
センコー㈱
㈱ダイフク
㈱椿本チエイン
THK㈱
DHLサプライチェーン㈱
㈱データ・テック
㈱東京流通センター
東芝ロジスティクス㈱
鳥取県

㈱豊田自動織機
㈱日陸
日建リース工業㈱
㈱日新
ニッタ㈱
日通商事㈱
日本通運㈱
日本貨物鉄道㈱
日本パレットレンタル㈱
日本フルハーフ㈱
㈱パスコ
ハネウェルジャパン㈱
㈱ハンマーキャスターセールス
富士電機㈱
㈱ペガサスグローバルエクスプレス
㈱マキテック

㈱丸和運輸機関
マンハッタン・アソシエイツ㈱
三井倉庫ロジスティクス㈱
三菱化学エンジニアリング㈱
メープルツリーインベストメンツジャパン㈱
㈱山善
ヤマトグループ
郵船ロジスティクス㈱
ユーピーアール㈱
㈱ロジザード
㈱をくだ屋技研

鮮易控股
上海華辰優安

ほか

（50音順）

共同議長
◦イオングローバルSCM㈱｜取締役 経営管理本部長 太田　年和
◦日本通運㈱｜事業開発部長 お客様相談センター所長 井口　博実

委員

◦㈱イトーヨーカ堂｜物流企画開発部 統括マネジャー 松浦　　敦
◦㈱日本アクセス｜執行役員 東日本営業部門長代行 兼ロジスティクス統括 布施　和博
◦アサヒビール㈱｜経営企画本部 物流システム部 理事 部長 児玉　徹夫
◦日産自動車㈱｜SCM本部 特別顧問 安藤　康行
◦キヤノン㈱｜ロジスティクス統括センター 副所長 福森　恭一
◦日本貨物鉄道㈱｜鉄道ロジスティクス本部 営業統括部長兼営業部長 取締役・執行役 真貝　康一
◦三井倉庫ロジスティクス㈱｜取締役 執行役員 営業統括 兼 SCM営業本部長 恵谷　　洋
◦ヤマトロジスティクス㈱｜代表取締役社長 本間　耕司
◦山九㈱｜ロジスティクス・ソリューション事業本部 企画部 部長 中原敬一郎
◦センコー㈱｜物流経営研究所 所長 藤原　正邦
◦佐川グローバルロジスティクス㈱｜取締役 正代　　誠
◦㈱セイノー情報サービス｜常務取締役 東京本社担当 兼 第二営業担当 松本　充博
◦エムエスシージャパン｜社長 甲斐　督英
◦郵船ロジスティクス㈱｜執行役員 川島　利夫
◦㈱日立物流｜理事 ロジスティクスソリューション開発本部 副本部長 福神健字郎
◦東芝ロジスティクス㈱｜常務取締役 グループロジ企画部長 正木　裕二
◦日通商事㈱｜取締役 執行役員 情報システム部 経営企画部担当 宿谷　　肇
◦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
◦㈱NTTデータ｜第一公共事業本部第二公共事業部 営業部 貿易物流ソリューション担当 部長 佐野　直人
◦伊藤忠テクノソリューションズ㈱｜情報通信事業企画室 クラウドサービス営業部クラウドサービス営業課 主任 長谷川真一
◦㈱シーアールイー｜経営企画本部 海外事業推進室 室長 槇谷真生子
◦㈱ダイフク｜常務執行役員 FA&DA事業部門長 下代　　博
◦㈱豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー｜国内営業部 部長 小倉　　崇
◦日本パレットレンタル㈱｜取締役 営業企画部 海外営業部 管掌 岡部　利文
◦ユーピーアール㈱｜代表取締役社長 酒田　義矢
◦三甲㈱｜専務取締役 営業部部長 赤星慎一郎
◦日本貿易振興機構（JETRO）｜総括審議役（途上国ビジネス開発担当） 石井　淳子
◦国際協力機構（JICA）｜東南アジア・大洋州部部長 田中　　寧
◦（一社）日本経済団体連合会｜産業政策本部長 上田　正尚
◦（一社）日本物流団体連合会｜理事 事務局長 村上　敏夫
◦（一社）日本アパレル・ファッション産業協会｜事務局長 遠藤　孝顕
◦（一財）流通システム開発センター｜常務理事 濱野　径雄
◦（一社） 日本パレット協会｜会長／アジアパレットシステム連盟 山﨑　和彦
◦㈱山善｜機工事業部 マーケティング統括部 戦略企画部部長 兼 開発室室長 合志　健治

オブザーバー
◦国土交通省｜物流審議官部門 国際物流課長 勝山　　潔
◦経済産業省｜商務情報政策局 商務流通保安グループ 物流企画室 室長補佐 勝尾　嘉仁
◦三菱商事㈱｜新産業金融事業グループ 物流本部 物流ソリューション部長 本田　隆一

企画・実行委員 ※順不同・敬称略

「アジア善隣物流」で日本とアジアの競争力向上へ！
アジア・シームレス物流フォーラム2016

「標準化」「見える化」で「強靱化」「安全・環境保全」＋「アジア進出支援」

◦タイ王国大使館 工業部　　◦（独法）日本貿易振興機構（JETRO）　　◦（独法）国際協力機構（JICA）　　◦（一社）日本加工食品卸協会　　◦（公社）日本通信販売協会  
　　◦日本スーパーマーケット協会　　◦（一財）流通システム開発センター　　◦（一社）日本医療機器ネットワーク協会　　◦（一財）日本規格協会　　◦（一社）日本物流団体連合会
　　◦（一社）日本3PL協会　　◦（一社）国際フレイトフォワーダーズ協会　　◦（公社）日本包装技術協会　　◦（一社）日本産業車両協会　　◦（一社）日本物流システム機器協会
　　◦（一社）日本自動認識システム協会　　◦日本インダストリアル・エンジニアリング協会（日本IE協会）　　◦ロジスティクス人財フォーラム（イー・ビジネス・ドットコム）

アジアパレットシステム連盟・（一社）日本パレット協会　／　（株）日本海事新聞社，（株）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 !〉

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）

www.mf-p.jp/asia2016/ 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

「Material Flow＋」（マテリアルフロープラス）

スマートフォンから
QRコードでも，ご
登録いただけます。

（B）

バス停「流通センター前」にお越しの方

バス停「流通センター前」にお越しの方

バス停「流通センター南口」にお越しの方

バス停「流通センター南口」にお越しの方

東京流通センター（TRC） 〒143-0006　東京都大田区平和島6-1-1
TEL：03-3767-2111（代表）　FAX：03-3767-2053

東京モノレール「流通センター駅」から …………………………… 1分（徒歩）
JR「大森駅」東口／4・5・7・9番乗場から …………12分（京浜急行バス利用）
京浜急行「平和島駅」／1・2番乗場から ………… 5分（京浜急行バス利用）

所要時間

● JR「大森駅」よりお越しの方

●京浜急行「平和島駅」よりお越しの方

東京モノレール「流通センター駅」正面

※上記所要時間は乗り継ぎ時間、待ち時間、交通渋滞等を考慮しておりません。所要時間は時間帯により多少異なります。
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平和島出口
東京方面

大井南出口
千葉方面

大森海岸駅

平和島駅

大森駅
東口

新平和
橋

京
浜
東
北
線

東
海
道
線

第
一
京
浜

京
浜
急
行
線

首
都
高
速
湾
岸
線

首
都
高
速
１
号

羽
田
線

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル

京
浜
運
河

環七通り

大和
大橋

東ゲート

南ゲート

環七大井ふ頭

中央陸橋上

トラックターミナル前

大森東

大森海岸駅前

第二展示場平和島口

4番
乗り場 森45系統「京浜島・昭和島循環」

5番
乗り場

森24系統「京浜島循環」
森31系統「流通センター循環」
森36系統「京浜島・昭和島循環」

7番
乗り場

森32系統「城南島循環」
森43系統「大田市場」

9番
乗り場

森28系統「平和島循環」
森33系統「平和島循環」

※上記のバス全て，「流通センター前」に停車します。

1番
乗り場

森32系統「城南島循環」
森43系統「大田市場」

2番
乗り場

森24系統「京浜島循環」
森25系統「昭和島循環」
森31系統「流通センター循環」
森36系統「京浜島・昭和島循環」
森41系統「京浜島・昭和島循環」
平和41系統「流通センター循環」

※上記のバス全て，「流通センター前」に停車します。

2番
乗り場

森31系統「流通センター循環」
平和41系統「流通センター循環」

※上記のバスのみ，「流通センター前」に停車します。

5番
乗り場 森31系統「流通センター循環」

9番
乗り場

森28系統「平和島循環」
森33系統「平和島循環」

※上記のバスのみ，「流通センター南口」に停車します。

当社が貴社をご招待いたします。

東京流通センター（TRC）
第2展示場E・Fホール
主催： 株式会社流通研究社
 月刊マテリアルフロー

開場時間： 10：00～17：00

最新コンテンツは☞

www.mf-p.jp/asia2016/をご覧下さい。

2016年5月19日［木］ 20日［金］

「アジア善隣物流」で日本とアジアの競争力向上へ！

強靱化で ＋標準化 見える化 安全・環境保全 アジア進出支援
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A会場

A会場

B会場

B会場

C会場

C会場

D会場

D会場

Session A 政策連携セッション❶｜日本の物流・流通政策 Session D チャイナ・セッション｜日中シームレス物流 Session G 食料・飲料物流セッション｜アジア展開と支援サービス Session J 物流IT/ IoTセッション｜セキュリティ／コスト削減
A1 10:20~

11:20
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 国際物流課長／勝山 潔氏

D1 10:35~
11:15

中国食品市場と課題
◦鮮易控股（中国） 董事長／朱 献福氏

G1 10:15~
10:45

生産者から小売店・外食産業へ，「販路」を予約システムと物流でつなぐ
◦㈱ジャパングルメ 取締役／武内隆一氏

J1 10:30~
11:00

NTTロジスコの情報セキュリティソリューション
～iSS-BOXによる安全，安心な機密書類の処理
◦㈱NTTロジスコ 取締役第一営業本部長／清水健一郎氏

A2 11:20~
12:00

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 商務流通保安グループ 物流企画室長／野村栄悟氏

D2 11:15~
11:45

資生堂様の事例で見る日中間輸送の効率化
◦日本パレットレンタル㈱ 海外営業部 海外営業グループ グループ長／花輪太郎氏

G2 10:45~
11:15

アジア圏でのコールドチェーン構築の取り組み
◦センコー㈱ 国際物流事業本部 企画管理部長／野村利彦氏，三温度帯事業担当 副部長／福井晴喜氏

J2 11:00~
11:30

機密文書を安全にリサイクルするために～保管から溶解までの新しいしくみ
◦㈱エスエルネット 取締役／上川路 宏氏

A3 12:00~
12:10

日本企業のグローバル展開を支える国際物流ハブ「香港」の最新動向
◦香港貿易発展局 アシスタント・マーケティング・マネージャー／三島雅幸氏

D3 11:45~
12:25

中国天津自由貿易区越境Eビジネスにおける日中物流新幹線
◦ 世保達（天津）科技有限責任公司 CEO／張 洋氏

G3 11:15~
11:45

アサヒグループの物流改革チャレンジ
◦アサヒグループホールディングス㈱ 物流部門ゼネラルマネージャー／島崎市朗氏

J3 11:30~
12:00

物流ネットワーク解析による，コスト削減事例の紹介
◦㈱パスコ システム事業部 第二営業部 営業推進課／中村裕也氏

Session B 政策連携セッション❷｜TPP，AEC（ASEAN経済共同体），アジア物流 Session E ASEAN連携セッション｜メコン経済圏の現地事情 Session H 製造・物流の現地人材教育セッション｜タイ，ミャンマー，ベトナム他 Session K 海運セッション｜国際海上コンテナ物流
B1 12:30~

13:15
TPPの活用とこれからの物流
～TPPを見据えて今何をすべきか，またその先はどうなるのか
◦物流・貿易研究所 代表／木村 徹氏

E1 12:45~
13:30

タイの輸出入振興とアジア・シームレス物流への課題・展望
～活性化するASEAN経済
◦タイ荷主協議会（TNSC） 前会長／パイブーン氏，日本代表／川島孝夫氏

H1 12:00~
12:30

アルプス物流のアジアシームレスソリューション
～保税スキーム事例紹介（仮）
◦㈱アルプス物流 ASEAN営業統括部長／日下 洋氏

K1 12:30~
13:00

物流のシームレスを考える
◦エムエスシージャパン 社長／甲斐督英氏

B2 13:15~
13:45

日本郵便の物流ソリューション
◦日本郵便㈱ 郵便・物流営業部 部付部長（ソリューション担当）／石橋 守氏

E2 13:30~
14:00

タイのトラック輸送
◦セイノーホールディングス㈱ 取締役 国際戦略室担当／丸田秀実氏

H2 12:30~
13:00

次なる100年に向けてのグローバル人財育成戦略
～「山九ユニーク」でお客様のグローバル戦略を支える
◦山九東南アジアホールディングス㈱ 取締役 経営企画管理部長／小川昌裕氏

K2 13:00~
13:30

アジア物流ご担当者必見!! 船社から見たアジア物流の課題と
ソリューション～SITCのテーラーメイドサービスの事例
◦SITC JAPAN㈱ 運航管理グループ長／山口 剛氏

B3 13:45~
14:15

AEC，RCEP，TPPの展望と物流に与える影響
◦日本貿易振興機構（JETRO） 海外調査部 アジア大洋州課／蒲田亮平氏

E3 14:00~
14:30

期待高まるタイ～ミャンマー陸路物流～東西回廊の新道を実走
／現地最新状況報告
◦元・JETROヤンゴン事務所 所長／荒木義宏氏

H3 13:00~
14:30

パネルディスカッション アジア・ASEANにおける製造・物流人材教育の
課題と展望～政府施策と企業の取り組み
◦（独法）国際協力機構（JICA）東南アジア大洋州部 計画・ASEAN連携課課長／小西伸幸氏，

（公社）日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 所長／佐藤修司氏，日産自動車
㈱ SCM本部 特別顧問／安藤康行氏，キヤノン㈱ ロジスティクス統括センター 副所長／福
森恭一氏，日本通運㈱ グローバルロジスティクスソリューション部 専任部長／小南光司氏

K3 13:30~
14:00

見える化の力（Power of Visibility）
◦OOCLロジスティクス（ジャパン）㈱ 取締役 日本統括COO／樫山峰久氏

B4 14:15~
14:45

フォークリフトアタッチメント導入による物流効率化
◦カスケード（ジャパン）リミテッド／元吉祐介氏

Session C 政策連携セッション❸｜食品輸出倍増と物流支援 Session F アジア物流課題・解決セッション｜インフラ，ハラール他 Session I 流通・オムニチャネルセッション❶｜見える化・シームレス化 Session L 越境ECセッション｜日-アジア市場展開

C1 15:00~
15:30

農林水産物・食品輸出額1兆円目標に向けた農林水産省の施策と，
物流課題解決への手引き
◦農林水産省 食料産業局 輸出促進課 専門官／加藤靖之氏

F1 15:00~
15:30

アジアの物流インフラ構築とシームレス化
～AEC/TPP，今後の拡充計画と将来展望
◦国際協力機構（JICA） 東南アジア・大洋州部 計画・ASEAN連携課 主任調査役／黛 香苗氏

I1 15:00~
15:30

先進的ロジスティクスプロジェクトチーム
「GOAL」の事例紹介
◦佐川グローバルロジスティクス㈱ 営業開発部 部長／森田崇史

L1 14:30~
15:00

アジア進出の拠点となる物流施設について
～シンガポール，マレーシア，ベトナムの自社物流施設のご紹介
◦メープルツリー インベストメンツ ジャパン㈱ ロジスティクス部 部長／島津祐子氏

C2 15:30~
16:00

農業のグローバル化政策に向けた
ソーシャルメディアの役割と活用の重要性
◦田園社会イニシアティブ㈱

F2 15:30~
16:00

タイの工業団地とロジスティクスパーク 現状と展望
◦WHA Corporation  PCL Business Development Director／RURANANDA RAVEE氏，
　㈱シーアールイー 海外事業推進室 室長／槇谷真生子氏

I2 15:30~
16:00

イオンリテール向け物流センター
入荷検品と仕分けをRFIDで自動化
◦㈱アサヒ・リンク 専務取締役／谷 剛志氏

L2 15:00~
15:45

中国政府が発表した越境ECの関税改正について解説
◦京東商城（中国B2C最大手通販企業）
　JD Worldwide Director-Hongkong／Louis Li

C3 16:00~
16:30

日本通運の食品輸出への取り組み
～品質保持・シームレス物流への課題とソリューション
◦日本通運㈱ 事業開発部 次長／金澤宣明氏

F3 16:00~
16:30

日本通運のハラール物流サービスとグローバル展開（仮）
◦日本通運㈱ 事業開発部 課長／飯田知宏氏

I3 16:00~
16:30

“シームレス・リテーリング”実現へ，トイザらスのサプライチェーン変革
◦日本トイザらス㈱ サプライ・チェーン本部＆ロジスティックス本部 統括本部長 兼
　ビジネスコントローラー／吉田耕一郎氏

L3 15:45~
16:15

ヤマトチャイナダイレクト・中国保税区を利用した中国向け越境EC
～京東商城・FRANKとの協業モデルのご紹介
◦ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱ 執行役員 ソリューション営業部長／書川美樹氏

☆講師名ほか，詳細・最新情報はフォーラム公式サイト（http://www.mf-p.jp/asia2016/seminar.htm）にアップしていますので，ご確認のうえ，聴講登録をお願いいたします。 L4 16:15~
16:45

中国大手宅配業者（韵達エクスプレス）越境B2C輸送サービス～調達から戸口まで
◦㈱ペガサスグローバルエクスプレス 取締役／上村 明氏

Session M 政策連携セッション❹｜ロボティクス・IoT Session P 生鮮物流・コールドチェーンセッション｜支援技術・サービス Session S メディカル物流セッション｜医薬品物流など Session V 安全・安心セッション｜BCP

M1 10:30~
11:00

PC用品物流センターのロボットピッキング事例
◦エレコム㈱ 物流部 部長代理／町 一浩氏（依頼中）

P1 10:30~
11:00

中国コールドチェーン市場の成長とともに
～丸和運輸機関の新たな取り組み（仮）
◦㈱丸和運輸機関 取締役執行役員 海外戦略本部長／早川浩平氏

S1 10:30~
11:00

音声による医薬品物流の改革
◦ハネウェルジャパン㈱ 営業本部長／青柳恭弘氏

V1 10:30~
11:00

BCP（事業継続計画）セミナー～脅威に負けない組織作り
◦ミネルヴァベリタス㈱ 代表取締役／松井裕一朗氏

M2 11:00~
12:00

ロボティクス・IoT連携で物流高度化・シームレス化も支援
～ロボット革命推進会議の取り組み
◦ロボット革命イニシアティブ協議会 事務局長／久保智彰氏

P2 11:00~
11:30

中国・ASEAN食品物流におけるクラウドWMSの活用法と事例紹介
◦C NET（Thailand）Co., Ltd.  Managing Director／大川 勉氏

S2 11:00~
11:30

ドローンによる医薬品配送の実現へ
～エアロセンスがMSD，アルフレッサとともにモデル構築に挑む
◦エアロセンス㈱ 代表取締役社長／谷口 恒氏（㈱ZMP 代表取締役社長）

V2 11:00~
11:30

経営視点で見直す新たな地震対策
事業継続マネジメントとしての免震～当社の経験を踏まえ
◦THK㈱ 取締役副社長／今野 宏氏

P3 11:30~
12:00

国際生鮮輸送の課題と鮮度保持にチャレンジする物流技術
◦郵船ロジスティクス㈱ 第一総合開発営業部 物流技術開発営業課／知識吉輝氏，明石友則氏

S3 11:30~
12:00

中国医療機器市場の展望とチャレンジ
◦威高医療商業集団（中国） CIO／呉 濤氏

V3 11:30~
12:00

物流BCPについて
◦㈱シューワライフサポート 執行役員 BCP事業部 部長／中井正隆氏

P4 12:00~
12:30

JAグループの農産物輸出拡大に向けた取り組みと，CAコンテナの活用について
◦全国農業協同組合連合会（JA全農） 営農販売企画部 輸出推進課／橋詰政之氏，遠藤 一氏

S4 12:00~
12:30

医薬品物流の課題と展望（仮）
◦㈱メディセオ 特別顧問／山岸十郎氏

Session N 政策連携セッション❺｜中小企業のアジア輸出・進出拡大 Session Q 先端トレンドセッション｜シェアリング・ロジスティクス Session T 製販連携セッション｜一気通貫サプライチェーン Session W IoT・見える化支援技術セッション｜アジアのサプライチェーン・リアルタイム連携
N1 12:30~

13:00
中小企業庁が推進する中小企業のアジア輸出・進出支援政策と今後
◦中小企業庁 経営支援部 創業・新事業支援課長／和栗 博氏

Q1 13:00~
14:30

パネルディスカッション

サプライチェーン・ロジスティクスにおける
シェアリングエコノミー
～物流リソースのシェアリングとマッチングで社会的最適化へ
◦㈱ローソン 執行役員 ホームコンビニエンス事業本部長／野辺一也氏，ラクスル㈱　

代表取締役社長／松本恭攝氏，シーオス㈱ 代表取締役社長／松島 聡氏，三井倉庫
ロジスティクス㈱ 取締役 執行役員 営業統括／恵谷 洋氏（ファシリテーター）

T1 13:00~
13:30

オムニチャネルの具体的な実現方法とは?
◦マンハッタン・アソシエイツ㈱ 営業本部 ソリューションコンサルタント／楢崎芳樹氏

W1 12:30~
13:00

IoTの今後の展望と物流業界における効果的な活用
◦AT&Tジャパン㈱ 代表取締役社長／岡 学氏

N2 13:00~
13:30

朝どれ生鮮食品を即日アジアへ，
中小企業の輸出拡大を支援する「アジア生鮮便」
◦茨城乳配㈱ 代表取締役副社長／吉川国之氏

T2 13:30~
14:00

国際化・業際化が拡大する現代のサプライチェーン，
真価を発揮するクラウドを活用したシームレスな情報連携
◦GXS㈱ 営業本部ソリューションコンサルタント／山本惟司氏

W2 13:00~
13:30

SCMを支えるロジ見える化サービス～社内標準から業界標準を目指して
◦東芝ロジスティクス㈱ 物流開発推進部企画担当 グループ長／畑福康人氏
　㈱東芝 生産技術センター 設計生産システム変革推進部 研究主幹／古賀康隆氏

N3 13:30~
14:00

ASEANにおける進出日系企業の最新動向
～アジア・オセアニア日系企業実態調査の結果から
◦日本貿易振興機構（JETRO） 海外調査部アジア大洋州課 課長代理／藤江秀樹氏

T3 14:00~
14:30

ニトリのSPAモデルを支えるホームロジスティクスの
一気通貫物流サービス～ロボット自動倉庫でEC物流を高度化・効率化
◦ニトリグループ ㈱ホームロジスティクス 代表取締役社長／松浦 学氏

W3 13:30~
14:00

国際フレイトフォワーダーの『見える化・見せる化』
◦㈱阪急阪神エクスプレス コーポレート統括本部 情報戦略推進部 特任部長／今井龍次氏

Session O 政策連携セッション❻｜CRU（コンテナラウンドユース） Session R IoT･見える化セッション｜国際標準化と先端技術事例 Session U 流通・オムニチャネルセッション❷｜ECとアジア連携 Session X 先端技術セッション｜シームレス物流の未来を拓く
O1 14:30~

15:00
コンテナラウンドユース推進拡大への課題と展望
～N対Nでのコンテナマッチングを目指す推進施策
◦経済産業省 物流企画室 室長補佐／勝尾嘉仁氏

R1 15:00~
15:30

IoT時代の国際サプライチェーンを見える化，
SCM階層別のRFID国際規格と活用法
◦（一社）日本自動認識システム協会 アプリケーション技術グループ長／大塚 裕氏

U1 15:00~
15:30

製造業オムニチャネル時代の幕開け
～ニトリグループを支える販売・物流の仕組みを製造業で展開
◦伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 情報通信事業企画室 クラウドサービス営業部 長谷川真一氏

X1 14:30~
15:00

サプライチェーン戦略フェーズでのグローバルサプライチェーンの
見える化～お客様の経営課題解決をご支援
◦コアソリューション㈱ 代表／岡崎義典氏

O2 15:00~
15:30

CRU実践事例 輸出入企業の社会責任としての
CRU推進の取り組み（京都伏見）①
◦郵船港運㈱ 物流企画課課長／北川美昭氏

R2 15:30~
16:00

ネットワークを活用した安全の見える化～ベトナムの事例
◦㈱データ・テック 海外事業室 課長／山田美佳氏

U2 15:30~
16:00

アジアでも活躍! クラウド型WMS【ロジザードZERO】の可能性
◦ロジザード㈱ 企画営業部 部長／柿野充洋氏

X2 15:00~
15:30

先端ロボティクス・AI技術で未来の物流・人流へ
～搬送ロボット，ドローン，無人カー
◦㈱ZMP 代表取締役社長／谷口 恒氏

O3 15:30~
16:00

CRU実践事例 輸出入企業の社会責任としての
CRU推進の取り組み（京都伏見）②
◦ケービーエスクボタ㈱ 海外グループ グループ長／武山義知氏

R3 16:00~
16:30

IoTで実現するスマート・ファクトリー
～インダストリー4.0時代のIBMスマーター・サプライチェーンとは?
◦日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略コンサルティング・グ

ループ ロジスティクス・コンサルティング担当アソシエイト・パートナー／宮本龍也氏

U3 16:00~
16:30

BEAMSのRFIDアイテムタギング
～物流・全店舗シームレス展開へのチャレンジ
◦㈱ビームスホールディングス ロジスティクス本部 課長／竹川 誠氏

X3 15:30~
16:00

DHLエコ・ソリューション～埋め立てゼロを目標に持続可能な社会の実現を目指して
◦DHLサプライチェーン㈱ テクノロジー事業本部 パートナービジネス担当
　ジェネラルマネージャー／望月 明氏

X4 16:00~
16:30

準天頂衛星で日本版GPS～高精度化する地理空間情報で物流に革命的進化
◦（一財）衛星測位利用推進センター（SPAC） シニアアドバイザー／松岡 繁氏

アジア・シームレス物流フォーラム2016　セミナー・セッションプログラム ＊本セミナーの聴講は無料で，事前登録が必要です。☞www.mf-p.jp/asia2016/からご登録下さい（定員になり次第，締切ります）。
（一部調整中含む）


