2012 年 7月19日［木］20日［金］

東京都立産業貿易センター
（浜松館）3F 展示ホール

当社が貴社をご招待いたします。

会場時間：10:00 〜 17:00

［セッション］両日 10:00 〜 15:00（展示ホール 3F）
［シームレス物流 IT セッション］7 月 19 日㊍ 10:30 〜 16:35
（第 3・4 会議場）

主催：株式会社流通研究社
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JR

東京モノレール

ゆ
り
か
も
め

地下鉄 大門駅

駅

第一京浜
︵国道 号︶

ゆりかもめ
竹芝駅
東京ガス

海岸通り

15

ゆりかもめ
（新交通）

竹芝駅から 100m

都営浅草線
（地下鉄）

大門駅から 450m

都営大江戸線
（地下鉄）

大門駅から 450m

東京都立産業貿易センター
（浜松館）
旧芝離宮
恩賜庭園

ホテルインター
コンチネンタル
東京ベイ

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。
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芝商業高校
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モノレール
浜松町駅

〔徒歩 5 分〕

浜松町駅（北口）から 350m

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。

世界貿易
センタービル

〔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。

〔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。

〔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。

車でお越しの場合
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

一般の駐車場はございませんので，お車で来館される方は，近隣の駐車場をご利用ください。

展 示 コ ー ナ ー ／ 出 展 会 社 一 覧 （50 音順）

下記に加え最新の企業が出展を予定しております。最新出展社情報はホームページをご覧ください。

アルパレット株式会社

京町産業車輌株式会社

株式会社スギヤス

日本アイ・ビー・エム株式会社

株式会社ホライゾンズ

伊東電機株式会社

株式会社構造計画研究所

セイノーロジックス株式会社

日本インフォア・グローバル・ソリューションズ株式会社

株式会社マキテック

岩崎電気株式会社

三栄レンターリース株式会社

ソフトバンクテレコム株式会社

日本通運株式会社

株式会社山善

株式会社エスピック

三進金属工業株式会社

株式会社ダイフク

日本電気株式会社

ヤマトロジスティクス株式会社
ユーピーアール株式会社

エレクター株式会社

GXS 株式会社

株式会社テイモー

日本パレットレンタル株式会社

オークラ輸送機株式会社

株式会社シーネット

株式会社デンソーエスアイ

ハンマーキャスター株式会社

理想科学工業株式会社

岡田工業株式会社

株式会社ジック

株式会社豊田自動織機

株式会社フルノシステムズ

ロジスオールジャパン株式会社

カシオ計算機株式会社

株式会社シノジャパン

株式会社ナンシン

株式会社ブレイン

青島力維物流設備有限公司

岐阜プラチック工業株式会社

株式会社新開トランスポートシステムズ

日建リース工業株式会社

株式会社フレームワークス

全亞供應鏈管理（上海）有限公司

フォーラム参加・後援組織，団体 （順不同）
経済産業省，国土交通省／日本規格協会，日本通信販売協会，日本スーパーマーケット協会（＋日本チェーンストア協会；物流クレート標準化協議会），
日本アパレル・ファッション産業協会，日本自動車部品工業会，流通システム開発センター，日本物流団体連合会，日本 3PL 協会，
国際フレイトフォワ−ダーズ協会（JIFFA），日本パレット協会，日本包装技術協会，日本自動認識システム協会
〈海外〉アジア・パレットシステム連盟，韓国パレット・コンテナ協会，中国物流購買連合会，中国機械工程学会，中国倉庫協会

本イベントに関するお問い合わせはこちらまで

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 ／ http://www.ryuken-net.co.jp

セッションプログラム

最新プログラムはホームページをご覧ください ☞

7月19日［木］ アジアの物流シームレス化に向けて

セッション

A

政策と実践

http://www.ryuken-net.co.jp

（展示ホール 3F）

受講無料 ｜ 要・参加登録

1 10：00〜10：30

基調講演①「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 商務流通グループ 物流企画室 室長／北谷孝和氏

2 10：30〜11：00

基調講演②「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 物流政策課企画官／田中賢二氏

3 11：00〜11：30

企業事例①「SSE（上海スーパーエクスプレス）サービスのご提案 〜日中間をシームレス・スピーディーに結ぶ高速海上輸送サービス〜」
日本通運㈱ 海運事業部（複合輸送）課長／佐野有氏

4 11：30〜12：00

特別講演①「ISO の現状とアジアの物流標準化」
一般財団法人 日本規格協会 理事長／田中正躬氏
〈60 分休憩〉

セッション

B

日・韓・中連携

5 13：00 〜13：30

特別講演②「アジアの物流シームレス化に向けたパレット業界の取り組みと展望」
アジア・パレットシステム連盟（APSF）会長，一般社団法人日本パレット協会 会長／山﨑純大氏

6 13：30 〜14：00

特別講演③「日中韓を軸に推進するアジア・ユニットロードシステムのビジョン」
アジア・パレットシステム連盟（APSF）名誉会長，韓国パレット・コンテナ協会 会長／徐炳倫氏

7 14：00 〜14：30

企業事例②「中国の最新物流事情とオンライン販売の可能性」
百世物流科技（中国）有限公司〈アリババグループ〉社長／周韶寧氏

8 14：30〜15：00

企業事例③「パレットの国際リターナブル運用に向けたシステム構築」
日本パレットレンタル ㈱ イノベーション推進室 シニアプランナー／永井浩一氏

9 15：00〜15：30

企業事例④「西濃グループ 釜山プラットフォームプロジェクト
（PPP）の取り組みについて」
セイノーロジックス㈱ PPP 事業部 部長補佐／高岡進太郎氏

7月20日［金］ 物流シームレス化に向けた国内業界・企業の取り組み

セッション

C

（展示ホール 3F）

受講無料 ｜ 要・参加登録

10 10：00〜10：30

基調講演③「物流シームレス化に向けたわが国物流業界の取り組みについて」
一般社団法人 物流団体連合会 理事長／大庭靖雄氏

11 10：30〜11：00

業界連携①「スーパー業界の物流クレートの標準化と共用化・全国展開の推進」
物流クレート標準化協議会（日本スーパーマーケット協会・日本チェーンストア協会）座長／西村武英氏

12 11：00〜11：30

企業事例⑤／ GMS「サプライチェーン高度化へ；イオンが進める物と情報の標準化」
イオングローバル SCM㈱ 代表取締役社長／ジェンク グロル氏

13 11：30〜12：00

業界連携②／自動車部品「サプライチェーンの国際標準化／自動車部品業界にみるリターナブル容器（RTI）の個体管理運用システム」
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 インタストリー フォーラム／柴田彰氏

14 13：00 〜13：30

企業事例⑥「シームレス物流を目指して 〜物流可視化のための課題と取組み〜」
日本郵船 ㈱ 自動車物流グループ RFID ソリューションチーム チーム長（GS1 物流部会共同議長）／石澤直孝氏

15 13：30 〜14：00

業界連携③「わが国通信販売業界の物流サービス高度化推進とアジア展開への課題」
公益社団法人 日本通信販売協会 理事・主幹研究員／柿尾正之氏

16 14：00 〜14：30

企業事例⑦「地域を活性化させるための処方箋 〜山陰流通トリニティーセンターの紹介〜」
ヤマトパッキングサービス㈱ 代表取締役社長／江頭哲也氏

17 14：30〜15：00

調査報告「流通業界における物流・マテハン機器利用の現状と標準化の課題」
物流・MHS 機器の標準化を進める会 座長／市川英雄氏

18 15：00〜15：30

企業事例⑧「クラウド型ハンディターミナル集中管理システムのご提案」
㈱シノジャパン ソリューション事業部 事業部長／田中篤夫氏

〈60 分休憩〉

セッション

D

7月19日［木］［特別企画］シームレス物流ITセッション
セッション

E

（第 3,4 会議場）

受講無料 ｜ 要・参加登録

〜NEC の物流ソリューション〜」
19 10：30〜11：10 「複雑化する国際物流の可視化を実現するクラウド
日本電気㈱ 交通・運輸・サービス業ソリューション事業部
20 11：10〜12：10 「音声物流で庫内業務改革―生産性 25% 以上向上，ミス・ゼロ事例が続出の理由を国内事例からご紹介」
㈱ヴォコレクト ジャパン 代表取締役社長／内田雅彦氏
21 13：00 〜13：40 「企業間情報連携のアウトソース化がグローバルシームレス物流を後押しする理由。GXS の取り組み」
GXS ㈱ 営業本部 ソリューションコンサルタントマネージャー／岩田拓哉氏

セッション

F

〜WMS・TMS を繋ぐシンプル・スピード ICT 化〜」
22 13：40 〜14：20 「スマートフォン・タブレット端末とクラウドによるシームレス物流
㈱エスピック システム第 2 事業部 第 3 グループ グループリーダー／二宮英樹氏
23 14：20 〜15：00 「面で捉える，そして未来を見る！〜だからこそクラウドとオープンソースの利用」
㈱フレームワークス 代表取締役社長／秋葉淳一氏

セッション

G

〜早く，安くSCM 可視性向上する人，物，金〜」
24 15：15〜15：55 「シームレス対応，スピードの追求
日本インフォア・グローバル・ソリューションズ㈱ シニアセールス マネージャ／加来裕章氏
〜国際物流事業ネットワークを支える IBM のソリューションとは〜」
25 15：55〜16：35 「国際物流と IBM の取り組み
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 流通サービス事業部 航空・運輸・旅行事業部長／渡部達氏

お申し込み方法

お申込みは，右記のホームページより承っております ☞

http://www.ryuken-net.co.jp

※先着順となり、定員に達した場合は締切とさせていただきます。
○セッションの録音，写真・ビデオ撮影などは一切禁止させていただきます。 ○プログラムの講師・演題は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

