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アジア・シームレス物流フォーラム 2014
標準化 ／ 見える化 ／ 強靱化 ／ 安全・環境 ／ アジア進出支援

企画・実行委員

※順不同・敬称略

㈱ イトーヨーカ堂

執行役員 物流部長

飯原正浩

イオングローバル SCM ㈱

取締役 経営管理部長

太田年和

日産自動車 ㈱

SCM 本部 副本部長

安藤康行

パナソニック ㈱

関西渉外室 部長

増 森

㈱ 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

楽天物流 ㈱

代表取締役社長
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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

執行役員 法人コンサルティング & マーケティング本部長

山口重樹

毅

ソフトバンクテレコム ㈱

国際営業本部 副本部長
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社長室 広報・IRグループ長

菅野祐一

山九 ㈱

ロジスティクス・ソリューション事業本部 陸運・エコビジネス部 部長

岩丸克之

ヤマトロジスティクス ㈱

取締役 常務執行役員

本間耕司

佐川グローバルロジスティクス ㈱

取締役

小 山

郵船ロジスティクス ㈱

総合開発営業部 部長

川島利夫

㈱ セイノー情報サービス

執行役員 第二営業部長 東京支店支店長

松本充博

伊藤忠テクノソリューションズ ㈱

サービス営業部 部長補佐

長谷川真一

㈱ 豊田自動織機

理事 トヨタL&F カンパニー国内営業部 部長

雲 内

崇

㈱ ダイフク

常務執行役員

下 代

博

日本パレットレンタル ㈱

取締役 経営企画部長 兼 次世代事業プロジェクト統括

代表取締役社長

鈴木正矩

早稲田大学

商学学術院総合研究所 ネオロジスティクス共同研究会 運営責任者

岩間正春

日本貿易振興機構（JETRO）

途上国貿易開発部 部長

石井淳子

国際協力機構（JICA）

東南アジア・大洋州部 部長

入柿秀俊

一般財団法人 日本規格協会

理事

高 久

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

物流クレート標準化協議会 座長

西村武英

一般財団法人 日本自動車部品工業会

IT 対応委員会

柴 田

一般財団法人 日本アパレル・ファッション産業協会

事務局長

遠藤孝顕

一般財団法人 日本物流団体連合会

事務局長

宿 谷

彰
肇

山﨑純大

www.mf-p.jp/asia/ をご覧下さい。
中央陸橋上

大井南出口

トラックターミナル前

平和島出口

大森海岸駅

安華物流系統有限公司

伊藤忠テクノソリューションズ㈱

伊東電機 ㈱

㈱イメージャー

SGHグローバル・ジャパン㈱

SGシステム㈱

㈱エスピック

㈱ NTT データ

オークラ輸送機 ㈱

㈱オープンストリーム

㈱岡村製作所

沖縄県

㈱オンザリンクス

岡田工業 ㈱

㈱ 海事プレス社

カシオ計算機 ㈱

岐阜プラスチック工業 ㈱

㈱キユーソー流通システム

金華市捷特包装有限公司

コアソリューション㈱

独立行政法人 国際協力機構

佐川グローバルロジスティクス㈱

山九 ㈱

㈱三甲

三進金属工業 ㈱

GXS ㈱

GEODIS JAPAN ㈱

ジック㈱

㈱シノジャパン

㈱スギヤス

㈱セイノー情報サービス

西部電機㈱

センコー商事㈱

全日本空輸 ㈱

㈱ダイフク

㈱ 東京流通センター

㈱ 東計電算

東芝テック㈱

㈱ 豊田自動織機

日建リース工業 ㈱

㈱日新

日本 IE 協会

㈱日本海事新聞社

一般社団法人 日本パレット協会

日本パレットレンタル㈱

一般社団法人 日本物流団体連合会

㈱フルノシステムズ

㈱フレームワークス

㈱マキテック

マンハッタン・アソシエイツ㈱

ムラタシステム㈱

㈱ 山善

ヤマト運輸 ㈱

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱

郵船ロジスティクス㈱

ユーピーアール㈱

理想科学工業 ㈱

流通経済大学 産学連携コンソーシアム

ロジスオールジャパン㈱

ロジスティクス人財フォーラム

㈱をくだ屋技研

日立物流ソフトウェア㈱

● JR「大森駅」よりお越しの方
バス停「流通センター前」にお越しの方

和橋

環七大井ふ頭

新平

橋
和大

平和島口
平和島駅
環七通
り

所要時間

東ゲート

大森東

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」

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
乗り場

※上記のバス全て，
「流通センター南口」に停車します。

森 32 系統「城南島循環」
乗り場 森 43 系統「大田市場行き」

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。

● 京浜急行「平和島駅」よりお越しの方

南ゲート

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

森 32 系統「城南島循環」
乗り場 森 43 系統「大田市場行き」

乗り場

1番

森 24 系統「京浜島循環」
森 25 系統「昭和島循環」
2 番 森 36 系統「流通センター循環」
乗り場
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」

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）

※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）

5番

バス停「流通センター南口」にお越しの方

7番

横浜方面
平和島出口

森 45 系統「京浜島・昭和島循環」

乗り場

大

第二展示場

4番

乗り場

大森海岸駅前

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

2番

森 31 系統「流通センター循環」
森 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。

※上記のバス全て，
「流通センター前」に停車します。

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 ! 〉

※順不同

アイメックス㈱

東京モノレール「流通センター駅」正面

千葉方面

東京方面

東口

昇

日本スーパーマーケット協会

㈱ハンマーキャスターセールス ハノーバーフェアーズジャパン㈱

大森駅

当社が貴社をご招待いたします。

線
湾岸
高速
首都

㈱ ロジスティクス・システム研究所

アジア進出支援

最新コンテンツは☞

運河
京浜
ル
レー
モノ
東京

赤星慎一郎

安全・環境

開場時間：10：00 ～ 17：00

首都高
羽田線 速１号

酒田義矢

東京支店 常務取締役

展示コーナー 出展会社一覧

主催：株式会社流通研究社
月刊マテリアルフロー

第一京
浜

代表取締役社長

三甲 ㈱

アジアパレットシステム連盟 会長 ／ 一般財団法人 日本パレット協会 会長

東京流通センター（TRC）
第 2 展示場 E ホール（1 階）

京浜
急行
線

ユーピーアール ㈱

強靱化

［木］ 27 日
［金］
2014 年 6 月26 日

彰

伊地知真弘

EDI 部会 委員

見える化

京浜
東海 東北線
道線

FA&DA 事業部門長 FA&DA 事業部門営業本部長

標準化

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

（マテリアルフロープラス）
「Material Flow ＋」

スマートフォンから
QRコードでも，ご
登録いただけます。

｜協｜賛｜
（一社）日本パレット協会
アジアパレットシステム連盟・

（順不同）

（株）海事プレス社
／ （株）日本海事新聞社，

｜後｜援｜
◦国土交通省（申請中）

◦（独法）日本貿易振興機構（JETRO）

◦（独法）国際協力機構（JICA）

（順不同）

◦（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）医療機器・材料業界情報化協議会
◦（一財）日本規格協会
◦（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）日本物流団体連合会
◦（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
◦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）

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 ／ E-mail：info@mf-p.jp
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アジア・シームレス物流フォーラム 2014

6/26［木］ A 会場
Session

A-2 10:45~11:15
A-3 11:15~11:45
A-4 11:45~12:15
Session

基調講演❶

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

国際連携

C-2 15:10~15:40
C-3 15:40~16:20
C-4 16:20~16:50

国際連携

アジア・シームレス物流のもう1つの課題，現地の人材育成を支援する

物流・IT 取組事例

～担当者の本音から読み解く～ 中国の物流現場が求めているWMSとは

◦日立物流ソフトウェア㈱ 営業本部 第二営業部 部長補佐／木村成毅氏

基調講演

◦同 第二G 主任／辻 裕治氏

G-2 11:45~12:15

◦釜山港湾公社 日本代表部 代表／李 洙澈氏
物流・IT 取組事例

釜山新港の価値再認識 ～国内のバックヤードとしての立地と機能が活きるアプローチ

◦西濃運輸㈱ 執行役員 ロジスティクス部 部長／安部達彦氏
物流・IT 取組事例

グローバル水準の物流センター最適運営 ～貴社のセンターはコスト競争力優位ですか ?

◦マンハッタン・アソシエイツ 日本・韓国代表／清水 博氏
物流・IT 取組事例

Logis ALL の韓中間 RTI（Returnable Transport Items）運用事例 ～自動車部品輸出時のレンタルリターナブル容器使用事例

◦LogisALL 流通SCM事業本部 本部長／尹 炯晳（ユン ヒョンソク）氏

―

H-2 13 :00~13 :30
H-3 13 :30~14:00
H-4 14:00~14:30

自動車

日韓シームレス連携で自動車パーツ物流を圧倒的に効率化 ～代表メーカー各社と物流代表が語る

物流・IT 取組事例

◦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

コマツのアジア・サプライチェーンとシームレス化への挑戦

I-2 15:15~15:45
I-3 15:45~16:15
I-4 16:15~16:45

F-2 15:00~15:30

F-3 15:30~16:10

F-4 16:10~16:50

サプライチェーンマネジメントの新しい形：真のS&OPとは? ～個数ベースの考え方から金額（売上や利益）と個数どちらも判断できる単一の仕組みへ

1 年で高性能を発揮する現場に変える5つのルール ～作業者の地位向上 &モチベーションアップによる革命戦略

◦㈱オンザリンクス 代表取締役／東 聖也氏
物流・IT 取組事例

◦GXS㈱

基調講演

J-1 10 :30~11:00

J-2 11:00~11:30

J-4 12:00~12:30
Session

◦佐川グローバルロジスティクス㈱ 営業部 部長／森田崇史氏

基調講演

食品業界における製配販連携の取り組みと見える化・シームレス化

◦㈱日本アクセス 取締役 専務執行役員／中井 忍氏
物流・IT 取組事例

成長という選択＝ヴォイスという選択 ～音声物流ソリューション『ヴォコレクトヴォイス』のご紹介

◦ヴォコレクト ジャパン㈱ 代表取締役社長／内田雅彦氏
物流・IT 取組事例

最近の POSシステムの方向とグローバル品質経営システム（GQMS）に関して

◦三進金属工業㈱ 情報システム部 部長／李 昌熙氏
物流・IT 取組事例

スーパー業界の製販連携による物流クレート標準化への取り組み

◦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

基調講演

イトーヨーカ堂の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
物流・IT 取組事例

ここでも お手伝い ～中国成都店舗配送の「サプライチェーン」サービスで紹介

◦山九㈱ ロジスティクス・ソリューション事業本部 国際物流推進部 部長／熊沢武博氏

クラウドによる中国向け物流システム導入事例
～中国国内 CVS 物流導入事例と中国工場から日本店舗までの一貫物流導入事例

◦味の素物流㈱ 国際事業部 海外物流グループ 部長／鈴木尚幸氏

グローバル SCM でメーカーが勝つ秘訣 ～サプライチェーンの全体コスト可視化と将来予測
沖縄国際物流ハブの強み ～ ANA・ヤマトの物流網によりアジア主要都市への最速物流を実現 !

物流・IT 取組事例

流通現場における導入事例と今後に向けた視点 ～マルチデバイスプラットフォーム Biz/Browserによる効率的な端末選択

◦㈱オープンストリーム プロダクト事業部 事業推進本部 営業部 マネージャー／小泉裕司氏

パネルディスカッション

K-1 12:45~14 :15

K-2 14 :15~14:45

グローバルサプライチェーンの最適化 ～グローバル SCM に関する戦略，マネジメント，オペレーション上のビジネス課題と ITソリューション

◦沖縄県 商工労働部 国際物流商業課

SG ホールディングスグループにおける海外一貫物流のご紹介

物流・IT 取組事例

K 生鮮物流セッション

Session

生産・流通と物流のコラボで農林水産物・食品の輸出拡大へ

～国交省・農水省「農林水産物・食品の輸出に係る物流検討会」代表メンバーが語る

◦国土交通省 総合政策局 物流政策課長／金井昭彦氏 ◦農林水産省 大臣官房参事官（食品産業局輸出促進グループ長）／小川良介氏
◦全国農業協同組合連合会（JA全農） 営農販売企画部長／久保省三氏 ◦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／赤﨑暢彦氏
◦（一社）日本経済団体連合会 産業政策本部長／根本勝則氏 ◦〈進行〉
（一社）日本物流団体連合会 理事･事務局長／宿谷 肇氏
物流・IT 取組事例

アジア新興国物流と食品輸送を支える物流技術

◦郵船ロジスティクス㈱ 総合開発営業部 開発営業三課 課長／赤川和佳氏

◦同 営業企画課 課長補佐／原岡哲也氏

L 通販物流セッション

L-1 15 :00~15:30

L-2 15:30~16:00

◦㈱ロジスティック 代表取締役／嶋 正和氏
物流・IT 取組事例

◦日鉄住金物産㈱ 繊維カンパニー SCM・事業開発部部長（日本アパレル・ファッション産業協会 RFID小委員会 委員長）／山内秀樹氏

物流・IT 取組事例

◦㈱NTTデータ 法人コンサルティング&マーケティング本部 コンサルティング部 課長／田口 茂氏
物流・IT 取組事例

アパレル業界のアジア・サプライチェーンとRFID の活用動向 ～日・アジア間のシームレス物流と業界連携

J-3 11:30~12:00

EDIによる輸送ステータス統合でグローバル物流を可視化へ ～国内大手ハイテク企業の事例（仮）

味の素のアジア・SCM とシームレス物流

物流・IT 取組事例

基調講演

J 流通業セッション

◦日本電気 ㈱

◦味の素㈱ 物流企画部 専任部長／魚住和宏氏

医療ソリューションのご紹介

◦ムラタシステム㈱／三浦浩明氏

6/27［金］ B会場

◦キナクシス・ジャパン㈱ 代表取締役社長／金子 敏也氏
物流・IT 取組事例

物流・IT 取組事例

◦㈱東計電算 取締役常務執行役員／吉田和人氏

◦コマツ物流㈱ 前・代表取締役社長／田村耕司氏
物流・IT 取組事例

医療機器・材料業界情報化協議会（@MD-Net）代表メンバー……◦@MD-Netエグゼクティブアドバイザー／揖斐正雄氏
◦テルモ㈱ SCM推進室 課長／浜田雅弘氏 ◦㈱エスピック 取締役 システム第2事業部 事業部長／佐藤良則氏
◦テルモ㈱ SCM推進室 室長／武井文雄氏 ◦日本メドトロニック㈱ サプライチェーン ストラテジック プランニングマネージャー／加藤 誠氏
◦㈱八神製作所 医療関係情報システム部 システム企画課 グループリーダー／飯田量敏氏
◦ジェイメディカル㈱ 物流管理セクション セクションリーダー／高橋弘和氏

F 製配販連携セッション❸ ― 食品

製造業向け次世代物流 ITプラットフォームのグローバル展開 ～サプライヤーから顧客まで，日本からモノの流れを完全掌握

I 製造業セッション❸ ― 食品，日用品

I-1 14:45~15:15

E-2 13 :30~14:00

Session

◦日産自動車九州㈱ 管理部 購入品TdC推進グループ 担当部長／石川 聡氏 ◦日本通運㈱ 営業第一部 自動車・自動車部品担当専任部長／田中 敦氏
◦本田技研工業㈱ SCM統括部SCM企画室 主幹／佐藤政勝氏 ◦マツダ㈱ 生産管理・物流本部 調達・物流計画部 部長／綱島秀之氏
◦〈進行〉日産自動車㈱ SCM本部 サプライチェーン・プロセス・エンジニアリング部 部長／尾上 清氏

基調講演

E-1 13 :00~13 :30

Session

医療機器・材料サプライチェーンを EDI 標準化でシームレス連携

E 製配販連携セッション❷ ― アパレル

F-1 14:30~15:00

H 製造業セッション❷ ― 家電，組立産業

H-1 12:30~13 :00

Session

アジアの物流ハブへさらに進化 ～釜山港・釜山新港のチャレンジ

G 製造業セッション❶

G-1 10:15~11:45

Session

中国における自動車・通販・薬品・食品物流の高度化・シームレス化

◦上海フォルクスワーゲン シニア物流マネージャー／潘 栄勝氏 ◦EPAL（European Pallet Alliance）アジア・パシフィック代表／安 晓玮氏
◦九州通達物流技術 副総経理／蘧 勇氏 ◦雨潤集団 物流総監（部長）／高 衛平氏 ◦安華物流系統有限公司 総経理／孫 延安氏

パネルディスカッション

Session

D-2 11:30~12:00

◦（独法）国際協力機構 東南アジア・大洋州部 次長／佐久間潤氏

6/27［金］ A 会場
Session

D-1 10:30~11:30

ASEAN・メコン地域における物流・通関事情

◦（独法）日本貿易振興機構（JETRO） 海外調査部 部長／酒井拓司氏

C アジア連携セッション

C-1 14:40~15:10

パネルディスカッション

◦経済産業省 産業機械課 課長／須藤 治氏

中国代表パネルディスカッション

B-2 14:00~14:30

D 製配販連携セッション❶ ― 医療機器・材料

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

B チャイナ・セッション

B-1 12:30~14:00

Session

Session

◦国土交通省 総合政策局 国際物流課 課長／小瀬達之氏
基調講演❷

（以下は依頼候補案，調整中含む・敬称略）

6/26［木］ B会場

A 政策・国際連携セッション

A-1 10:15~10:45

セミナー・セッションの構成案

L-3 16:00~16:30

基調講演

無印良品のオムニチャネル戦略 ～シームレス物流への連携とアジア展開

◦良品計画㈱ WEB事業部 コミュニティ担当／風間公太氏
物流・IT 取組事例

ヤマトチャイナダイレクト ～中国向け越境 EC 市場開拓

◦ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱ 小口推進事業部長／書川美樹氏
物流・IT 取組事例

最終顧客接点を制す ! ～オムニチャネル ラストワンマイル戦略の作り方

◦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

