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アジア・シームレス物流フォーラム
201

企業価値を高める
社⻑：久保
て開催される「アジア・シームレス物流フォーラム
ター）に山九株式会社と共同出展

開催テーマは「アジア善隣物流」で⽇本とアジアの
 サブテーマは「標準化
す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。
弊社は、
場下さい。

「アジア・シームレス物流フォーラム

開催⽇：
主催：
開場時間：
会場：東京流通センター（
      

アクセス：
・東京モノレール「流通センター」駅から徒歩
・JR「⼤森駅」東口／
用） 

・京浜急⾏「平和島駅」／

本イベントは事前登録または招待券が必要となります。

招待券が必要な方は弊社
流フォーラム招待
http://www.info

または「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
https://mf
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アジア・シームレス物流フォーラム
2018 年 5 月

企業価値を高める
社⻑：久保 満）は
て開催される「アジア・シームレス物流フォーラム

）に山九株式会社と共同出展

開催テーマは「アジア善隣物流」で⽇本とアジアの
サブテーマは「標準化

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。
弊社は、今年も⾳声認識システム「
場下さい。 

「アジア・シームレス物流フォーラム

開催⽇：2018 年 5

主催：一般社団法人
開場時間：10:00〜
会場：東京流通センター（
      第 2 展⽰場
アクセス： 

・東京モノレール「流通センター」駅から徒歩
「⼤森駅」東口／

・京浜急⾏「平和島駅」／

本イベントは事前登録または招待券が必要となります。

招待券が必要な方は弊社
流フォーラム招待
http://www.info-sense.co.jp/seminar/asia201

または「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
https://mf-p.jp/asia201
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アジア・シームレス物流フォーラム
月 17 日
（TRC）第

TEL：03

企業価値を高める IT ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
満）は、2018 年

て開催される「アジア・シームレス物流フォーラム
）に山九株式会社と共同出展

開催テーマは「アジア善隣物流」で⽇本とアジアの
サブテーマは「標準化」「

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。

⾳声認識システム「

「アジア・シームレス物流フォーラム

5 月 17 ⽇（木）
一般社団法人 ⽇本マテリアルフロー

〜17:00 

会場：東京流通センター（TRC/

展⽰場 E・F ホール

・東京モノレール「流通センター」駅から徒歩
「⼤森駅」東口／4･5･7･

・京浜急⾏「平和島駅」／1

本イベントは事前登録または招待券が必要となります。

招待券が必要な方は弊社 HP

流フォーラム招待券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。
sense.co.jp/seminar/asia201

または「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

p.jp/asia2018/ 
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アジア・シームレス物流フォーラム
日(木) ・
）第 2 展示場

株式会社インフォセンス
03-3536-3439,  FAX

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
年 5 月 17 ⽇(

て開催される「アジア・シームレス物流フォーラム
）に山九株式会社と共同出展致します。

開催テーマは「アジア善隣物流」で⽇本とアジアの
」「⾒える化」「

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。

⾳声認識システム「Vocollect Voice

「アジア・シームレス物流フォーラム 201

⽇（木）、18 ⽇（⾦）
マテリアルフロー

TRC/東京都⼤田区平和島
ホール 小間番号「

・東京モノレール「流通センター」駅から徒歩
･9 番乗場から

1 番乗場から

本イベントは事前登録または招待券が必要となります。

HP の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物
券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。

sense.co.jp/seminar/asia201

または「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 201
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インフォセンス
アジア・シームレス物流フォーラム

・18 日（⾦）
展示場 E・

≪ 本件に関するお問い合わせ
インフォセンス

3439,  FAX：03-

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
(木) ・18 ⽇（⾦）に東京流通センター（

て開催される「アジア・シームレス物流フォーラム
致します。（小間番号

開催テーマは「アジア善隣物流」で⽇本とアジアの
」「安全・環境

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。

Vocollect Voice

2018」 

⽇（⾦） 

マテリアルフロー研究センター（

東京都⼤田区平和島
小間番号「1-30」 

・東京モノレール「流通センター」駅から徒歩 1 分
番乗場から 12 分（京浜急⾏バス利

番乗場から 4 分（京浜急⾏バス利用）

本イベントは事前登録または招待券が必要となります。

の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物
券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。

sense.co.jp/seminar/asia2018.html 

または「アジア・シームレス物流フォーラム 2018

2018」オフィシャルサイト
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インフォセンス
アジア・シームレス物流フォーラム 201

日（⾦） 10:00
・F ホール

本件に関するお問い合わせ
インフォセンス マーケティング戦略部

-3536-3486,  MAIL

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
⽇（⾦）に東京流通センター（

て開催される「アジア・シームレス物流フォーラム 2018」（主催：
（小間番号：1-30

開催テーマは「アジア善隣物流」で⽇本とアジアの協働・共創プラットフォームを
安全・環境」「IoT/AI/

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。

Vocollect Voice®」を中心に各種ソリューションを御紹介します

研究センター（JMFI

東京都⼤田区平和島 6-1-1） 

 

分  

分（京浜急⾏バス利

分（京浜急⾏バス利用）

本イベントは事前登録または招待券が必要となります。 

の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物
券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。

 

8」オフィシャルサイトより事前登録をお願いします。
」オフィシャルサイト

   

出展概要

インフォセンス 
2018 に山九株式会社と共同出展
10:00〜17:00 

ホール 小間番号「

本件に関するお問い合わせ ≫ 
マーケティング戦略部 

3486,  MAIL：sales@info

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
⽇（⾦）に東京流通センター（

」（主催：一般社団法人
30）。 

協働・共創プラットフォームを
IoT/AI/ロボティクス･･･先端技術活用」

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。

中心に各種ソリューションを御紹介します

JMFI） 

 

分（京浜急⾏バス利

分（京浜急⾏バス利用） 

の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物
券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。

」オフィシャルサイトより事前登録をお願いします。
」オフィシャルサイト 

  http://www.info
東京 

概要 

に山九株式会社と共同出展
17:00  

小間番号「

 
担当：白石 

sales@info-sense.co.jp

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
⽇（⾦）に東京流通センター（TRC

一般社団法人 ⽇本

協働・共創プラットフォームを
ロボティクス･･･先端技術活用」

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。

中心に各種ソリューションを御紹介します

の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物
券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。

」オフィシャルサイトより事前登録をお願いします。

http://www.info
 03-3536-3439

に山九株式会社と共同出展
 東京流通センター

小間番号「1-30」 

 
sense.co.jp 

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
TRC）第 2 展⽰場
⽇本マテリアルフロー

協働・共創プラットフォームを！ 
ロボティクス･･･先端技術活用」

す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。

中心に各種ソリューションを御紹介します

の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物
券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。

」オフィシャルサイトより事前登録をお願いします。

http://www.info-sense.co.jp
3439 福岡 

に山九株式会社と共同出展
東京流通センター

 

2018 年 4 月

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
展⽰場 E・F ホールに

マテリアルフロー研究セン

ロボティクス･･･先端技術活用」となっておりま
す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと
って、「アジア物流連携拡⼤」への最新情報取得・交流の最適な機会となるフォーラム・展⽰会です。 

中心に各種ソリューションを御紹介します。是非御来

の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物
券希望」と記入の上、ご送信下さい。追って弊社より招待券をお送りします。 

」オフィシャルサイトより事前登録をお願いします。 

sense.co.jp
 092-283-3901

 
に山九株式会社と共同出展 

東京流通センター

月 16 ⽇ 

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、代表取締役
ホールに
研究セン

となっておりま
す。製配販各層の企業・団体の皆様、ならびに関連技術・製品・システム・サービスのサプライヤーの皆様にと

。是非御来

の『メールでのお問い合わせ』から、お問い合わせ内容に「アジア・シームレス物

 

sense.co.jp 

3901 


