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「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 2017
「標準化」
「見える化」で「強靱化」
「安全・環境保全」＋「アジア進出支援」

企画・実行委員
共同議長

㈱守隋本店

㈱ナンセイ

三井倉庫ロジスティクス㈱

カメリアライン㈱

㈱スギヤス

日建リース工業㈱

三菱ケミカルエンジニアリング㈱

アムンゼン㈱

川田工業㈱

鈴与㈱

㈱日新

メープルツリーインベストメンツジャパン㈱

㈱アルプス物流

北九州港

㈱セイノー情報サービス

ニッタ㈱

モリタ宮田工業㈱

安華物流系統有限公司

岐阜プラスチック工業㈱

センコー㈱／㈱スマイル

日通商事㈱

安田倉庫㈱

伊藤忠テクノソリューションズ㈱

キヤノンマーケティングジャパン㈱

センコー商事㈱

日本貨物鉄道㈱

㈱山善

㈱染めＱテクノロジィ

日本通運㈱

ヤマトアジア㈱

㈱ダイフク

日本パレットレンタル㈱

ヤマトホールディングス㈱

花岡車両㈱

ヤマトロジスティクス㈱

SGHグローバル・ジャパン㈱
㈱NTTデータ
MBPジャパン㈱
OOCLロジスティクス㈱

サイファーラボ・コーポレーション

㈱デンソーウェーブ

パナソニック㈱

ヤマハモーターパワープロダクツ㈱

㈱サトー

㈱東京流通センター

ハンマーキャスター㈱

郵船ロジスティクス㈱

山九㈱

㈱東計電算

ファナック㈱

ユーピーアール㈱
ヨシアース㈱

富士電機㈱
香港貿易発展局

吉川化成㈱

岡田工業㈱

㈱豊田自動織機

㈱マキテック

ラマソフト㈱

㈱岡村製作所

GXS㈱
JDAソフトウェア・ジャパン㈱

トランスコスモス㈱

㈱丸和運輸機関

ロジザード㈱

カシオ計算機㈱

静岡製機㈱

㈱ナンシン

マンハッタン・アソシエイツ㈱

㈱をくだ屋技研

一般社団法人 日本マテリアル

フロー研究センター（JMFI）

大森駅

10：00 〜 17：00

開場時間

株式会社 流通研究社・月刊マテリアルフロー

後

国土交通省，経済産業省ほか28 団体

援

最新コンテンツは☞

東京モノレール「流通センター駅」正面
中央陸橋上

千葉方面

● JR「大森駅」よりお越しの方

大井南出口

バス停「流通センター前」にお越しの方

トラックターミナル前

4番

東京方面

東口

平和島出口

大森海岸駅

http://ryuken-jmfi.or.jp/asia2017

和橋

乗り場

環七大井ふ頭

新平

森 24 系統「京浜島循環」
森 31 系統「流通センター循環」
乗り場 森 36 系統「京浜島・昭和島循環」
森 46 系統「京浜島循環」

大森海岸駅前

5番

大橋

大和

平和島口
平和島駅
環七通
り

第二展示場
東ゲート

大森東

7番

森 32 系統「城南島循環」
森 43 系統「大田市場」行

9番

森 28 系統「平和島循環」
森 33 系統「平和島循環」

乗り場
乗り場

バス停「流通センター南口」にお越しの方
南ゲート

5番

森 31 系統「流通センター循環」

9番

森 28 系統「平和島循環」
森 33 系統「平和島循環」

乗り場

所要時間

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

※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。

東京流通センター（TRC）

バス停「流通センター前」にお越しの方
森 32 系統「城南島循環」
森 43 系統「大田市場」行
森 24 系統「京浜島循環」
森 25 系統「昭和島循環」
1 番 森 31 系統「流通センター循環」
乗り場
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」
平和 54 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。

※上記のバス全て，
「流通センター前」に停車します。

横浜方面
平和島出口

森 45 系統「京浜島・昭和島循環」
森 25 系統「昭和島循環」

● 京浜急行「平和島駅」よりお越しの方

乗り場

バス停「流通センター南口」にお越しの方

1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」

※上記のバス全て，
「流通センター南口」に停車します。

※上記のバス全て，
「流通センター南口」に停車します。

〒143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1
TEL：03-3767-2111（代表） FAX：03-3767-2053

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。
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

http://ryuken-jmfi.or.jp/asia2017 「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。

（順不同）

（株）海事プレス社
／ （株）日本海事新聞社，
｜後｜援｜

㈱データテック

東芝ロジスティクス㈱

主催

当社が貴社をご招待いたします。

企画・運営

（一社）日本パレット協会

光英システム㈱

鳥取県

東京流通センター（TRC）
第 2 展示場 E・F ホール

アジア進出支援

｜協｜賛｜

㈱インフォセンス

三進金属工業㈱

2017年 5月18日［木］ 19日［金］

線
湾岸
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ル
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㈱アトムシステム

オークラ輸送機㈱

強靱化

〈 要 Web 事前登録／大好評受付中 ! 〉

（50 音順）

アマノ㈱

伊東電機㈱
KDDI㈱
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱ コアソリューション㈱

で

見える化

首都高
羽田線 速１号

展示ブース 出展会社一覧

標準化
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線

松浦
学
井口 博実
太田 年和
松浦
敦
宇佐美文俊
堀尾
仁
三上 佳男
正木 裕二
福森 恭一
真貝 康一
杉浦 宜修
本間 耕司
中原敬一郎
藤原 正邦
正代
誠
松本 充博
甲斐 督英
川島 利夫
福神健字郎
本田 隆一
宿谷
肇
合志 健治
伊藤
昇
佐野 直人
長谷川真一
下代
博
小倉
崇
岡部 利文
赤星慎一郎
吉村佐知子
上田 正尚
村上 敏夫
遠藤 孝顕
濱野 径雄
福本 博二
町田 倫代
勝尾 嘉仁
丸山 英朗

京浜
東海 東北線
道線

オブザーバー

◦㈱ニトリホールディングス｜上席執行役員（㈱ホームロジスティクス｜代表取締役社長）
◦日本通運㈱｜事業開発部長 お客様相談センター所長
◦イオングローバル SCM ㈱｜取締役 経営管理本部長
◦㈱イトーヨーカ堂｜物流企画開発部 統括マネジャー
◦㈱日本アクセス｜常務執行役員 ロジスティクス部門管掌 兼 西日本営業部門ロジスティクス統括
◦味の素㈱｜物流企画部長
◦日産自動車㈱｜ SCM 本部 部品物流エンジニアリング部 部長
◦㈱東芝｜執行役上席常務付（ロジスティクス担当）
◦キヤノン㈱｜ロジスティクス統括センター 上席
◦日本貨物鉄道㈱｜取締役兼執行役員 営業統括部長
◦三井倉庫ロジスティクス㈱｜執行役員 SCM 営業本部長
◦ヤマトロジスティクス㈱｜代表取締役社長
◦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
◦センコー㈱｜物流経営研究所 所長
◦ SGHグローバル・ジャパン㈱｜代表取締役
◦㈱セイノー情報サービス｜常務取締役 第二営業部長 兼 東京支店支店長
◦エムエスシージャパン｜社長
◦郵船ロジスティクス㈱｜執行役員
◦㈱日立物流｜ロジスティクスソリューション開発本部 副本部長
◦三菱商事㈱｜新産業金融事業グループ 物流事業本部 成長戦略・新規事業開発担当
◦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
◦㈱山善｜上級執行役員 最高情報責任者（CIO）経営企画本部長 兼 生産財戦略統括部長
◦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
◦㈱ 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 部長
◦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 主任
◦㈱ダイフク｜取締役 常務執行役員 FA&DA 事業部門長
◦㈱豊田自動織機 トヨタL&F カンパニー｜国内営業部 部長
◦日本パレットレンタル㈱｜取締役 海外営業部管掌 兼 営業企画部管掌
◦三甲㈱｜専務取締役 営業本部長
◦（独法）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）
◦（一社）日本経済団体連合会｜産業政策本部長
◦（一社）日本物流団体連合会｜理事 事務局長
◦（一社）日本アパレル・ファッション産業協会｜事務局長
◦（一財）流通システム開発センター｜常務理事
◦物流標準化懇話会｜代表理事
◦国土交通省｜物流審議官部門 国際物流課長
◦経済産業省｜商務流通保安グループ 流通政策課兼物流企画室 室長補佐
◦（独法）国際協力機構（JICA）｜東南アジア・大洋州部 計画・ASEAN 連携課

第一京
浜

委員

※順不同・敬称略

（順不同）

◦国土交通省 ◦経済産業省 ◦在東京タイ王国大使館 ◦駐日ベトナム社会主義共和国大使館 ◦（独法）日本貿易振興機構（JETRO） ◦（独法）国際協力機構（JICA）
◦（一社）日本経済団体連合会 ◦（一財）日本規格協会 ◦（一財）流通システム開発センター ◦（公社）日本通信販売協会 ◦日本スーパーマーケット協会
◦（一社）日本アパレル・ファッション産業協会 ◦（一社）日本物流団体連合会 ◦（一社）日本医療機器ネットワーク協会 ◦（一社）日本加工食品卸協会
◦（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 3PL 協会 ◦（一社）日本産業車両協会 ◦日本インダストリアル・エンジニアリング協会
◦（一社）日本自動認識システム協会 ◦（一社）日本物流システム機器協会 ◦中国機械工程学会，中国倉庫協会，中国物流購買連合会 ◦韓国コンテナ・パレット協会，韓国物流研究院

本イベントに関するお問い合わせはこちらまで
ほか

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

（A）

アジア・シームレス物流フォーラム 2017

5/18 ㊍
Session

セミナー・セッションプログラム

A 会場｜1F

A 政策連携セッション❶｜日本のアジア物流・流通政策

A1 10:30~ 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

11:15 ◦国土交通省｜総合政策局 国際物流課長 町田倫代氏
A2 11:20~ 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
12:05 ◦経済産業省｜商務流通保安グループ 物流企画室長 正田 聡氏

5/18 ㊍
Session

B会場｜2F

D チャイナ・セッション

D1 10:45~ 一帯一路と東アジアサプライチェーンについて

B 政策連携セッション❷｜アジアの貿易課題と物流

B1 12:35~

13 :05

B2 13 :10~

14 :10

JR 貨物が提案する国際複合一貫輸送における鉄道貨物輸送

～ドライバー不足と運行管理厳密化によるトラック供給量の減少と CO2 排出量減に対応できる鉄道へのモーダルシフト
◦日本貨物鉄道｜ロジスティクス本部 営業統括部 営業部長 和氣総一朗氏

ASEAN 地域の生産ネットワークの変化と日本企業の動向

◦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

（定員になり次第，締切ります）
（一部調整中含む）

5/18 ㊍
Session

G1 10:15~ アジア No.1 の流通・生活支援ソリューションプロバイダーを目指して

15 :10 ◦台湾冷鏈協會｜事務局長 陳巨星氏
C2 15 :15~ 我が国コールドチェーンの国際標準化
16 :25 ～低温食品の物流インフラ構築で，アジア輸出・展開力を向上

◦㈱ニチレイロジグループ本社｜執行役員 海外事業推進部長 羽津元之氏
◦ヤマトホールディングス㈱｜経営戦略担当 シニアマネージャー 高野茂幸氏
◦国土交通省｜総合政策局 国際物流課 物流渉外官 朝津陽子氏
◦経済産業省｜産業技術環境局 国際標準課 課長 藤代尚武氏

J1 10:30~ 事例に学ぶサプライチェーンデザインの必要性ともたらす効果

D3 11:55~ 香港を通じて一帯一路構想への参加

G3 11:25~ マツモトキヨシが進める小売りの変革（仮）

J3 11:40~ ライオンのサプライチェーン改革と新チャレンジ
12:10 ～全社最適化とアジア連携強化へ（仮）

Session

E ASEAN 連携セッション❶｜タイ

E1 12:55~ 東部経済回廊
（EEC）政策に基づくタイの物流網拡充と

13 :25

日本企業投資の可能性

◦タイ王国大使館｜公使参事官 バワォン・サッタヤウティポン氏

E2 13 :30~ アジア域内を巡るモノの流れの効率化
14 :00 ～医薬品・芳香剤・衛生材料などの製造販売

◦JDAソフトウェア・ジャパン㈱｜取締役 シニアプラクティスディレクター 勝川宏明氏

11:55

Session

Session

F ASEAN 連携セッション❷｜ベトナム

F1 15 :05~ ベトナムと日本を高品質物流でシームレス連携～3 温度帯食品物流，越境 EC

15 :35 ◦佐川急便ベトナム㈲・SG佐川ベトナム㈲｜島崎順二氏
F2 15 :40~ 日越連携でアジア・シームレス物流を進化
16 :10 ～ベトナム社会主義共和国政府の取り組み
◦駐日ベトナム社会主義共和国大使館

◦㈱マツモトキヨシホールディングス｜取締役副社長 成田一夫氏

H1 12:25~ アジア・シームレス物流における

12:55

H2 13 :00~

14 :30

Session

I

同 シニアマネージャー 伊藤 亮氏

◦ライオン㈱｜執行役員 SCM本部長 平岡真一郎氏

H 先端ロボティクス・マテハンセッション｜実践事例と支援サービス

◦タイ荷主協議会（TNSC）
｜日本代表・川島孝夫氏

C1 14 :40~ 臺灣冷鏈協會（Taiwan Cold Chain Association）の取り組みについて

D会場｜2F

J 製造業セッション／日用雑貨など｜サプライチェーンの最適化と連携

11:00 ◦ラマソフト㈱｜マーケティング担当 森 裕由氏
J2 11:05~ グローバルサプライチェーンを，
どう再設計するのか～連合体制によるサービスの提供
11:35 ◦EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱｜パートナー 羽柴崇典氏／

◦日本パレットレンタル㈱｜海外営業部 シンガポール支店長 片岡達彦氏

C 政策連携セッション❸｜コールドチェーンと国際標準化

5/18 ㊍
Session

10:45 ◦ヤマトアジア㈱｜取締役社長 リチャード・チュア氏
G2 10:50~ シームレス物流最新動向―消費財／
11:20 薬品業界のグローバル・ロジスティクス／ WMS 成功の取組

E3 14 :05~ 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
14 :35 ～活性化する ASEAN 経済
Session

C会場｜1F

G 薬粧品・食品セッション｜実践事例と支援サービス

11:15 ◦浙江海洋大学｜特聘教授 張 静氏
D2 11:20~ The Cell of Transportation
11:50 ◦安華物流系統㈲｜総経理 孫 延安氏

12:05 ◦香港貿易発展局 東京事務所｜アシスタント・マーケティング マネージャー 三島雅幸氏
D4 12:05~ 進化している中国小売業の物流事情～効率化，技術革新を求める現場
12:25 ◦保利商業資産管理㈲・広州比 超市連鎖㈲｜総経理 朱 東生 氏
Session

＊本セミナーの聴講は無料で，事前登録が必要です。☞ http://ryuken-jmﬁ.or.jp/asia2017 からご登録下さい。

フォークリフトアタッチメントの活用

◦カスケード（ジャパン）リミテッド｜澤田俊宏氏
パネルディスカッション

物流現場作業の自動化にマテハン＋ロボットで挑む

～労働力不足に打ち勝つ物流自動化の可能性を探る

◦㈱ニトリホールディングス｜上席執行役員（㈱ホームロジスティクス｜代表取締役社長）松浦 学氏
◦㈱MUJIN｜CEO 滝野一征氏
◦㈱ダイフク｜エンジニアリング本部長 権藤卓也氏
◦㈱岡村製作所｜理事 物流システム事業本部 マーケティング部 部長 山下佳一氏
◦〈進行〉㈱流通研究社｜月刊マテリアルフロー編集長 菊田一郎

SPA・アパレルセッション｜製販連携サプライチェーン

I1 15 :00~ 中国で活用の拡がるクラウド型 WMS の活用事例

15 :30 ◦ロジザード㈱｜企画営業部 部長 柿野充洋氏
I2 15 :35~ アパレル業界が進める RFID 活用の現状と事例／
16 :35 業界連携で挑む物流共同化，段ボール箱標準化

Session

K 越境 ECセッション｜日-アジア市場展開

K1 12:40~ 中国国内 EC 物流の伸長とその課題

13 :10

K2 13 :15~ 特別区を利用した越境 EC 保税サービス
「チャイナ EC」
13 :45 ～二つのチャイナECサービス活用による中国向け越境 EC 物流コストとリードタイムの解決策
◦㈱アルプス物流｜国際物流部 課長 志村岩男氏

K3 13 :50~ 通販企業が一貫して取り組むフルフィルメントサービスと

14 :20

Session

日中越境 EC 支援サービス

◦㈱スクロール360｜取締役 海外ソリューション戦略室 室長 高山隆司氏

L 特別企画〈物流女子会パネル〉
｜活躍する女性ロジマネージャーにきく

L1 14 :50~

16 :20

パネルディスカッション サプライチェーン・ロジスティクス界で活躍する
女性たち～人も会社もシームレス・物流ダイバーシティ推進のために

◦オリンパス㈱｜SCM本部 SCM統括部 企画管理グループ 課長 安達紘子氏
◦合同会社西友｜サプライチェーン・マネジメント本部 物流部 三郷副センター長
藤堂こずえ氏
◦日本電気㈱｜交通・物流ソリューション事業部 バリュークリエイション部 部長
武藤裕美氏
◦〈進行〉東京女子大学｜現代教養学部 国際社会学科 経済学専攻 教授 二村真理子氏

◦（一社）日本アパレル・ファッション産業協会｜事務局長 遠藤孝顕氏
◦（一社）日本アパレル・ファッション産業協会｜SCM推進委員会 物流小委員会 委員長
森野保則氏（㈱三陽商会）

F3 16 :15~ ベトナム製造業における現状と課題
16:45 ～日本企業のチャンス及びベトナムの労働者の状況

◦安田物流（上海）有限公司｜副総経理 財津慶一氏

◦国防省・兵団11－THANH AN コーポレーション－ THANH AN 人材派遣センター
副社長 ツー・ゴック・ラン氏／同日本事業部 部長 バック・チエン・コン氏
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Session

A 会場｜1F

M 政策連携セッション❹｜ ASEAN諸国の物流コストと国際競争力

M1 10 :20~

10 :40

ASEAN 諸国の物流コストと国際競争力調査の背景・成果と展望
◦経済産業省｜物流企画室 室長補佐 勝尾嘉仁氏

M2 10 :45~ キヤノンの ASEAN 物流戦略と物流コスト

11:15

◦キヤノン㈱｜ロジスティクス統括センター 上席 福森恭一氏

M3 11:20~ デンソーの ASEAN 物流戦略（仮）

11:50

◦㈱デンソーインターナショナルアジア｜最高執行責任者 兼 上級副社長 末松正夫氏

5/19 ㊎
Session

B会場｜2F

P ASEAN 連携セッション❸｜フィリピン，インド 他

5/19 ㊎
Session

C会場｜1F

S 食品・飲料・日雑物流セッション｜アジア展開と支援サービス

P1 10 :30~ 日比連携でアジア・シームレス物流を進化
11:00 ～フィリピンの現地事情と物流投資環境

S1 10 :15~ デジタルイノベーションによる
「アジア BPO の実現」

P2 11:05~ アジア域内海上コンテナ輸送トレンドと荷主様のニーズ実現

S2 10 :50~ 中国コールドチェーン市場の成長とともに

◦㈱フィリッジ｜代表取締役 田口俊之氏

11:35

◦SITC JAPAN CO.,LTD｜代表取締役社長 呂 開献氏

P3 11:40~ インド貨物鉄道におけるコンテナ利用促進に向けた実証実験に
12:10 ついて ～ダイヤに基づく定時運行と共同集荷による利用促進を目指して
◦日本通運㈱｜海外管理部 次長 高橋嘉英氏

10 :45

11:20

◦トランスコスモス㈱｜常務執行役員 内村弘幸氏／
サンスターSTARLECS㈱｜理事 荒木協和氏

◦㈱丸和運輸機関｜グローバル戦略企画部 部長 岡田太郎氏

S3 11:25~ 神戸モーダルシフト推進協議会／

11:55

ネスレ日本における食品飲料物流の取り組み（仮）

◦ネスレ日本㈱｜サプライ・チェーン・マネジメント本部 在庫運用企画部 東京センター
ネスレヘルスサイエンス サプライ・チェーン マネジャー 上野 剛氏

※セミナーの項目・講師・時間等は変更になることもあります。
http://ryuken-jmfi.or.jp/asia2017で最新情報をご確認ください。
Session

N 政策連携セッション❺｜中小企業・地方産品のアジア輸出支援策

Session

Q アジア物流課題・解決セッション｜インフラ，ハラール他

N1 12:25~ 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
12:55 ◦中小企業庁｜経営支援部 創業・新事業促進課 課長 和栗 博氏

Q1 12:40~ 東南アジアの物流シームレス化に資する
13 :10 物流インフラ整備の現状と今後の計画

N2 13 :00~ 中小企業の地方産品の販路確保とアジア輸出拡大へ新機軸

Q2 13 :15~

13 :30

N3 13 :35~

14 :05

Session

◦㈱グルメクリエイト｜営業部長 武内隆一氏

ASEANにおける進出日系企業の最新動向

◦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

O 政策連携セッション❻｜内外連携の物流課題

O1 14 :35~

15 :05

政策連携セッション 6-1

ラストマイルの物流課題

日本郵便が支える日本のラストマイル物流

◦国際協力機構（JICA）
｜東南アジア大洋州部 計画・ASEAN連携課 企画役 飯田鉄二氏

13 :45

Mapletree Group マレーシアの最新物流施設のご案内
～ジョホールバル（フリーゾーン）とシャーアラムの事例

◦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

Session

Session

T 先端トレンドセッション｜ AI / IoTと物流

T1 12:25~ 金属対応 RFIDでレンタル品の固体管理，
12:55 ビッグデータ分析で運用高度化

◦広友ロジックス㈱｜運営本部 本部運営グループ グループ長 岩淵義人氏

T2 13 :00~

14 :30

AIで物流ロボットがカンブリア爆発へ，シームレス&
スマート物流の未来～ピッキング自動化・搬送制御最適化で物流の世界が変わる
パネルディスカッション

◦東京大学大学院｜特任准教授 松尾 豊氏
◦㈱ニトリホールディングス｜上席執行役員（㈱ホームロジスティクス｜代表取締役社長）松浦 学氏
◦GreyOrange社｜アジアパシフィック＆ジャパン CEO ナリン アドヴァニ氏
◦ファナック㈱｜ロボット事業本部 本部長 稲葉清典氏
◦〈進行〉㈱流通研究社｜月刊マテリアルフロー編集長 菊田一郎

◦日本通運㈱｜事業開発部 課長 飯田知宏氏

R グローバル製造業セッション｜グローバル・シームレスサプライチェーン

Session

U 流通・オムニチャネルセッション｜小売業のアジア展開と物流

R1 14 :50~ クラウドを活用した海外取引先とのシームレスな情報連携
U1 15 :00~ 車両管理におけるビッグデータの活用とシステム導入事例紹介
15 :20 ～導入社数数万社，世界と繋ぐ最新 B2B/EDI サービスと導入事例のご紹介（仮）
15 :30 ◦MBPジャパン㈱｜執行役員第一開発部 部長 孫 文傑氏
◦GXS㈱｜営業本部 ソリューションコンサルタント 清水久美子氏

～ネットワークとシステム拡充で生活利便性を確保
◦日本郵便㈱｜郵便・物流事業企画部長 指宿一郎氏

O2 15 :10~

16 :20

政策連携セッション 6-2

東京オリンピック・パラリンピック

東京オリンピック・パラリンピックへの物流体制

◦（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会｜大会準備運営第二局
輸送宿泊部 部長 勝谷大輔氏
◦ヤマトホールディングス㈱｜東京オリンピック・パラリンピック推進室 室長
三重堀敦也氏

R2 15 :25~ グローバル SCM を具現化するロジスティクスの仕組み
15 :55 ～ケーススタディから考えるロジスティクスの役割

U2 15 :35~ 東アジアで稼動する輸配送管理システムの実例紹介
16 :05 ～東アジアの輸配送業務の品質向上と生産性向上

R3 16 :00~ ブリヂストンのグローバル・サプライチェーン最適化チャレンジ

U3 16 :10~ 次世代コンビニへ進化するローソンの挑戦
16 :40 ～ロボット／RFID／シェアリング

◦㈱NTTデータ｜第一公共事業本部 第二公共事業部 貿易物流ソリューション 部長 佐野直人氏

16:30

◦㈱ブリヂストン｜SCM管理部 部長 多々良卯月氏

Session

D会場｜2F

V IoT・見える化セッション｜リアルタイム・アジア連携①

V1 10:15~ グローバル IoT 物流最前線
10:45 ～コスト削減と新たな付加価値創出に向けて

◦AT&T ジャパン㈱｜グローバルアカウントダイレクター 吉川浩二氏

V2 10:50~ お客様の物流課題を解決する 4PL ソリューション
11:20 ～実践する戦略的物流コンサルティングの提供

◦東芝ロジスティクス㈱｜取締役・マーケティング＆ソリューション事業部長 村井 工氏

V3 11:25~ オムニチャネル対応物流構築
11:55 ～ファンデーション（土台）の構築方法について

◦マンハッタン・アソシエイツ㈱｜ソリューションコンサルタント 楢崎芳樹氏

V4 12:00~ 「IoT を有効活用した全体最適なサプライチェーンシステムの構築調査事業」の
12:30 成果とポイント～輸配送の結節点・物流施設から全体最適化を俯瞰する2030年ビジョン
◦（一社）日本産業車両協会｜本調査事業検討委員会 委員長・
早稲田大学 創造理工学部 教授 吉本一穗氏

Q3 13 :50~ 日本通運のハラール物流サービスとグローバル展開（仮）

14 :20

5/19 ㊎

◦光英システム㈱｜取締役 薄 伸也氏

◦㈱ローソン｜商品本部 ロジスティクス部 部長 川鍋智之氏

Session

W IoT・見える化セッション｜リアルタイム・アジア連携②

W1 13 :00~ 輸出入から国内物流までを一気通貫で管理し，
13 :30 効率的なグローバル SCM を実現する統合物流管理 ｢LMS-GLOBAL｣
◦㈱セイノー情報サービス｜システム開発部 LLPグループ 課長 古家信彦氏

W2 13 :35~

My Control Tower で，物流は 4PLソリューションの時代へ

W3 14 :10~

NECのサプライチェーン改革とアジア物流のシームレス／IoT チャレンジ

14 :05

14 :40

Session

◦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

◦日本電気㈱｜交通・物流ソリューション事業部 バリュークリエイション部 部長 武藤裕美氏

X シェアリングロジ・セッション｜シェアエコとロジスティクスの未来

X1 15 :10~

16 :40

パネルディスカッション IoT によるリアルタイム見える化 &マッチング／
シェアリングが切り開くサプライチェーン・ロジスティクスの未来

◦三井倉庫ロジスティクス㈱｜取締役 執行役員 恵谷 洋氏
◦東京大学｜先端科学技術研究センター 教授 西成活裕氏
◦シーオス㈱｜代表取締役社長 松島 聡氏
◦㈱SOUCO｜代表取締役社長 中原久根人氏

