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「ロジスティクス全国大会2012」
開催にあたって

ロジスティクス強調月間2012 推進委員会
ロジスティクス全国大会2012 実行委員会

（東京海洋大学 海洋工学部 流通情報工学科 教授）

苦 瀬  博 仁委 員 長

　先般の東日本大震災は、わが国に広域かつ甚大な被害をもたらし、サプライチェーンの分
断や電力供給の制限など、企業経営と国民生活に多大な影響を与えました。
　また、海外に目を転じると、欧州金融の債務危機による世界的な景気の減速感や東アジア
を中心とした急速なグローバル化や環境対応、またタイでの洪水を契機としたサプライ
チェーンの再構築等、企業経営を取り巻く環境は急速な変化をみせております。
　しかしながら、我が国の産業界はこのような厳しい経営環境にもかかわらず、活力を失うこ
となく持続可能な経済発展の展望を切り開くため、着実な歩みを進めております。このとき必
要なことは、ロジスティクスシステムの改善を通じて、複雑かつ深刻な経営課題に立ち向かう
ことです。
　このような状況において、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会では、1992年の
協会設立以来、産業界をはじめ社会全体へのロジスティクスの普及促進を目的に、毎年10月
を「ロジスティクス強調月間」と位置付け、産官学の協力を得て全国的な規模で普及活動を展
開してまいりました。JILS設立20周年の節目となります本年は、現代の社会・産業が持続可能な発展を目指すうえで、これからの
ロジスティクスのあるべき姿や具体的な取組み指針を示した「ロジスティクスコンセプト2020」を発表し、改めてロジスティクス
の意義と重要性を産業界に提唱してまいります。その一環といたしまして、「ロジスティクス全国大会2012」を、10月23日
（火）、24日（水）の両日、東京・港区の青山ダイヤモンドホールにおきまして開催いたします。
　全国大会は、企業経営者や幅広い物流・ロジスティクスのスペシャリストによる企業戦略・先進事例の発表を通じて、関係者相互
の情報交流とロジスティクスの課題解決のための方向性を探ることを目的として、毎年多数のロジスティクス関係者にご参加い
ただいております。本年のプログラムでは、「サプライチェーン改革におけるロジスティクスの進化」を統一テーマとして、ロジス
ティクスの現状・課題・展望等について、先進企業より取組みをご披露いただくほか、「2012年度 ロジスティクス大賞」受賞記念講
演として、受賞企業各社のロジスティクス高度化への取組み事例が紹介されます。
　全国のロジスティクス関係者の方々が一堂に会し、充実した発表と活発な交流を行うことで、関係者相互の交流がさらに深ま
り、これからのロジスティクスのあり方を導き出す機会になることと確信しております。是非、このような場を積極的にご活用いた
だき、多数の皆様が参加されることを心からお待ち申しあげております。

会 場 案 内ロジスティクス強調月間２０１２  推進委員会
ロジスティクス全国大会２０１２  実行委員会 委員名簿

苦瀬　博仁 東京海洋大学 海洋工学部 流通情報工学科 教授

中村　隆　 キリンビール(株) SCM本部 物流部長
佐久間 文彦 日本通運(株) 業務部長

福井　正　 鹿島建設（株） エンジニアリング本部 生産･研究施設第3Gr. 部長

村川　修　 コマツ 生産本部 物流企画部 部長

神谷　学　　 (株)資生堂 ロジスティクス部 物流推進室長

中村　正幸 TOTO（株） 東日本物流部 部長

松尾　晃　 東芝ロジスティクス(株) 経営企画部 次長

澤野　幸男 東レ（株） 物流部長

中丸　岳夫 富士通(株)

波多野　学 (株)ブリヂストン 生産物流管理本部 物流部 部長

松川　昇 三井倉庫(株) 業務品質管理部長

緒方 不二丸 三菱商事(株) 新産業金融事業グループ 物流本部 戦略企画室長

石山　敏彦 村田機械(株) 取締役 東京支社長 Ｌ＆Ａ事業部長

小菅　泰治 ヤマト運輸(株) 法人営業部 部長

石橋　守 郵便事業(株) 国際事業本部 国際物流担当部長

  民需ビジネス推進本部 流通ビジネスソリューション
  推進統括部 シニアディレクター

(順不同・敬称略）

委 員 長

副委員長

委　　員

青山ダイヤモンドホール
〒107-0061 東京都港区北青山3-6-8 TEL:03（5467）2111

交通のご案内
東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線　「表参道駅」B5番出口直結

青山ダイヤモンド
ホール

A1

A2

Ｂ4

Ｂ5

←表参道

イリキビル

北青山ハイム

パラシオタワー

パラシオ青山 みずほ銀行

共同ビル青山
佐藤ビル

青山音楽院

地下鉄表参道駅
Ｂ5出口直結

ONE OMOTESANDO

千代田線
表参道駅



火10月23日 PROGRAM

休　憩

昼休み

コーヒーブレイク

開　　会

ロジスティクス全国大会2012 実行委員会 委員長
東京海洋大学 海洋工学部 流通情報工学科 教授苦瀬　博仁

10:00

10:05

実行委員長挨拶

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 
専務理事徳田　雅人

10:05

10:25

「ロジスティクスコンセプト2020」
これからのロジスティクスのあるべき姿

企業事例発表「サプライチェーン改革におけるロジスティクスの進化」

郵便事業株式会社 国際事業本部 国際物流担当部長
JPサンキュウグローバルロジスティクス株式会社 代表取締役副社長石橋　守1日目プログラム

YKK AP株式会社　ロジスティクス統括部 企画部長岩﨑　稔 氏

● 企業紹介（ＹＫＫグループ、ファスニング事業、建材事業）
● ＹＫＫ ＡＰの物流改革
● システム開発による輸送実績の見える化

11:45

13:05

「ＹＫＫ ＡＰのロジスティクス改革について」企業事例①

住宅建材やビル建材等の設計、製造、施工および販売を行っているＹＫＫ ＡＰ
株式会社における、物流拠点の集約による固定費削減とシステム開発による
輸送実績の見える化の取組みを紹介します。

アリババ株式会社 タオバオ事業部 マネージャー高岡　淳二 氏
14:05

15:25

「アリババの中国におけるＥＣ事業展開とロジスティクスの役割」企業事例②　

パントスジャパン株式会社　CS本部 本部長　朴　延訓 氏

● 会社概要
● ロジスティクス戦略の具体例
● パントスのグローバル戦略について

15:40

17:00

「LG物流を担うパントスジャパンのロジスティクス戦略と
  グローバルロジスティクスの実情」

企業事例③

韓国有数のフォワーダーとして、LG社のみならず多くの韓国系企業や日系企業の物流を担う当社
のロジスティクス戦略の具体例と現在のグローバル戦略や今後の展望についてご紹介したいと思
います。

一般財団法人日本総合研究所 理事長
多摩大学 学長寺島　実郎 氏

10:25

11:35

「世界経済の現状とロジスティクス戦略の方向性」特 別 講 演

【ご略歴】
1973年　早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了
　　　　　同年三井物産株式会社に入社
1983～84年　米ブルッキングス研究所出向
1987～91年　米国三井物産ニューヨーク本店情報企画担当課長
1991～97年　米国三井物産ワシントン事務所長
1997年 4月～99年　三井物産業務部総合情報室長
1999年10月～2009年3月　株式会社三井物産戦略研究所所長
2001年 6月～2006年3月　財団法人日本総合研究所理事長

2002年4月～2009年3月　早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授
2003年4月～2006年3月　三井物産株式会社 執行役員
2006年4月～2009年3月　三井物産株式会社 常務執行役員
2006年4月～2010年6月　財団法人日本総合研究所 会長
2009年4月～　多摩大学 学長
                    　株式会社三井物産戦略研究所 会長
2010年6月～　財団法人日本総合研究所 理事長（2012年4月～一般財団法人へ移行） 

＜著書＞
『脳力のレッスン（Ⅰ～Ⅲ）』（岩波書店） 『世界を知る力』『世界を知る力　日本創生編』（PHP新書）　他

コーディネータ



サプライチェーン改革におけるロジスティクスの進化

水10月24日 PROGRAM

昼休み

休　憩

休　憩

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 会長
株式会社東芝　取締役会長西田　厚聰主催者代表

10:00

10:10

ロジスティクス大賞 表彰式

コーヒーブレイク

トヨタ自動車九州株式会社　工務部長原田　聡 氏

● 遠隔地物流の課題
● 内製化・現調化への取組み
● 将来のSCM構築に向けて

13:45

15:05

「トヨタ遠隔地工場のSCMへの取組み」企業事例④

SCMとは付加価値を手元に寄せることと考えています。但しトヨタ九州は愛知県の本社から離
れた遠隔地のため、その生い立ちから様々な物流のハンデを背負ってきました。具体的には
SCMの観点から内製化や現調化でその課題をブレークスルーしてきました。今回はその事例と
サプライチェーン構築に向けた取組みを紹介します。

株式会社タカラトミーロジスティクス　代表取締役社長松田　吉康 氏

玩具・雑貨等の製造・販売を行うタカラトミーの物流を担うタカラトミー
ロジスティクスでは、センター効率化を軸とした物流コスト削減やＳＣＭ
機能強化による物流構造改革に取り組んでいます。本講演ではそれら
の取組みの具体的内容と今後の課題や展望について紹介します。

● 物流コスト削減への取組（センター運営効率化を軸として）
● 物流構造改革への取組（ＳＣＭ機能強化へのアプローチ）
● 今後の展望

15:20

16:40

「タカラトミーにおけるロジスティクスの重要性と今後の進むべき方向性」企業事例⑤

ロジスティクス大賞

TOTO株式会社　上席執行役員 ロジスティクス本部長　加藤　正行 氏

● 入出庫作業における超スピード体制の構築
● 超スピード体制から実現できた物流配送フローのシンプル化
● 革新活動で根付いてきた自立した職場

12:05

12:45

「TOTOの経営戦略とロジスティクスの取組み」

ロジスティクス大賞
環境賞

株式会社ジェイアール西日本マルニックス　取締役 物流ソリューション事業部長富平　修司 氏

● 立場の異なる8社による、使用済車内吊広告等の一貫循環リサイクルの構築に向けた取組み
● JR西日本内で発生した古紙をトイレットペーパーに完全にリサイクルする仕組みの構築
● CO2削減等の地球環境改善やコスト削減など関係8社のWIN-WIN関係構築の実現

11:15

11:55

「企業間連携による一貫循環リサイクルの構築について
　～車内吊り広告はトイレットペーパーに～」

ロジスティクス大賞
努力賞

加藤産業株式会社　ロジスティクス部船曳　貴士 氏

● 総合センター構築への経緯
● センター設立効果・成功ポイント
● 環境への取り組み

10:25

11:05

「最新システムを備え様々な機能・サービスを通じて、流通業に求められる
  ニーズを満たすと同時に、  地球環境に配慮する物流センターの実現」

セッションの紹介 ロジスティクス大賞 予備選考委員会 委員長
東京工業大学 大学院 社会理工学研究科 経営工学専攻 教授圓川　隆夫 

コーディネータ10:15

10:25

■ 2012年度ロジスティクス大賞 受賞記念講演 ■

富士通株式会社 民需ビジネス推進本部
流通ビジネスソリューション推進統括部 シニアディレクター中丸　岳夫2日目プログラム コーディネータ



参加申込書 FAX（03）5484-4031

※公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会では、個人情報の保護に努めております。
　詳細は、当協会のプライバシーポリシー（http://www.logistics.or.jp/privacy.html）をご覧ください。

ロジスティクス全国大会2012

会社名

̶̶

̶̶̶̶

月　　　　　　　　　日払い

参加される日に○印を
ご記入ください。

2012年10月23日（火）～24日（水）
開 催 期 日

□　会　員
□　会員外

保有資格 受付
No

　参

　加

者

氏 名 1
所　属
役職名

所　属
役職名

所　属
役職名

所　属
役職名

協会への
連絡事項

フリガナ

都 道
府 県

〒　　　   　̶

都 道
府 県

〒　　　   　̶

都 道
府 県

〒　　　   　̶

都 道
府 県

〒　　　  　̶ 

勤務先
住　所

氏 名 2
フリガナ

勤務先
住　所

氏 名 3
フリガナ

勤務先
住　所

氏 名 4
フリガナ

勤務先
住　所

参加料合計

※参加証、請求書は原則として合計金額を最上段（氏名1）の方にお送りいたします。それ以外をご希望の方は、協会への連絡事項欄にご指示ください。

　名　　　　　　　　　　　　円 ☆

事業所名

フリガナ
TEL

XAFLET

参加料支払窓口ご担当者名：

支払予定日

10月
24日

10月
23日

10月
24日

10月
23日

10月
24日

10月
23日

10月
24日

10月
23日

̶̶̶̶ XAFLET

̶̶̶̶ XAFLET

̶̶̶̶ XAFLET

取得期 期

□ 経　営
□ 国　際
□ グリーン
□ 物　流
□ 改　善

取得期 期

□ 経　営
□ 国　際
□ グリーン
□ 物　流
□ 改　善

取得期 期

□ 経　営
□ 国　際
□ グリーン
□ 物　流
□ 改　善

取得期 期

□ 経　営
□ 国　際
□ グリーン
□ 物　流
□ 改　善

受付日 請求日 請求No

ＪＩＬＳ会員
35,700円

28,560円

58,800円

33,075円
会 員 外

当協会では、有資格者のためのフォローアッププログラムを実施しております。本プログラムは、
当協会主催の講座で習得した知識をより深め実践の場で活用できる能力を身につけたいとい
う、有資格者からの強い希望を受けて、当協会認定の資格※をお持ちの方に、当協会主催のプロ
グラムを、優待料金にてご提供するものです。実践力の強化、最新の情報収集の場として、ぜひ
ご活用ください。

申込欄の該当保有資格にチェックをしてください。
※ロジスティクス経営士（経営）、国際物流管理士（国際）、グリーンロジスティクス管理士（グリーン）、
　物流技術管理士（物流）、物流現場改善士（改善）

※上記料金には、テキスト代が含まれています。昼食代は含まれておりません。
※1社から4名以上参加の場合は、一括でお申し込み下さい。
※都合によりプログラムが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

21,000円

16,800円

33,600円

24,360円

1　名

4名目以降

1　名

4名目以降

28,560円 16,800円

◇フォローアッププログラム参加料（消費税込み）
（注）フォローアッププログラムにお申し込み後、参加
者が資格をお持ちでない方に変更になった場合は参
加料の差額を請求させていただきます。あらかじめ
ご了承ください。

 ・ テキストは会場でお渡しいたします。テキストのみの販売はいたしておりません。
 ・ スライド内容を撮影する目的での写真撮影および講演内容の録音はご遠慮ください。

参加料金（消費税込み） 両日参加 1日参加

（フォローアップ プログラム）有資格者優待

両日参加 1日参加

ご注意

参加申込先／プログラム内容の問い合わせ先

〒105-0014
東京都港区芝2-28-8　芝2丁目ビル
TEL ： 03-5484-4021　　FAX : 03-5484-4031

公益社団法人

日本ロジスティクスシステム協会　普及開発部

両日とも 200名 (お申込みは先着順に受け付けます。）

 ・ 下記の申込用紙に必要事項を明記のうえ、FAXにて事務局までお申し込みください。
 ・ 参加者へ「参加証」と「請求書」を参加日の約一週間前までにお送りいたします。
　 お手元に届かない場合には、ご連絡をお願いいたします。
 ・ 開催間近のお申し込みについては、参加証をFAXにてお送りいたします。
 ・ 開催日当日のお申し込みにつきましては、事務局へご連絡のうえ、直接会場へお越しください。

（注）キャンセルは、FAXでのご連絡のみ受けつけます。
 ・ 開催7日前から前々日（開催日初日を含まず起算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加料の30％
 ・ 開催前日および当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加料の全額

 ・ 請求書を発行いたしますので、指定銀行口座にお振り込みください。
 ・ お支払いは原則として開催前日までにお願い申しあげます。
　　（開催後になる場合は、支払予定欄に明記ください。）
 ・ 振込手数料は、お客様にてご負担願います。
【お願い】
参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。なお、代理の方のご出席
も不可能な場合は、下記の規定により、キャンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承く
ださい。

キャンセル規定

参加料支払方法

参加申込方法

参加定員 10月

ロジスティクスの進化

強調月間

全国大会2012

10月23日（火）～24日（水）　２日間
青山ダイヤモンドホール

公益社団法人　日本ロジスティクスシステム協会
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