
委員からの活発な意見を
吸収し，セッション，
セミナー計画を具現化

日本マテリアルフロー研究センタ
ー（JMFI）が一般社団法人として初
の主催となる，アジア・シームレス物
流フォーラム2017（企画・運営は流通

研究社，5/18・19，東京流通センター）
の準備がいよいよ大詰めを迎えた。
これまで２回，緻密な議論を積み重
ねてきた企画・実行委員会の様子は
本誌で既報の通りだが，最終段階の
報告確認となる第３回の会合が３月
８日㊌に，前回と同様，東京都豊島
区のJMFI大会議室にて開催された。
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日本通運㈱｜事業開発部長
お客様相談センター所長　　
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副所長　　
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SCM営業本部長
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ヤマトロジスティクス㈱｜代表取締役社長
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本部 企画部 部長　　

◦中原 敬一郎

センコー㈱｜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

来場者でにぎわう昨年のアジア・シームレス物流フォーラム会場の模様

図表1 アジア・シームレス物流フォーラムアジア・シームレス
物流フォーラム2017
Asia Seamless Logistics Forum (ASLF)

第3回 実行委員会を開催
4月上旬から，いよいよ
セミナー聴講受付開始へ
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冒頭，フォーラム事務局長で（一社）
日本マテリアルフロー研究センター
の小池勉専務理事による開会の挨拶
に続き，新規参加委員及び代理出席
者の自己紹介の後，具体的な審議と

なった。
前半は共同議長の㈱ニトリホー
ルディングス松浦学上席執行役員
（㈱ホームロジスティクス代表取締役
社長）より「今回の委員会が最後の委

エムエスシージャパン｜社長　　

◦甲斐 督英

郵船ロジスティクス㈱｜執行役員　　

◦川島 利夫

㈱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　　

◦福神 健字郎

三菱商事㈱｜新産業金融事業グループ
物流本部 物流ソリューション部長　　

◦本田 隆一

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｜機構事業部 マーケティング統括部　
戦略企画部部長 兼 開発室室長

◦合志 健治

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｜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㈱
サービス営業部 部長補佐　　

◦長谷川 真一

㈱ダイフク｜取締役 常務執行役員
FA&DA事業部門長

◦下代 博

㈱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

◦岡部 利文

三甲㈱｜専務取締役 営業本部長　　

◦赤星 慎一郎

独立行政法人 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）　　

◦吉村 佐知子

（一社）日本経済団体連合会｜産業政策本部長

◦上田 正尚

（一社）日本物流団体連合会｜理事 事務局長

◦村上 敏夫

（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

物流標準化懇話会｜代表理事　　

◦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｜商務流通保安グループ
流通政策課 兼 物流企画室  室長補佐　　

◦勝尾 嘉仁

独立行政法人 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
（敬称略・順不同）

図表2 アジア・シームレス物流フォーラム2017  セッション／セミナーの基本構成

5月18日㊍
A会場｜政策連携

A 政策連携セッション①…日本のアジア物流・流通政策
◦国土交通省｜国際物流課 町田課長
◦経済産業省｜物流企画室 正田室長

B 政策連携セッション②…アジアの貿易課題と物流
◉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 藤江課長代理，ほか

C 政策連携セッション③…コールドチェーンと国際標準化
◉日本のコールドチェーンを国際標準化

◦国土交通省｜総合政策局国際物流課 朝津物流渉外官
◦経済産業省｜藤代国際標準課長（中野統括基準認証推進官）
◦ヤマトホールディングス｜高野経営戦略担当
◦ニチレイロジグループ｜羽津執行役員

B会場｜グローバル
D チャイナセッション
◉中国の一帯一路政策などについて
◉中国企業事例発表
◉香港貿易発展局

E ASEAN連携セッション①…タイ
◉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投資の可能性

◦タイ王国大使館｜バワォン・サッタヤウティポン公使参事官
◉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

◦タイ荷主協議会（TNSC）｜川島日本代表

F ASEAN連携セッション②…ベトナム
◉SGホールディングスグループの取り組み
◉在日ベトナム大使館
◉ベトナム企業代表

C会場｜業界別課題
G 食品・薬品／コールドチェーンセッション…実践事例と支援サービス
◉生鮮・低温食品物流システムなど

◦ヤマトグループほか
◉食品卸・小売企業事例発表

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
◉《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

◦ニトリ／ホームロジスティクス｜松浦社長　◦MUJIN｜滝野CEO
◦ダイフク｜権藤本部長　◦岡村製作所｜理事 山下部長

I SPA・アパレルセッション…製販連携サプライチェーン
◉業界連携での物流共同化，段ボール箱標準化～アパレル企業が進めるRFID活用の現状と事例

◦アパレル・ファッション産業協会｜遠藤事務局長，SCM推進委員会 森野委員長

D会場｜注目テーマ
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
◉ライオンのサプライチェーン改革チャレンジ

◦ライオン｜平岡執行役員 SCM本部長
◉グローバルサプライチェーンの最適化，デザインソリューション

K 越境ECセッション…日-アジア市場展開
◉越境EC企業事例

◦スクロール360｜高山取締役
◉越境ECを支援する物流企業の取組事例

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
◉《パネルディスカッション》サプライチェーン・ロジスティクス分野で活躍する女性マネージャーが
　語る課題と展望

◦オリンパス｜安達課長　◦西友｜藤堂副センター長
◦NEC｜バリュークリエイション部 武藤部長　◦東京女子大学｜二村教授

＊調整中含む。最新情報は次ページの専用サイトで4月上旬より公開します。　　　　　　　　　　　　　  （☞72ページにつづく）

2017  企画・実行委員

2017・4 71



チッォウ

員会である」旨の説明に続き，フォー
ラム実行・統括である月刊マテリア
ルフローの菊田一郎編集長が，セミ
ナー各セッションについて，従来議
論や指摘を踏まえ改善を図った最終
セミナー構成などを中心に解説。オ
ブザーバーとして出席の国土交通省
物流審議官部門の町田倫代国際物流
課長を筆頭に，出席各委員からの意
見が寄せられ審議が行われた。
各委員からは「セッション間の重
複が調整され，バランスも取れた」
「特別企画などバラエティーに富ん
でいて良い」「過去５回の積み重ね
で，今回はほぼ完成形に到達したの
では」など高い評価が寄せられた。
さらに来場者視点の徹底の再確認の
中で「セミナーの内容をホームペー
ジにアップしては」等，貴重なセミ
ナー内容を広く社会に共有する方向
の意見も複数寄せられた。
後半は，進行を共同議長の日本通
運㈱井口博実事業開発部長・お客様
相談センター所長にバトンタッチし，
菊田実行・統括より会場運営等につ
いての説明が行われた。井口共同議
長よりの意見として「セッションルー
ム付近に大きなブース等がある場合
は音量を考慮するよう事務局で考慮
を」といった運営上の指摘があった。
以上で審議を終え，松浦，井口両
議長に労いの拍手をもって３回にわ
たる委員会の審議を完了した。スケ
ールの大きなイベントの全貌が確か
められ，後はいよいよ本番に向けて
のカウントダウンの段階に突入した
手応えと高まる期待感を共有しなが
ら，最後の実行委員会は散会した。
	 MF

アジア・シームレス物流フォーラム2017
事務局

一般社団法人 日本マテリアルフロー研究センター（JMFI）
〒171-0022  東京都豊島区南池袋2-47-6 パレス南池袋202

［TEL］03-3988-2671　［FAX］03-3980-6588

資料請求はお電話または
eメールで下記へ

［Email］info@ryuken-jm�.or.jp

5月19日㊎
A会場｜政策連携

M 政策連携セッション④…ASEAN諸国の物流コストと国際競争力
◉物流コストが企業の国際競争力に与える影響調査（ベトナム，ミャンマー，タイ，インドネシア）から

◦経済産業省｜物流企画室 勝尾室長補佐
◦キヤノン｜ロジスティクス統括センター 福森上席
◉デンソーのASEAN物流戦略

◦デンソーインターナショナルアジア｜末松最高執行責任者 兼 上級副社長

N 政策連携セッション⑤…中小企業・地方産品のアジア輸出支援策
◉中小企業庁のアジア展開支援策

◦中小企業庁｜経営支援部 創業・新事業促進課 和栗課長
◉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 藤江課長代理，ほか

O 政策連携セッション⑥…東京オリンピック・パラリンピックとラストマイル
◉東京オリンピック・パラリンピックへの物流体制と展望

◦（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 勝谷部長
◦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 三重堀室長  ほか

B会場｜グローバル
P ASEAN連携セッション③…フィリピン，インド他
◉フィリピン現地事情

◦フィリッジ｜田口代表
◉インドにおける鉄道輸送とトラック輸配送

◦日本通運｜海外管理部  ほか

Q アジア物流課題・解決セッション…インフラ，ハラール他
◉東南アジアの物流シームレス化に資する物流インフラ整備の現状と今後の計画

◦国際協力機構（JICA）｜飯田企画役
◉日本通運のハラール物流サービスとグローバル展開

◦日本通運｜事業開発部 飯田課長
◉物流不動産企業のソリューション事例

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
◉自動車業界のグローバル・サプライチェーン最適化

◦ブリヂストン｜多々良SCM管理部長
◉ICT企業のグローバル・サプライチェーン最適化ソリューション

C会場｜業界別課題
S 食品・飲料物流セッション…アジア展開と支援サービス
◉神戸モーダルシフト推進協議会／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 サプライ・チェーンNCE部
◉物流・IT企業によるソリューション取組事例

T 先端トレンドセッション…AIは物流をどう変えるか
◉《パネルディスカッション》AI／ディープラーニングと物流最適化の未来

◦東京大学｜松尾豊准教授　◦ニトリ／ホームロジスティクス｜松浦社長
◦ファナック｜ロボット事業本部 滝澤技師長，ほか
◉物流・IT企業によるソリューション取組事例

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

◦ローソン｜商品本部 ロジスティクス部 川鍋部長
◉IT・物流企業によるソリューション取組事例

D会場｜注目テーマ
V IoT・見える化セッション／リアルタイム・アジア連携，国際標準化
◉「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構築」調査事業からの提言

◦日本産業車両協会
◉物流・IT企業によるソリューション取組事例

W 海運・三国間物流セッション…事例，支援技術・サービス
◉海運会社の取組事例
◉荷主企業の実施事例など

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
◉《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｜恵谷取締役　◦東京大学｜西成教授
◦シーオス｜松島社長　◦SOUCO｜中原社長

（調整中，変更されることがあります）

最新セミナー情報と，無料事前聴講登録
（各セッション先着200名様限定）は，

こちらからどうぞ! 
http://ryuken-jmfi.or.jp/asia2017
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