
視察のご案内

世界最大の物流機器展「セマット」と独アマゾン、アパレルSPAのRFIDフル導入現場、
空港バゲッジハンドリング・・・・ヨーロッパの最先端物流システム技術の粋に迫る！

＜２０１6＞

欧州先端物流システム・CeMAT展視察団
2016年5月29日（日）～6月04日（土）、ドイツ5都市

（株）流通研究社・月刊マテリアルフロー

◆ドイツ国内に集中し1週間で効率的に、世界の物流システム機器・IoT
トレンドがいち早く集結する世界最大の展示会・CeMATと、通販・アパ
レル他の最先端物流システム・現場事例を視察
・・・他にない充実のプログラムでお届けします！
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＊上記の日程は、航空会社、訪問先などの都合により変更になる場合がございます。予めご了承頂けます様
宜しくお願い申し上げます

＊朝食 昼＝昼食 夕＝夕食 ×＝食事なし 機＝機内食

＊時間帯の目安

月日 都市名 時間 交通機関 スケジュール 食事

1 2016年
5月29日
（日）

羽田空港 発
フランクフルト着
フランクフルト発
ミュンヘン着

12:05
14:05
18:45
20:15
21:10

LH717

LH120

羽田空港国際線ターミナル集合
空路、フランクフルトへ
着後、乗継ぎ
空路、ミュンヘンへ
着後、専用車にてホテルへ

＜ミュンヘン 泊＞

朝：×
昼：機
夕：○

2 5月30日
（月）

ミュンヘン

ミュンヘン
フランクフルト

午前

午後
夕刻

専用車

列車
専用車

専用車にて視察先へ
業務視察①■Marco polo社予定
列車にてフランクフルトへ（3時間09分）
着後、専用車にてホテルへ
ホテル着 ＜フランクフルト 泊＞

朝：○
昼：〇
夕：×

3 5月31日
（火）

フランクフルト
コブレンツ
コブレンツ
フランクフルト
フランクフルト
ハノーバー近郊

午前

午後

専用車

列車
専用車

専用車にてコブレンツへ
業務視察② ■Amazon社予定
視察後 専用車にて フランクフルトへ
業務視察③ ■フランクフルト空港予定
列車にてハノーバーへ（2時間21分）
着後、専用車にてホテルへ
ホテル着 ＜ハノーバー近郊泊＞

朝：○
昼：×
夕：×

4 6月01日
（水）

ハノーバー近郊
ハノーバー
ハノーバー
ハノーバー近郊

終日 専用車

専用車にCeMAT会場へ
業務視察④■CeMAT視察
※本視察団専門セミナー開催（1時間）

＜ハノーバー 近郊泊＞

朝：○
昼：×
夕：×

5 6月02日
（木）

ハノーバー近郊
ハノーバー

ハンブルグ

フランクフルト

午前

午後
専用車

専用車にてＣｅＭＡＴ会場へ
業務視察④ ■CeMAT視察
視察後、ハンブルグへ
業務視察⑤ ■Lufthansa Technik AG
ロボット自動倉庫視察
専用車にてフランクフルトへ
ホテル着 ＜フランクフルト 泊＞

朝：○
昼：〇
夕：〇

6 6月03日
（金） フランクフルト発

11:00
13:40

専用車
LH710

専用車にて空港へ
一路、帰国の途へ

＜機中 泊＞

朝：○
昼：×
夕：機

7 6月04日
（土） 成田空港 着 08:55 成田空港到着後 解散

朝：機
昼：×
夕：×

2016 欧州ＣｅＭＡT展示会・先端物流システム視察団＜基本構成＞

早朝 午前 午後 夜 深夜

4:00 7:00 12:00 18:00 23:00 4:00



視察先とポイント

①アパレルSPA／マルコポーロ （ミュンヘン）
マルコポーロ(MarcO'Polo International Gmbh)は、ドイツ・欧州で成功し中国に進出、通販も拡
大中のアパレル製造小売業(SPA)。ヨーロッパ中心に世界30か国以上に展開。ZALAやH&Mよりワ
ンランク上の「プレミアム・カジュアルウェア」コンセプトが受け入れられ、ドイツ国内に直営店を100、
ヨーロッパ各国にフランチャイズ店を150、中国に2店舗を開設。
全品にアイテムタギングするRFIDシステム導入は、2014年に直営100店舗と物流センターへ順次

導入完了。トルコ、中国の工場でタギングし出荷、物流センターと店舗管理・オペレーションにで
RFIDをフル活用し、圧倒的な業務効率化と接客品質向上に大きな成果を挙げています。

②通販物流／アマゾン ロジスティクス・センター（コブレンツ）
北ラインラントのモーゼル川とライン川の間に位置するコブレンツは、ドイツで最も古く、最も美し
い都市の一つです。 2,000 年以上前に作られた城、要塞、教会、多くの歴史的な魅力があるコブレ
ンツは、ユネスコ世界文化遺産にも大きな役割を果たしています。
ここに位置するアマゾンのフルフィルメント・センターは、2012 年にオープン。11万㎡の広さは
サッカー場約 17個分に相当します。世界を驚かせる迅速出荷・迅速お届けの高度な物流サービス

を支える、先進システムが活躍する本センター内を、解説を受けつつ視察します。日本では関係者
さえ見られないアマゾンの物流現場に触れる、希少な機会をご提供します。

③手荷物ハンドリング／フランクフルト国際空港
ヨーロッパでもトップクラスの規模を誇り、世界の国際線の主要なハブ空港の1つ。年間5,000万
人以上の搭乗客と約480,000回の離着陸がある、国際輸送の要所。貨物取り扱い量は1,548,014ト
ンでヨーロッパ第2位（シャルル・ド・ゴール空港で1,723,700トン、ヒースロー空港で1,300,420トン）。
最大１日に1,400便が離発着するなか、手荷物を搬送・仕分けする見事なバゲッジハンドリングシ
ステム(BHS)が稼働しています。最新技術とインフラで、数キロにおよぶベルトコンベヤから離発着
情報に応じたピンポイントでの確実な手荷物仕分けを実現。本視察ではBHSの流通オペレーション
（PCシステム）部門、コントロールセンターなどを見学します。

④世界最大の物流機器展示会／CeMAT（ハノーバー）
ハノーバー国際見本市会場で隔年開催される世界最大のイントラロジスティクス＝構内物流シス
テム展示会を、1日半の時間を取ってじっくり視察します。当会場は、2011年のハノーバー・メッセ
で初めて、メルケル首相らが産官学一体プロジェクトとして「インダストリー4.0」に取り組むことを発
表した、まさに震源地。
そこで今回は特別企画として、流通研究社が20年来の交流関係を持つ主催者・ドイツメッセ社の
全面協力を得て、本視察団のためだけに以下の特別セミナーを開催してくれることになりました。
＜特別セミナー(6月1日、11:00～12:00)の概要＞
・CeMAT2016のコンセプトと見どころ…ドイツメッセ（株） フォルフガング・ペッヒ上級副社長
・Industrie4.0とイントラロジスティクス…ドイツ機械工業連合会・物流機械工業会 専務理事を予定

⑤ロボット自動倉庫視察／Lufthansa Technik AG
ロボットが縦横無尽に走行し必要なケースを自動出庫。多品種少量高速出庫に最適なＡｕｔｏＳｔ

ｏｒｅの、ルフトハンザにおける先進導入事例を視察します。
＊視察先は変更になる場合もございます



参加費用などのご案内

視察名 欧州先端物流システム・CeMAT展視察団 ２０１６

視察期間 ２０１６年５月２９日（日）～６月０４日（土） ５泊７日

要 項 参加費用お一人様 598,000円
※羽田空港施設使用料、海外空港諸税、燃油サーチャージが別途必要となります。

■訪問都市：ミュンヘン・フランクフルト・コブレンツ・ハノーバー・ハンブルグ
■利用予定ホテル
・ ミュンヘン：MUNICH MARRIOTT HOTEL
・フランクフルト：RADISSON BLU HOTEL
・ハノーバー近郊：LEONARDO HOTEL HAMBURG STILLHO(HAMBURG)または

QUALITY HOTEL DRESDEN WEST（LEIPZIG) など

■利用航空会社：ルフトハンザﾞ航空
■参加費用に含まれるもの：
・国際線エコノミークラス利用、ホテルツインルーム2人1部屋利用、
・ホテル・空港間の往復専用車、ホテル・会場の往路専用車、視察費用
・食事（朝食４回、昼食2回、夕食2回, 但し機内食は除く）,
・視察訪問時の専門通訳
■添 乗 員：全行程、添乗員が１名ご同行いたします。

◆お一人様部屋利用追加代金 : ¥86,500

◆ビジネスクラス利用追加代金 ：¥537,000

◆空港税等諸費用が別途必要となります。
羽田空港施設使用料 2,570円・海外空港税 16,530円
燃油サーチャージ 17,600円
＊上記料金は今後、為替レート、原油価格等により変動します

設定人員 15名様 （最少催行人数10名様）
※最少催行人員に満たない場合は催行を中止する場合もございます。

お問い合せ 株式会社流通研究社・月刊マテリアルフロー 担当：菊田

TEL：03-3988-2661 FAX：03-3980-6588 (kikuta1@mf-p.jp)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-47-6 パレス南池袋2F
◆正式な申込書をお送りしますので、上記まで社名・住所・連絡先
（電話・FAX・メール）・ご氏名を添え、お気軽にご請求ください。
＊正式お申し込みの期限は、2016年4月22日(金)となります

今回の委託旅行会社：株式会社JTBコーポレートセールス
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング12階
TEL:03-3502-5901   FAX:03-3502-5902 担当：沖高


