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中部とアジアの物流シームレス連携でサプライチェーン最適化!

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

会 期 2018年10月31日水―11月2日金（3日間）

会 場 ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）

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）
（企画・運営：株式会社流通研究社）

共 催 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（JAICA），（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，韓国物流研究員，（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）

10.31㊌―11.2㊎

アジア・サプライチェーンはネクストステージへ

2018名古屋プラスチック工業展と同時開催



今やわが国の経済活動は，力強い発展を続けるアジア諸国の活
動と一体化しつつあり，国境を越えたサプライチェーンの構築が
進みつつあります。だからこそ，〈ものと情報をシームレスにコネ
クトすること〉が，ますます重要になっています。政府は，2017年
7月28日に「総合物流施策大綱（2017年度～2020年度）」を閣議
決定し，「アジアを中心としたサプライチェーンのシームレス化・
高付加価値化」を，最重点項目の1つに掲げました。
一般社団法人 日本マテリアルフロー研究センター（JMFI）は，

流通研究社が設立母体となり，ロジスティクスの革新を意図する
幅広い業界のメンバーが集結して，2016年11月に設立されまし
た。そして，2017年の5月に，東京で，「アジア・シームレス物流フ
ォーラム2017」を開催しました。このフォーラムは，流通研究社が，
過去30年余にわたって標榜してきた「アジア善隣物流」の理念を
実践に結びつけようと，過去5回にわたって開催してきたものを受
けて，2017年からは，JMFIが主体となり，JETRO，JICAほか多数
の関連団体に加えて，国土交通省・経済産業省からも後援名義を
いただいて開催されました。このフォーラムでは，2日間で24セッ
ション・約80本のセミナーが一挙に開催されると同時に，シーム
レス物流を支援する技術・製品・サービスの展示コーナーに約200
小間の出展があり，来場者数は，前年比10%増の10,765名とな
る大盛況となりました。

JMFIは，2018年5月17・
18日に，第7回目となるフォ
ーラムを，東京で開催いたし
ます。これに加えて，同年10
月31日～11月2日の3日間，
日刊工業新聞社などとの共
催により，初めて，名古屋で
「アジア・シームレス物流フ
ォーラム2018 in NAGOYA」
を開催することにいたしまし
た。このフォーラムは，とくに自動車・自動車部品，航空機，工作
機械，セラミック，アグリ等，中部地区が強みをもつ産業分野に焦
点をあてたものとする計画です。
本フォーラムは〈中部とアジアの物流シームレス連携でサプラ

イチェーン最適化！〉のコンセプトのもとで開催します。また，日
刊工業新聞社主催の「名古屋プラスチック工業展」が同時に開催
されますので，多くの来場者が期待されます。関連業界の皆様の
ご参加，ご支援により，アジア・シームレス物流を発展させ，中部
の産業界の国際競争力向上を強力に推進するイベントにしたいと
存じますので，関係企業の皆様におかれましては，展示コーナー
へ積極的にご参画いただきますよう，慎んでお願い申し上げます。

特別テーマとフォーカス分野（案）

ASLF 2018 in Nagoya〈展示の主な出展対象テーマ〉

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 !
◦製造業・流通業のアジア輸出入，越境通販ビジネス拡大と物流カイゼン・効率化
→ 陸海空の物流連携…名古屋港，四日市港，中部国際空港と陸路・鉄路の連携による物流シームレス化

◦原材料・部品の調達サプライチェーン／製品サプライチェーン最適化への企業連携，シェアリング
→ 自動車・自動車部品，航空機，工作機械，セラミック，アグリ等，中部エリアの強みにフォーカス！

◦工場・物流センターの生産物流・構内物流の省力・自動化と安全化で「働き方改革」
◦モノと情報の標準化で挑む，《つながる・ながれる》シームレス化

物流，3PLサービス，
フォワーディング

◦アジアと中部をつなぐ各種物流サービス提案，調達・生産物流，製品物流支援ソリューション
　……陸海空・空港・港湾・税関・鉄道の連携物流，3PL，輸出入・フォワーディングサービス等
◦パレット，コンテナなど物流機材の国際シームレス流通・運用，支援サービス・システム
◦拠点間幹線物流の最適化・求貨求車，B2B店舗配送，B2Cラストマイル配送サービス
◦薬品・食品の安全を守るコールドチェーン……GDP/GAP対応

アジア物流の見える化
ソリューション・サービス／
リアルタイム見える化技術

◦モノと情報を一体管理するICT，トレーサビリティ支援システム，サービス
◦輸送中を含めた動態・温度などステータス管理，NACCS・港湾連携システム
◦IoT/RFID/スマート端末活用によるリアルタイム可視化，現在位置＝ロケーション管理システム
◦庫内管理（WMS）・輸配送管理（TMS）と連携管理，オム二チャネル支援ソリューション
◦ビッグデータ・アナリティクスとAI活用，クラウドソリューション
◦災害を想定したBCP対応物流支援サービス，ネットワークの強靱化・システム化

労働力不足・働き方改革対応策／
工場・物流拠点構内物流の
省力・省人化技術，サービス

◦マテハン，ロボティクス，IoT連携の最新自動化技術，製品・サービス
◦ユニットロードシステム……通い箱，パレット，カゴ車，貨物コンテナなど物流機材
◦工場・物流現場の安全・安心を支援するセキュリティシステム，サービス
◦環境保全物流……荷崩れ防止と環境負荷低減に資する包装・梱包／共有化，リターナブル運用
◦空いた物流リソースのマッチング・シェアリングサービス，技術，プラットフォーム　ほか

一般社団法人
日本マテリアルフロー研究センター

会長  大庭靖雄

中部とアジアの物流シームレス連携でサプライチェーン最適化!
「アジア・シームレス物流フォーラム

2018 in NAGOYA」の開催に向けて



未回答
（3.9%）一般・その他

（5.2%）学生
（0.4%）

品質管理・
検査（2.2%）

経営・管理
（10.7%）

資材・購買
（2.0%）

営業・販売
（27.0%）

宣伝企画
（0.8%）

未回答
（0.4%）

その他
（32.7%）

商社
（14.0%）

環境・リサイクル関係（1.0%）
農業関係（0.2%）
食品関係（0.9%）

遊具・玩具関係（1.1%）
建築・インテリア関係（2.3%）

文具・事務用機器・
雑貨関係（2.7%）

家電関係（3.4%）
医療関係（1.6%）

航空・宇宙関係
（0.6%）

自動車・
自動車部品関係
（39.0%）

製造
（15.4%）

生産技術
（13.0%）

設計
（6.5%）開発・研究

（12.8%）

来場者の職種 来場者の業種

【出展規模】121社・6団体，383小間　　［合計来場者数］17,943人

荷主（製造）
（25%）

荷主（流通）
（13%）

機器，商社，建設，
エンジニアリング
（8%）

IT関連
（12%）

物流機器
システム関連
（7%）

海外
（3%）その他（3%）

物流事業者
（29%）

「ASLF東京2017」来場者数

「ASLF東京2017」
来場者業種別分類

来場者数天候

15,957人晴れのち雨5/18㊍

14,808人晴れ5/19㊎

10,765人来場者数合計来場者数

セミナーの基本構成（予定）

2015名古屋プラスチック工業展 実績（2018年共同開催）

アジア・シームレス物流フォーラム東京2017 出展会社一覧

㈱アトムシステム
アマノ㈱
アムンゼン㈱
㈱アルプス物流
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㈱
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱
㈱インフォセンス
㈱N.A.P LAB., INC
㈱NTTデータ
SGHグローバル・ジャパン㈱
MBPジャパン㈱
OOCLロジスティクス㈱
オークラ輸送機㈱
岡田工業㈱
㈱岡村製作所
カシオ計算機㈱
カスケード（ジャパン）リミテッド
カメリアライン㈱
川田工業㈱
北九州港
岐阜プラスチック工業㈱

キヤノンマーケティングジャパン㈱
㈱グルメクリエイト
KDDI㈱
コアソリューション㈱
光英システム㈱
サイファーラボ・コーポレーション
㈱サトー
山九㈱
三甲㈱
三進金属工業㈱
Open Text／GXS㈱
JDAソフトウェア・ジャパン㈱
静岡製機㈱
㈱守隋本店
㈱スギヤス
鈴与㈱
㈱セイノー情報サービス
センコー㈱／㈱スマイル
センコー商事㈱
蘇州優楽賽サプライチェーン管理有限公司
㈱染めＱテクノロジィ
㈱ダイフク
㈱データテック

㈱デンソーウェーブ
㈱東京流通センター
㈱東計電算
東芝ロジスティクス㈱
鳥取県・境港
㈱豊田自動織機
トランスコスモス㈱
㈱ナンセイ
日建リース工業㈱
㈱日新
ニッタ㈱
日通商事㈱
日本貨物鉄道㈱
日本通運㈱
日本パレットレンタル㈱
花岡車両㈱
パナソニック㈱
ハンマーキャスター㈱
ファナック㈱
富士電機㈱
㈱ブレイン
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
㈱ニトリホールディングス／㈱ホームロジスティクス

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㈱
メープルツリーインベストメンツジャパン㈱
モリタ宮田工業㈱
安田倉庫㈱
㈱山善
ヤマトアジア㈱
ヤマトホールディングス㈱
ヤマトロジスティクス㈱
ヤマハモーターパワープロダクツ㈱
郵船ロジスティクス㈱
ユーピーアール㈱
ヨシアース㈱
吉川化成㈱
ラマソフト㈱
ロジザード㈱
㈱をくだ屋技研　　　   　ほか

（50音順）

来場者数

政策連携セッション｜国策と国際連携
アジア・ASEAN連携セッション｜グローバル連携
製造業セッション｜アジアのサプライチェーン連携課題，最適化・リデザイン
◦自動車，電機，アパレル，食品・日用品その他　製造業（企業または業界団体）の取り組み
◦それを支援する物流・ロジスティクスサービス，ICT企業の取り組み（同上）など

流通業セッション｜アジアに展開する小売・卸業と物流シームレス化
通販物流セッション｜アジアに展開する越境通販ビジネス
陸海空連携・海運セッション
◦大きく変化する海運業界，法制度，情報システム連携の課題解決
◦国際海上輸送途上における物流のリアルタイム見える化へ，課題とチャレンジ

先端技術・テーマセッション｜シームレス物流の近未来
◦IoT／RFID／AI／ロボティクス連携による物流シームレス化の先端技術開発，実用化の動向



株式会社 流通研究社 
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2F

T EL：03-3988-2661
FAX：03-3980-6588
E-MAIL：info@mf-p.jp

http://www.mf-p.jp

企画・運営

お問い合わせ

1小間当たり 240,000円…………………………………


