
展示ブース  出展会社一覧
伊東電機㈱

（一社）SCM共同ネットワーク研究会
㈱N.A.P LAB.,INC

㈱NTTデータ
㈱NLNジャパン

OOCLロジスティクス㈱
オークラ輸送機㈱

オープンテキスト㈱
㈱オープンロジ

岡田工業㈱
㈱オカムラ

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㈱

Kyoto Robotics ㈱
KDDI㈱

コアソリューション㈱
光英システム㈱

在東京タイ王国大使館
三栄マテハン㈱

山九㈱
三甲㈱

三進金属工業㈱
JDAソフトウェア・ジャパン㈱

㈱Shippio
㈱シノジャパン

京東物流
㈱スギヤス

鈴与㈱
㈱セイノー情報サービス

センコーグループホールディングス㈱
㈱SOUCO
㈱ダイフク

㈱タクテック
China Unicom（JAPAN）Operations Corporation

駐日ベトナム社会主義共和国大使館
TMEHジャパン㈱

㈱デンソーウェーブ
東芝テック㈱

徳馬集団
（特非）日本インド国際産業振興協会

鳥取県
㈱豊田自動織機
中西金属工業㈱

㈱ナンセイ
日建リース工業㈱

日通商事㈱
日本貨物鉄道㈱

日本通運㈱
日本IE協会

日本パレットレンタル㈱
パナソニック㈱

㈱ハンマーキャスターセールス
日立物流ソフトウェア㈱

博多港（福岡市港湾空港局・博多港ふ頭㈱）
㈱フランクジャパン

北陽電機㈱
香港貿易発展局
㈱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㈱
三菱ケミカルエンジニアリング㈱

三菱地所㈱
安田倉庫㈱

㈱山善
ヤマトグループ

ユーピーアール㈱
ユニテック・ジャパン㈱

YURUSOR㈱
ヨシアース㈱
ラマソフト㈱
ロジザード㈱

Wise Tech Global(JAPAN)K.K
　　　　　  ㈱をくだ屋技研  　　　ほか

（50音順）

企画・実行委員 ※2018年3月15日現在，順不同・敬称略

委員長 ◦㈱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
副委員長 ◦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

◦イオングローバルSCM㈱｜取締役  経営管理本部長 太田 年和
◦㈱イトーヨーカ堂｜物流企画開発部  総括マネジャー 松浦 敦
◦㈱日本アクセス｜常務執行役員  ロジスティクス管掌 宇佐美 文俊
◦味の素㈱｜理事  物流企画部長 堀尾 仁
◦日産自動車㈱｜SCM本部 グローバル部品物流部 部長 三上 佳男
◦㈱東芝｜生産調達統括部 部長附 正木 裕二
◦キヤノン㈱｜ロジスティクス統括センター 上席 福森 恭一
◦㈱ブリヂストン｜SCM企画部 部長 多々良 卯月
◦㈱LIXIL｜理事  物流・購買統括部 統括部長 鎌内 浩司
◦日本貨物鉄道㈱｜取締役兼執行役員  鉄道ロジスティクス本部 営業統括部 部長 犬飼 新
◦ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱｜取締役常務執行役員 金井 宏芳
◦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
◦センコーグループホールディングス㈱｜経営戦略室 物流経営研究所 所長 藤原 正邦
◦SGHグローバル・ジャパン㈱｜代表取締役 正代 誠
◦㈱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 松本 充博
◦㈱日立物流｜営業統括本部 営業統括マネジメント部 部長 齋藤 慎
◦三井倉庫ロジスティクス㈱｜執行役員  SCM事業本部長 杉浦 宜修
◦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
◦㈱山善｜執行役員 企画開発部長 辻 晋二
◦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
◦㈱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㈱｜クラウドサービス営業部 クラウドサービス営業1課 主任 長谷川 真一
◦㈱ダイフク｜執行役員  FA&DA事業部 営業本部長 鳥谷 則仁
◦㈱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  営業企画部管掌 兼 海外営業部管掌 岡部 利文
◦三甲㈱｜専務取締役  営業部長 赤星 慎一郎
◦（独法）日本貿易振興機構｜海外調査部 部長 川田 敦相
◦（一社）日本物流団体連合会｜理事  事務局長 松田 博和
◦（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｜専務理事 福本 博二

オブザーバー ◦国土交通省｜物流審議官部門 国際物流課長 町田 倫代
◦経済産業省｜商務情報政策局 商務・サービスグループ 物流企画室長 伊奈 友子
◦（独法）国際協力機構｜東南アジア・大洋州部 計画・ASEAN連携課 課長 丸山 英朗

「アジア善隣物流」で日本とアジアの協働・共創プラットフォームを！
アジア・シームレス物流フォーラム2018

「標準化」「見える化」「安全・環境・強靭化」＋「IoT/AI/ロボティクス…先端技術活用」

◦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　◦（独法）国際協力機構
◦（一社）日本経済団体連合会　◦（公社）日本ロジスティクスシステム協会　◦（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

◦（一社）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，依頼中含む）

（一社）日本パレット協会　／　㈱日本海事新聞社，㈱海事プレス社
｜ 協 ｜ 賛 ｜ （順不同）

http://ryuken-jmfi.or.jp/aslf2018
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。

（A）

バス停「流通センター前」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 ………………………… 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）

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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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」
森25系統「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」
森46系統「京浜島循環」

7番
乗り場

森32系統「城南島循環」
森43系統「大田市場」行

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。

バス停「流通センター前」にお越しの方

1番
乗り場

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」
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」
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。

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。

バス停「流通センター南口」にお越しの方

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」

※上記のバス全て，「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
一般社団法人 日本マテリアル
フロー研究センター（JMFI）

開場時間 10：00～17：00
企画・運営 株式会社 流通研究社・月刊マテリアルフロー
後 援 国土交通省，経済産業省ほか28団体
最新コンテンツは☞http://ryuken-jmfi.or.jp/aslf2018

2018年5月17日［木］ 18日［金］

「アジア善隣物流」で日本とアジアの協働・共創プラットフォームを!

Asia Seamless Logistics Forum 2018
標準化 安全・環境・強靭化 IoT/AI/ロボティクス…先端技術活用見える化



5/17㊍
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5/17㊍

5/18㊎

5/17㊍

5/18㊎
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A会場｜1F左

A会場｜1F左

B会場｜1F右

B会場｜1F右

C会場｜2F左

C会場｜2F左

D会場｜2F右

D会場｜2F右

Session A 政策連携セッション❶｜日本のアジア物流・流通政策 Session D チャイナセッション｜中国物流最新トレンド Session G 医薬品サプライチェーンセッション｜コールドチェーン・GDP Session J グローバル製造・流通セッション｜最適化・先端ICT活用

A1 10:15~
10:45

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／町田倫代氏

D1 10:30~
11:00

中国の一帯一路政策と日本の対応
◦（独法）日本貿易振興機構｜海外調査部 総括課長代理／島田英樹氏

G1 10:15~
10:45

グローバルサプライチェーンの再設計に向けて !～コアプランナーSCMご利用のお勧め
◦コアソリューション㈱｜代表取締役／岡崎義典氏
◦郵船ロジスティクス㈱｜日本地域改革推進部 サプライチェーンソリューション課 課長／中村和秀氏

J1 10:15~
10:45

ブロックチェーンがもたらすロジスティクスサービスの未来
◦伊藤忠テクノソリューションズ㈱｜クラウドサービス営業部
　クラウドサービス営業1課 主任／長谷川真一氏

A2 10:50~
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
◦経済産業省｜商務・サービスグループ 物流企画室長／伊奈友子氏

D2 11:05~
11:35

大型貨物から個別配送まで，広大な中国で超巨大物量を運ぶJD.comの取り組み
◦JD.com京東日本㈱｜日本業務最高責任者／荒井伸二氏

G2 10:50~
11:20

日本版GDPに対して運送会社がすべきこと～GDPに準拠した配送
◦DPネットワーク㈱｜取締役社長（三菱倉庫㈱｜倉庫事業部長）／西川浩司氏

J2 10:50~
11:20

大型品物流の課題とあるべき姿とは?
◦㈱ベガコーポレーション｜専務取締役／手島武雄氏

A3 11:25~
11:55

国際物流手続きの高度化と関税法，NACCS刷新
◦財務省｜関税局 総務課 事務管理室 室長／松田誠司氏

D3 11:40~
12:10

中国通販及び宅配物流自動化事情について
◦徳馬集団｜総裁／卓序氏

G3 11:25~
11:55

超低温物流・GDP対応を進める医薬品卸売の物流戦略
～再生医療等製品の最適物流の実現を目指して
◦メディパルグループ SPLine㈱｜代表取締役社長／片野雅彰氏

J3 11:25~
11:55

サプライチェーン・貿易エコシステム構築を目指したNTTデータの
チャレンジ～ブロックチェーン等最新技術の活用事例
◦㈱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 課長／増田卓也氏

J4 12:00~
12:30

LIXILのアジア・グローバルサプライチェーンと国内連携の最適化チャレンジ
◦㈱LIXIL｜物流・購買統括部 国際物流推進部 部長／河合晃二郎氏

Session B 政策連携セッション❷｜アジアの貿易課題と物流 Session E ASEAN連携セッション❶｜タイ〈タイのロジ戦略〉 Session H 先端ロボティクス/AI/IoTセッション❶｜自動化・省力化・働き方改革 Session K EC物流セッション｜先端技術，越境EC

B1 12:30~
13:00

シームレス物流達成の為の鉄道貨物輸送の効果的な活用方法について
◦日本貨物鉄道㈱｜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

E1 12:45~
13:15

製造業の在庫を正確に管理する，シンプルで簡単な方法とは
～クラウド型在庫管理システム【ロジザードゼロ】
◦ロジザード㈱｜執行役員 企画営業部 部長／柿野充洋氏

H1 12:25~
12:55

基調講演 AIの最先端動向と物流分野における活用チャレンジ
◦東京大学大学院｜特任准教授／松尾 豊氏

K1 13:00~
13:30

日中間バイヤーズコンソリデーションの取組事例
◦安田倉庫㈱｜営業第一部 担当マネージャー／堀江拓史氏

B2 13:05~
13:35

ASEAN地域の生産ネットワークの変化と日本企業の動向
◦（独法）日本貿易振興機構｜海外調査部 アジア大洋州課長／小林 寛氏

E2 13:20~
13:50

東部経済回廊（EEC）政策に基づくタイの物流網拡充と日本企業の投資の可能性
◦在東京タイ王国大使館｜公使参事官／バワォン・サッタヤウティポン氏

H2 13:00~
14:30

パネルディスカッション 物流現場作業の自動化・省力化と働き方改革
◦元㈱ニトリホールディングス｜上級執行役員（㈱ホームロジスティクス｜代表取締役社長）／松浦 学氏
◦アスクル㈱｜イノベーションオフィサー／池田和幸氏
◦㈱MUJIN｜CEO／滝野一征氏
◦【進行】㈱流通研究社｜代表取締役社長／菊田一郎

K2 13:35~
14:05

現場が使える越境ECのシステム 物流プラットフォーム～オープンロジの事例
◦㈱オープンロジ｜事業開発部部長／相澤景介氏

B3 13:40~
14:10

国際コンテナ戦略港湾政策とアジア広域集貨について
◦国土交通省｜港湾局 国際コンテナ戦略港湾政策推進室 室長／上原修二氏

E3 13:55~
14:25

タイ工業界の物流・ロジスティクス高度化への取り組みについて
◦タイ工業連盟・来日視察メンバー代表  トリニティ・ルーツ㈱｜
　プロジェクトマネージャー／ジャッカラポン・ラックサット氏

K3 14:10~
14:40

B2B通販/EC物流の高度化・シームレス化に先端技術で挑む，トラスコ中山の取り組み
◦トラスコ中山㈱｜執行役員 物流本部長／直吉秀樹氏

Session C 政策連携セッション❸｜ASEAN・メコン展開と支援策 Session F ASEAN連携セッション❷｜ベトナム〈ベトナムの物流動向〉 Session I 先端ロボティクス/AI/IoTセッション❷｜自動化・省力化・働き方改革 Session L 特別企画〈物流女子会2〉｜物流ダイバーシティ
C1 14:40~

15:10
メコン地域における越境物流の取組みについて（仮）
◦山九㈱｜ロジスティクス・ソリューション事業本部 営業部 国際営業グループ 専門マ
ネージャー（物流営業担当）／福田規保氏

F1 14:55~
15:25

ベトナム最新鋭物流施設をご紹介
～Mapletree アジア中心に8か国で展開する物流不動産開発について
◦メープルツリーインベストメンツジャパン㈱｜ロジスティクス部長／島津祐子氏

I1 15:00~
15:30

知能ピッキングロボット革命によって重労働と単純労働から
人間を解放する
◦Kyoto Robotics㈱｜社長／徐 剛氏

L1 15:05~
16:35

パネルディスカッション

物流・サプライチェーン変革をドライブする女性リーダーに聞く
～人も会社もシームレスに・物流ダイバーシティ推進のために
◦国土交通省｜総合政策局 物流政策課 物流産業室
　流通業務総合効率化事業推進官／神澤直子氏
◦日本パレットレンタル㈱｜代表取締役社長／加納尚美氏
◦東京海上日動火災保険㈱｜京葉支店 店長／三浦時子氏
◦【進行】関西大学｜政策創造学部 教授／白石真澄氏

C2 15:15~
15:45

日・メコンの連結性支援の現状と課題
◦（独法）国際協力機構｜東南アジア・大洋州部計画・ASEAN連携課 企画役／
　飯田鉄二氏

F2 15:30~
15:50

〈日越外交関係樹立45周年記念〉
ベトナム-日本経済交流と人材育成協力について
◦駐日ベトナム社会主義共和国大使館

I2 15:35~
16:05

ロボット自動倉庫「オートストア」で物流現場に革命的進化
～なぜ世界の製造・物流・流通企業にオートストアは選ばれるのか
◦㈱オカムラ｜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

C3 15:50~
16:20

メコンエリアにおけるクロスボーダー輸送（陸路越境輸送）
～リードタイムとトータルコスト削減へ
◦南アジア・オセアニア日本通運㈱｜NSAOメコン開発センター ネットワーク企画部 次長／加藤 聡氏

F3 15:55~
16:15

ベトナムの小売市場と日本企業のチャンスについて
◦越日国際貿易促進㈱

I3 16:10~
16:40

丸井グループのオムニチャネル/EC物流をオートストアで改革
◦㈱ムービング｜取締役 企画本部長／原 誠一氏

F4 16:20~
16:40

日越間の自動車部品調達物流の現状と可能性について
◦ベトナム交通運輸省の傘下トラシメッコ㈱（Tracimexco）｜副会長／グェン スアンチュン氏

Session M 政策連携セッション❹｜物流波動と平準化 Session P ASEAN連携セッション❸｜インド〈インドの物流課題とチャレンジ〉 Session S コールドチェーン，企業間連携セッション｜最適化・共同化 Session V グローバル製造業セッション｜自動車部品サプライチェーン
M1 10:15~

10:45
ロジスティクス業界人手不足への考察と
弊社ITソリューションによる事例紹介
◦オー・オー・シー・エル・ロジスティクス（ジャパン）㈱｜取締役 日本統括COO／樫山峰久氏

P1 10:30~
11:00

インドの物流事業とサプライチェーン構築
◦SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD.｜シニアマネージャー／磯道克己氏

S1 10:10~
10:40

アジアでもFMS（車両管理システム）からTMS（輸配送品質管理システム）へ
◦光英システム㈱｜取締役 最高執行責任者／薄 伸也氏

V1 10:20~
10:50

製造業のグローバル展開を支援する倉庫管理
◦マンハッタン・アソシエイツ㈱｜日本代表／清水 博氏

M2 10:50~
11:20

物流の平準化を軸とした物流生産性向上の取組
◦国土交通省｜総合政策局 物流政策課長／英 浩道氏

P2 11:05~
11:35

インド物流産業の概要
◦太陽グラントソントン｜インドデスク／ゴーラフ マルホトラ氏

S2 10:45~
12:15

パネルディスカッション ライバルと協働！
飲料，加工食品，日用雑貨業界が挑む次世代の共同物流チャレンジ
～サプライチェーン全体最適に向けて／共同プラットフォーム・JMFIも連携
◦アサヒビール㈱｜執行役員 物流システム部長／児玉徹夫氏
◦味の素㈱｜理事 物流企画部長／堀尾 仁氏
◦サンスター㈱｜経営本部 理事／荒木協和氏
◦【進行】㈱流通研究社｜代表取締役社長／菊田一郎

V2 10:55~
11:25

自動車業界における部品管理用RFID標準化への取り組み
◦（一社）日本自動車工業会｜ビジネスシステム部会 AIDC-WG主査／山崎敏夫氏
（ヤマハ発動機㈱｜企画・財務本部 プロセス・IT部 ITアプリケーション戦略グループ 主務）

M3 11:25~
11:55

物流の波動平準化に向けた荷主企業のチャレンジ
◦㈱ニトリホールディングス｜執行役員（㈱ホームロジスティクス｜代表取締役社長）／五十嵐明生氏

P3 11:40~
12:10

インドにおける自動車部品サプライチェーンの効率化
◦日本通運㈱｜オートモーティブ事業支店 営業推進グループ 部長／佐々木 治氏

V3 11:30~
12:00

金属製輸送容器（RTI）RFIDの国際標準化の取り組み
◦（一社）日本自動認識システム協会｜金属製RTI用RFID検討委員会 推進委員／新海直樹氏

Session N 政策連携セッション❺｜モノと情報の標準化 Session Q ASEAN連携セッション❹｜フィリピン，インドネシア，マレーシア他 Session T グローバル先端トレンドセッション｜シリコンバレー／物流スタートアップ Session W AI/IoT・見える化セッション｜コネクテッド・ロジスティクス
N1 12:25~

12:55
コールドチェーンにおけるヤマトの取り組み
～保冷配送サービスにおける高品質な物流システムの規格化・標準化
◦ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱｜取締役常務執行役員／相川広充氏

Q1 12:40~
13:10

ロジスティクスの世界を1つのイノベーションが変える！
◦Wise Tech Global (Japan) K.K｜Corporate Development-Americas／
　Bekic Benn氏

T1 12:40~
13:10

デジタルサプライチェーンを活用したグローバル物流の可視化
～導入社数万社，世界とつなぐ最新B2B/EDIサービスと事例のご紹介～
◦オープンテキスト㈱｜ビジネスネットワーク営業本部 ソリューションコンサルタント／清水久美子氏

W1 12:25~
12:55

ロジスティクスPSIによるグローバル在庫の最適化
◦㈱セイノー情報サービス｜システム開発部  LLPグループ 部長／立木純ニ氏

N2 13:00~
13:45

流通システムの国際標準化団体・GS1が進めるトレーサビリティ，
ビジビリティの標準化

◦（一財）流通システム開発センター｜ソリューションサービス本部
　ソリューション第2部 アパレル・T&L業界グループ 研究員／木村和菜氏

Q2 13:15~
13:45

ASEAN地域の物流シームレス化の課題
◦（独法）日本貿易振興機構｜海外調査部 アジア大洋州課 課長代理／藤江秀樹氏

T2 13:15~
14:15

シリコンバレーの投資家が目利きする先端技術の可能性と
期待のわが国スタートアップ
◦500 Startups Japan（シリコンバレーのベンチャーキャピタル）｜

マネージングパートナー／澤山洋平氏

アナログ国際物流をAI/クラウド/ブロックチェーンでデジタル化
～Shippioの挑戦
◦㈱Shippio｜代表取締役／佐藤孝徳氏

W2 13:00~
13:30

デジタル変革が実現する未来のサプライチェーン
～デジタルウェアハウスによるリアルタイム見える化，生産性向上
◦JDAソフトウェア・ジャパン㈱｜執行役員 ソリューションコンサルティング
　ディレクター／白鳥直樹氏，ソリューションアドバイザー／森脇泰則氏

Q3 13:50~
14:20

アジア地域における食品物流について
◦鈴与㈱｜営業推進室 ロジスティクスソリューションチーム チームリーダー／高橋正典氏

W3 13:35~
14:05

AI/IoTを活用したグローバル・サプライチェーンロジスティクスの革新
◦日本電気㈱｜交通・物流ソリューション事業部 マネージャー／村松直樹氏

〈＊最新情報は以下のサイトをご覧ください! 〉
 ☞http://ryuken-jmfi.or.jp/aslf2018

Q4 14:20~
14:30

香港を通じた一帯一路構想への参加
◦香港貿易発展局｜東京事務所長／伊東正裕氏

W4 14:10~
14:40

グローバルビジネスを成功に導くサプライチェーンデザイン
～最適化テクノロジーと機械学習によるサプライチェーンデジタルモデリング
◦ラマソフト㈱｜シニアソリューションデザイナー／村儀 実氏

Session O 政策連携セッション❻｜ラストマイル物流と地方創成 Session R 陸海空連携／海運セッション｜海運・港湾・IT連携 Session U 流通・オムニチャネルセッション｜IoT/RFID活用 Session X シェアリングロジセッション｜IoTによる近未来展望

O1 14:15~
14:45

私の荷物はいつ着くの? 欧州で実績ある配送進捗管理クラウドサービスが日本でも展開へ
◦パナソニック㈱｜コネクテッドソリューションズ社 モバイルソリューションズ（事）

SCM事業推進部 アジア物流総括担当／里平利彦氏

R1 14:50~
15:20

博多港を活用したシームレスな物流について
◦福岡市｜港湾空港局 物流推進課／吉住容平氏，
◦博多港ふ頭㈱｜事業企画部 営業課 課長代理／渋谷朝之氏

U1 14:40~
15:10

Logistics 4.0に向けたユニットロードとRFIDの活用
◦日本パレットレンタル㈱｜IoT推進部 部長／野町雅俊氏

X1 15:05~
16:45

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

～日本マテリアルフロー研究センター（JMFI）・シェアリング・ロジスティクス研究会の取り組み

◦元㈱ニトリホールディングス｜上級執行役員（㈱ホームロジスティクス｜代表取締役社長）／松浦 学氏
◦㈱アッカ・インターナショナル｜代表取締役／加藤大和氏
◦㈱souco｜代表取締役社長／中原久根人氏
◦㈱Hacobu｜代表取締役社長／佐々木太郎氏
◦【ファシリテーター】CMA CGM JAPAN㈱｜代表取締役社長／恵谷 洋氏

O2 14:50~
15:20

物流危機克服に向けた日本郵便の挑戦～陸と空のドローンを中心に
◦日本郵便㈱｜郵便・物流事業企画部 部長／小池信也氏

R2 15:25~
15:55

日-韓-露結ぶ定期国際フェリー航路で貴社のビジネスを
拡大します!
◦鳥取県｜商工労働部 通商物流課 課長／山本桂司氏

U2 15:15~
15:45

「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」実現への道
～タグ・システムベンダーの挑戦 /DNP
◦大日本印刷㈱｜情報イノベーション事業部 C&Iセンター IoSTプラットフォーム本部

スマートサービス企画開発部 第1課 課長／中野 茂氏

O3 15:25~
15:55

ラストマイル物流の効率化の取組み～再配達削減・共同化・ドローン等
◦国土交通省｜総合政策局 物流政策課 企画室長／鎌田一郎氏

R3 16:00~
16:30

グローバルコンテナ海運業界の変化に対応，
オールジャパンで世界に挑む“ONE”の取り組み
◦オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン㈱｜代表取締役社長／木戸貴文氏

U3 15:50~
16:10

コンビニ電子タグ1000億枚宣言の展望
◦経済産業省｜商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 係長／加藤彰二氏

O4 16:00~
16:30

東京オリンピック・パラリンピックと大会物流
◦（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｜輸送局 ロジスティクス部 部長／及川勝利氏

U4 16:15~
16:45

コンビニ実証実験報告／未来へ一番乗り，ローソンの挑戦
◦㈱ローソン｜オープン・イノベーションセンター マネジャー／谷田詔一氏

アジア・シームレス物流フォーラム2018　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。☞http://ryuken-jmfi.or.jp/aslf2018からご登録下さい。
（定員になり次第，締切ります。また，講師・プログラムの内容は変更になった個所もございます。下記最新情報をご確認の上，ご了解のほどお願い申し上げます）（一部調整中含む）


