「アジア善隣物流」で日本とアジアの競争力向上へ！

アジア・シームレス
物流フォーラム2016
Asia Seamless Logistics Forum (ASLF)

いよいよ 4月上旬，聴講受付開始へ!

イオングローバルSCMの
太田共同議長

日本通運の
井口共同議長

（ASLF）
ア・シームレス物流フォーラム

2016」の第３回企画・実行委員会を，
都内港区の機械振興会館にて開催，
今回も約40名が参集した。
本フォーラムは「アジア善隣物流」
を旗印に2012年に第１回を開催以
来，年々，製配販・産官学の各界に
共鳴の輪を広げ，
規模と内容を拡充。
アジアが世界経済の牽引役となる
今，時代のニーズを受け止めるイベ
ントとして評価を確立。2015年６月
の第４回フォーラムでは7,616名の来
場者を迎えた。

24 セッションの概要が決定

ローは３月15日，本年５月19日㊍・

流通研究社に設置されたフォーラ

20日㊎に東京流通センター（TRC，東

ム事務局では，第５回目となる2016

㈱流通研究社・月刊マテリアルフ

京都大田区平和島）で開催する「アジ

年の開催に向け，製配販各分野の代

図表1 アジア・シームレス物流フォーラム 2016 企画・実行委員会 正委員（敬称略・順不同）
共同議長
イオングローバル SCM ㈱／取締役 経営管理本部長

太田 年和

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

委員
㈱イトーヨーカ堂／物流企画開発部 統括マネジャー
㈱日本アクセス／執行役員 東日本営業部門長代行 兼
ロジスティクス統括

布施 和博

アサヒビール㈱／経営企画本部 物流システム部 理事 部長

児玉 徹夫

日産自動車㈱／ SCM 本部 特別顧問

安藤 康行

キヤノン㈱／ロジスティクス統括センター 副所長

福森 恭一

日本貨物鉄道㈱／鉄道ロジスティクス本部 営業統括部長 兼
営業部長 取締役・執行役

真貝 康一

三井倉庫ロジスティクス㈱／取締役 執行役員 営業統括 兼

SCM 営業本部長

ヤマトロジスティクス㈱／代表取締役社長
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
センコー㈱／物流経営研究所 副所長
佐川グローバルロジスティクス㈱／取締役
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松浦 敦

恵谷 洋
本間 耕司
中原 敬一郎
藤原 正邦
正代 誠

㈱セイノー情報サービス／常務取締役 東京本社担当 兼
第二営業担当

松本 充博

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 総合開発営業部長

川島 利夫

㈱日立物流／理事 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

東芝ロジスティクス㈱／常務取締役 グループロジ企画部長

正木 裕二

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

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
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㈱ 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㈱／情報通信事業企画室
クラウドサービス営業部クラウドサービス営業課 主任

長谷川 真一

㈱シーアールイー／経営企画本部 海外事業推進室 室長

槇谷 真生子

㈱ダイフク／常務執行役員 FA&DA 事業部門長
㈱豊田自動織機 トヨタL&F カンパニー／国内営業部 部長
日本パレットレンタル㈱／取締役 開発営業部 管掌
ユーピーアール㈱／代表取締役社長
三甲㈱／専務取締役 営業部部長
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）
国際協力機構（JICA）／東南アジア・大洋州部 部長

下代 博
小倉 崇
岡部 利文
酒田 義矢
赤星 慎一郎
石井 淳子
田中 寧

（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

（一社）日本パレット協会／会長｜アジアパレットシステム連盟

山﨑 和彦

㈱山善 機工事業部 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

オブザーバー
国土交通省／物流審議官部門 国際物流課長

勝山 潔

経済産業省／商務情報政策局 商務流通保安グループ
物流企画室 室長補佐

勝尾 嘉仁

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

ウ ォ ッ チ
図表2 アジア・シームレス物流フォーラム 2016 セッション／セミナー構成（依頼中含む，敬称略）

5 月 19 日

5 月 20 日

政策連携

政策連携

政策連携セッション①…日本の物流・流通政策

政策連携セッション④…ロボティクス・IoT

A ◦国土交通省 国際物流課
◦経済産業書 物流企画室 ほか

M ◦ロボット革命イニシアティブ協議会（IoT WG 含む）
ほか企業取り組み事例

政策連携セッション⑤…中小企業のアジア輸出・進出拡大
A N ◦中小企業庁 新事業支援課
会場

会場

政策連携セッション②… TPP&AEC（ASEAN 経済共同体）
A B ◦国物流貿易研究所
◦ JETRO 海外調査部アジア大洋州課

◦実践事例／茨城乳配
◦ JETRO 海外調査部アジア大洋州課

政策連携セッション③…食品輸出拡大

政策連携セッション⑥… CRU（コンテナラウンドユース）

C ◦農水省 輸出促進課
◦日本通運
ほか企業取り組み事例

O
アジア連携

D ◦鮮易交易など
◦安華物流 ほか企業取り組み事例

生鮮物流・コールドチェーンセッション

P …支援技術・サービス
◦実践事例／ JA 全農 輸出促進課
ほか企業取り組み事例

会場

ASEAN 連携セッション…メコン経済圏の現地事情
B E ◦タイ荷主協議会（TNSC）
◦共同通信社 ミャンマー経済クラブ
ほか企業取り組み事例

会場

B

アジア物流課題・解決セッション…インフラ，ハラール他

F ◦ JICA 東南アジア・大洋州部
◦ハラール認証取得物流事業者（日本通運）
ほか企業取り組み事例

先端トレンドセッション…シェアリングエコノミーと
サプライチェーン
・ロジスティクス
Q
◦《パネルディスカッション》ローソン，ラクスル，シーオス，
三井倉庫ロジスティクス

IoT･見える化セッション…国際標準化と先端技術事例

R ◦ RFID の国際標準化（自動認識システム協会）
◦日本 IBM
ほか企業取り組み事例

業種別トレンド

メディカル物流セッション…医療関連物流など

G ◦メーカー，卸・小売の取り組み
ほか企業取り組み事例

業種別トレンド

食品・飲料物流セッション…アジア展開と支援サービス

◦《パネルディスカッション》現地の製造・物流人材教育の課題と工
夫（JICA，JILS，日産自動車，キヤノン，日本通運）

流通・オムニチャネルセッション①

S ◦食品企業の物流効率化事例
ほか企業取り組み事例

C

会場

会場

製造業の現地人材教育セッション
C H …タイ，ミャンマー，ベトナム 他

I …見える化・シームレス化
◦イオンリテール向け RFID 事例
◦実践事例／日本トイザらス

流通・オムニチャネルセッション②… ECとアジア連携
新技術・アジア展開他

物流 IT/IoT セッション…情報連携シームレス化
J
◦情報システム関連企業によるIoT 関連取り組み事例
海運セッション…国際海上コンテナ物流

越境 EC セッション…日 - アジア市場展開

バー編成とした（図表1）
。
委員会の前半は，太田年和共同議
長（イオングローバルSCM取締役）の
進行で審議を開始。前回までの審議

V

安全・安心セッション… BCP ／食品物流

◦物流，流通で安心，安全に取り組む企業取り組み事例

IoT・見える化支援技術セッション
D W …アジアのサプライチェーン・リアルタイム連携
◦情報システム関連企業によるIoT，見える化関連事例発表
会場

会場

◦エムエスシージャパン
D K ◦ SITCジャパン
◦ OOCLロジスティクス（ジャパン）

のオブザーバーも含め，強力なメン

製販連携セッション…一気通貫サプライチェーン

T ◦ニトリ／ホームロジスティクスの取り組み
ほか企業取り組み事例
U ◦注目通販企業の実践事例
ほか企業取り組み事例

新技術・アジア展開他

表企業に呼びかけ，国交・経産両省

◦経済産業省 物流企画室
◦実践事例／郵船港運
◦実践事例／ケービーエスクボタ

サプライチェーン連携

チャイナ・セッション…日中シームレス物流

L ◦メイプルツリー・京東商城（中国）
◦越境 EC 支援物流ソリューション
ほか企業取り組み事例

※時間，講師等は調整により変更となる可能性がありますのでご了解ください。

先端技術セッション…シームレス物流の未来を拓く

X ◦ロボット技術と先端物流の可能性（ZMP）
◦準天頂衛星みちびきによる日本版 GPS 高精度化（SPAC）
ほか企業事例

の要望などのまとめがあった。

いよいよ無料聴講・
来場者の受け受け開始へ
審議の後半は井口博美共同議長

声が寄せられた。
これを受け，事務局では４月上旬
に無料入場券を発行，専用サイト
（http://www.mf-p.jp/からフォーラム
2016バナーをクリック）でダウンロー

ドと事前聴講申込みの受付をいよい

で練り上げた，２日間で計24セッシ

（日本通運事業開発部長）の進行で，

よ開始する。例年満員御礼が続出す

ョンに上るセミナーの詳細企画案

展示コーナーの会場レイアウトや出

るため，事務局では早めの登録を呼

（図表2に要旨）を事務局から説明し

展状況などにつき事務局が報告した

び掛けている。

た後，意見を聴取。
「セミナー枠を倍

後，審議に。今回は従来１フロアで

増し実に幅広いテーマ，講師が揃っ

あった会場を２フロアに倍増し，大

た」
「聞きたい内容ばかりだ」と評価

幅にスペース拡張を図るなか，順調

する多数の声が上がり，太田共同議

に出展申し込みが拡大している報告

長からは分かりやすいパンフレット

を受け，委員からは盛会に期待する

MF

アジア・シームレス物流フォーラム事務局
㈱流通研究社
〒 171-0022 東京都豊島区南池袋 2-47-6
［ TEL］03-3988-2661 ［FAX］03-3980-6588
［URL］http://www.mf-p.jp
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