招待券

中部とアジアの物流シームレス連携で製造・流通サプライチェーン最適化 !

Asia Seamless Logistics Forum 2018
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当社が貴社をご招待いたします。

10：00 〜 17：00

株式会社 流通研究社・月刊マテリアルフロー

国土交通省 中部運輸局，経済産業省 中部経済産業局，ほか

最新コンテンツは☞

https://ryuken-jmfi.or.jp/aslf-nagoya

交通アクセス

会期中は大変混雑が予想されます。
なるべく公共交通機関をご利用ください。

※資料提供：ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）

本フォーラムの展示会入場／セミナー聴講の
Web事前登録で無料となります。
〈 事前登録大好評受付中 ! 〉

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

https://ryuken-jmfi.or.jp/aslf-nagoya 「Material
Flow ＋」
http://mf-p.jp/

（マテリアルフロープラス）

☞

共催

スマートフォンから
QRコードでも，ご
登録いただけます。

日刊工業新聞社

協賛

（一社）日本パレット協会，㈱日本海事新聞社，㈱海事プレス（申請予定，掲載順不同）

後援

国土交通省 中部運輸局，経済産業省 中部経済産業局，富山県，石川県，長野県，岐阜県，愛知県，三重県，名古屋市，名古屋商工会議所，
（一社）中部経済連合会，
（一社）日本 3PL 協会，
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，
（一社）名古屋運搬機械化協会，
（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）日本産業車両協会，中部インダストリアル・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，
（一社）静岡県トラック協会，
（一社）愛知県トラック協会，
（一社）岐阜県トラック協会，
（一社）富山県トラック協会，
（一社）石川県トラック協会，
（公社）長野県トラック協会，
（一社）三重県トラック協会，
（一社）山梨県トラック協会，他（申請予定，掲載順不同）

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

（A ）

ASLFin 名古屋 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。☞ https://ryuken-jmﬁ.or.jp/aslf-nagoya 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都合により変更される場合があります。Web サイトより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）

Session

A 政策・国際連携セッション

今後の物流行政の取組について ～強い物流の実現に向けて

A1 10:30~ 【基調講演①】

11:30

◦国土交通省｜中部運輸局 局長／石澤龍彦氏

経済産業省の物流政策について

A2 11:40~ 【基調講演②】

10/31
㊌

12:40

Session

◦経済産業省｜商務・サービスグループ 消費・流通政策課 物流企画室長／伊奈友子氏

B 近未来トレンドセッション

B1 14 :00~

15 :00

B2 15 :10~

16 :10

物流ラストマイル配送へのドローン活用の展望
◦中部大学｜㈱テラ・ラボ 代表研究員／松浦孝英氏

ピース／ケースピッキング，デバンニング……
ティーチレスロボットコントローラーで物流・生産自動化の夢を実現
◦㈱MUJIN｜CEO／滝野一征氏

Session

C グローバル連携セッション

C1 10:30~

11:30

Eurasia Train Directシリーズ／航空輸送または海上輸送と中国欧州鉄道輸送を
組み合わせた日本発・欧州向けの複合一貫輸送サービス
◦日本通運㈱｜海外事業本部 グローバルフォワーディング企画部長／犬井健人氏

C2 11:40~

12:40

自動車業界における部品管理用 RFID 国際標準化に向けた活動について
◦（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）

リターナブル輸送容器の国際部品物流での課題とRFID 化／
金属製と樹脂製での押さえ所の違いから見る国際標準化活動の意図と今後

11/1
㊍

◦（一社）日本自動認識システム協会｜RFIDを活用したRTI運用に関する調査研究委員会推進委員／新海直樹氏
（㈱デンソーエスアイ｜新事業推進部 部長）

Session

D 食品・消費財セッション

D1 14 :00~

15 :00

D2 15 :10~

16 :10

食品サプライチェーンの最適化とアジア・物流シームレス化
◦カゴメ物流サービス㈱｜代表取締役社長／岡本尚久氏

編集長が明かす，注目企業の物流高度化先端チャレンジ事例・12 選
～ IoT/RFID…アサヒビール，味の素，BEAMS，アパレル 3PL 他の先端取組み
◦㈱流通研究社｜代表取締役社長（月刊マテリアルフロー 編集長）／菊田一郎

Session

E ロボティクス・物流 IoT セッション

E1 10:30~

11:30

E2 11:40~

11/2
㊎

12:40

Session

F

物流容器管理のすすめ ～ WEBシステムで見える，分かる，繋がる
◦日本パレットレンタル㈱｜営業3部 係長／橋中康郎氏

AutoStore で物流現場の自動化・省力化，通販物流の課題を解決
◦トラスコ中山㈱｜執行役員 物流本部 本部長／直吉秀樹氏
◦㈱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

EC 物流セッション

F1 14 :00~
15 :00

メコン地域における越境物流の取組み〜東西経済回廊・南部経済回廊

F2 15 :10~

物流現場の自動化・省力化で通販物流の課題解決とシームレス化

16 :10

◦山九㈱｜ロジスティクス・ソリューション事業本部 営業部 国際物流グループ 専門マネージャー／福田規保氏
◦オルビス㈱｜SCM推進部部長／小川洋之氏

展示ブース 出展会社一覧

（50 音順）

伊東電機株式会社

KDDI 株式会社

山九株式会社

三甲株式会社

CKD 株式会社

株式会社スギヤス

株式会社ダイフク

TMEHジャパン株式会社

東朋テクノロジー株式会社

日本通運株式会社

日建リース工業株式会社

日本パレットレンタル株式会社

株式会社ハンマーキャスターセールス

名正運輸株式会社

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

株式会社をくだ屋技研

