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特別講演講師紹介

ご略歴：
○出身（生まれ）
昭和２９年 宮城県生まれ

○経歴
昭和５１年 慶應義塾大学法学部卒業
昭和５１年 サッポロビール株式会社 入社
平成２１年 サッポロホールディングス株式会社 常務取締役
平成２３年 サッポロホールディングス株式会社 代表取締役社長兼

グループCEO
サッポロ飲料株式会社 代表取締役社長

平成２９年 サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長
平成３１年 サッポロホールディングス株式会社 取締役会長

○その他（社外取締役）
平成２９年 田辺三菱製薬株式会社 社外取締役
平成２９年 株式会社 帝国ホテル 社外取締役
平成３０年 東北電力株式会社 社外取締役

○印は発表者

会場へのアクセス

前回（第56回）全日本包装技術研究大会 優秀発表者一覧
※発表当時の所属・役職です
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地球規模の環境問題や急速に進展する高齢化社会への対応
等、社会的に多様化時代に入り、包装界もこのニーズに対応す
べく、新しい技術の開発や研究に力を注ぐ一方、更なる合理化
や改善に対する努力も重要な課題となっています。
そこで当協会では関係各位のご高配を得て、第５７回全日本包
装技術研究大会をJPI各支部協力のもとに、本年は仙台市にて
開催致すことになりました。
包装に関する工夫の実例や、研究開発の成果を広く発表する

と共に、同業・異種業界の関係者との相互の交流を深めること
を目的とし、包装をめぐる諸問題を多面的かつ、きめ細かにと
らえ研鑽する機会として開催されます。
会員各位をはじめ関係者多数ご参加下さいますようご案内申
しあげます。

公益社団法人日本包装技術協会
会 長 矢 嶋 進

主 催：公益社団法人日本包装技術協会
後 援：経済産業省・農林水産省・国土交通省・防衛装備庁・特許庁・日本商工会議所・公益財団法人日本生産性本部

日本MH協会・日本包装専士会・日本包装管理士会
期 日：2019年11月21日（木）～11月22日（金）・2日間

【第1日目】11：00～17：00 【第2日目】9：00～16：30
会 場：『仙台国際センター』 仙台市青葉区青葉山無番地
発表件数：特別講演1件／部会発表58件
部 会：輸送包装部会・食品包装部会・化粧品包装部会・生活者包装部会・包装資材部会・環境包装部会・パッケージデザイン部会

参 加 費：

１ 参加申込方法
�本紙参加申込書に必要事項をご記入の上、ファクシミリ（０３‐３５４３‐８９７０）に
てお申込下さい。

２ 参加証
�参加申込書が事務局に到着後、申込者各位宛に「参加証・請求書」を送付
します。
�請求書到着後、納入期日までに参加費を指定の口座へお振込みください。
�出席の受付とテキストの交付は、本大会受付にて開催期間中に行いますの
で、参加証を当日必ず持参ください。（万一、参加証未着の際は名刺引き換
えにて当日参加証を交付しますので受付へお申し出ください）

３ 申込期限
２０１９年１１月１８日（月）※期限後に申込を希望される場合は事務局にご連絡ください

４ 参加費の納入方法
�大会参加費は銀行振込にて１１月２０日（水）までに必ず指定口座へ一括ご
納入下さい。

５ お振込先
�三井住友銀行 銀座支店 当座預金 No．１０１５０８０
�みずほ銀行 築地支店 当座預金 No．７８４４８
�三菱UFJ銀行 銀座支店 当座預金 No．１６３４
口座名義 公益社団法人日本包装技術協会
フリガナ シャ）ニホンホウソウギジュツキョウカイ

お申し込み先

申 込 要 領

ご 案 内

開 催 要 領

日 時：2019年11月21日（木）～11月22日（金）・2日間
第1日目 11：00～17：00 第2日目 9：00～16：30

場 所：『仙台国際センター』 仙台市青葉区青葉山無番地
主 催：公益社団法人日本包装技術協会
後 援：経済産業省・農林水産省・国土交通省・防衛装備庁・特許庁

日本商工会議所・公益財団法人日本生産性本部・他関連団体

公益社団法人日本包装技術協会 全日本包装技術研究大会係（担当：小橋）

〒１０４‐００４５東京都中央区築地4－1－1 東劇ビル TEL（03）3543－1189 FAX（03）3543－8970

１．個人情報は「（公社）日本包装技術協会 第５７回全日本包装技術研究大会」の事
業実施に関わる資料等の作成、ならびに当会が主催・実施する各事業における
サービス提供や事業のご案内等のために利用させて頂きます。なお、作成資料
は開催当日、関係者に限り配布する場合があります。

２．参加申込によりご提供頂いた個人情報は、法令に基づく場合などを除き、個人
情報を第三者に開示、提供することはありません。

個人情報の取扱いについて

環境配慮した横ピロー袋の開発
○味の素㈱ 食品研究所 商品開発センター 包装設計グループ（包装管理士） 小西 遼子 氏
味の素㈱ 情報企画部 泉 貴弘 氏
味の素㈱ 食品研究所 井上 直恵 氏

PET樹脂製二重容器「密封ecoボトル」
○キッコーマン食品㈱ 商品開発本部 設備開発部 容器包装開発チーム 万年 夏之 氏
キッコーマン食品㈱ 商品開発本部 設備開発部 容器包装開発チームリーダー 桑垣 傳美 氏
北海製罐㈱ プラスチック本部 プラスチック技術部 開発チーム 中橋 隆宏 氏
三笠産業㈱ 製品開発部 西日本開発課長 堀 裕貴 氏

環境包装部会
国内最軽量 炭酸飲料用キャップの開発と展開
○アサヒ飲料㈱ 技術研究所 容器包装グループ 副課長 本多 隆一 氏
アサヒ飲料㈱ 技術部 技術開発グループ 課長 羽豆 俊哉 氏
日本クロージャー㈱ 製品開発部 中村 真 氏
日本クロージャー㈱ 製品開発部 井上 理 氏

「環境調和性」と「易開封性」に配慮したPETボトル口部形状の開発
○キリン㈱ R&D本部 パッケージング技術研究所（包装管理士） 山口 陽平 氏
キリン㈱ R&D本部 パッケージング技術研究所 主任研究員 浅倉 貴史 氏
キリンビバレッジ㈱ 生産部 部長代理 西島 孝紀 氏
キリンビバレッジ㈱ 生産部 小川 陸雄 氏

包装資材部会
段ボール・デジタル印刷革命Ⅱ ～新時代の段ボール産業の考察～
○㈱日本HP デジタルプレス事業本部 PageWide industrial ビジネス開発マネージャー 永嶋 ゆり 氏

医薬品包装部会
落下強度改善を目的とした新規アンプルラベルの開発
○第一三共㈱ 製剤技術研究所 包装研究グループ（包装管理士） �木あかね 氏
第一三共㈱ 製剤技術研究所 DDS研究グループ 姫野 貴和 氏

生活者包装部会
“泡で出てくるハミガキ”のスクイズフォーマー容器設計
○花王㈱ 包装容器開発研究所（包装管理士） �野 裕 氏
㈱吉野工業所

液体衣類用洗剤「トップ ハレタ」の容器設計
○ライオン㈱ 容器・包装技術研究所（包装管理士） 中村 泰士 氏

パッケージデザイン部会
浮世絵ぷちぷち開発による、プチプチ�の新たな可能性の開拓
○川上産業㈱ 東京本社営業所 係長（包装管理士） 西坂 杏子 氏
coneru 清水 覚 氏

表象としてのパッケージ ～宮崎大学「薫陶」をめぐって～
○国立大学法人 宮崎大学 地域資源創成学部 准教授 宮木 健二 氏

輸送包装部会
確率密度分布を考慮した防振設計のための緩衝材選択指針
○地方独立行政法人大阪産業技術研究所 製品信頼性研究部 主任研究員 細山 亮 氏
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 主任研究員 津田 和城 氏
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 研究員 堀口 翔伍 氏

ハイブリッド段ボール梱包によるロジスティクス改善
○ヤマハ発動機㈱ 物流安全貿易部 物流技術梱包Gr（包装管理士） 野村 佳孝 氏

低摩擦段ボール「コスレン」の開発
○レンゴー㈱ 中央研究所 商品開発第一部 商品開発第一課 主任 所 のぞみ 氏

宅配貨物荷扱いに及ぼすケアマークの影響
○国立大学法人 神戸大学 大学院博士前期課程 大学院生 田畑 綾華 氏
国立大学法人 神戸大学 輸送包装研究室 教授 斎藤 勝彦 氏
国立大学法人 神戸大学 国際海事研究センター 秋田 直也 氏

MAフィルムを利用したブロッコリーの輸送技術開発
○ホクレン農業協同組合連合会 農業総合研究所 食品流通研究課 課長補佐 吉田 慎一 氏
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 花・野菜技術センター 主査 野田 智昭 氏

可変構造を取り入れたスチールコンテナの開発
○㈱デンソーエアクール 開発部 技術支援室 担当部員（包装管理士） 原口 裕司 氏

トラクター輸送用鉄製パレット改善によるコンテナ積載率向上
○㈱辰巳商會 倉庫部 倉庫営業課 課長代理（包装管理士） 峠 和秀 氏

絶乾段ボールを使った段ボール含水率の連続測定方法の検討
○レンゴー㈱ 包装技術部 包装評価センター 課長（包装専士） 中尾 善和 氏
レンゴー㈱ 包装技術部 包装評価センター 部長代理 東山 哲 氏

包装材の統一による包装材保管スペースの改善
○TOTO㈱ 衛陶生産設計部（包装管理士） 山下龍太郎 氏

ポーション製品用カートンにおける商品展示性の向上と保管効率の両立
○エバラ食品工業㈱ 研究本部 技術研究所 生産技術課（包装管理士） 小林 知佑 氏
エバラ食品工業㈱ 技術研究所 生産技術課 駒野 雅嘉 氏
エバラ食品工業㈱ 技術研究所 生産技術課 課長 丸山 俊郎 氏

エンジン集合包装 段ボール固定材の改善
○王子コンテナー㈱ 営業本部 CS推進部（包装管理士） 岩本 祥 氏

電気機器包装部会
紙幣搬送機の共用化梱包
○アイロップ㈱ 包装技術部 澤田千奈美 氏

食品包装部会
容器包装におけるCAEを用いたトラブル対策仕様の設計
○アサヒビール㈱ パッケージング技術研究所 開発第一部 主任（包装管理士） 樋口 亮 氏

参加費
（テキスト代含む）

会員（１名）
一般（１名）

通常価格 割引価格
（３名以上同時申込の場合）

本体 28,000円 21,000円 50,000円

消費税（１０％） 2,800円 2,100円 5,000円

税込価格 30,800円 23,100円 55,000円

第57回 仙台大会

【テーマ】 「サッポログループと宮城県」

【講 師】 サッポロホールディングス株式会社 取締役会長 上條 努 氏

２０１９年３月１日現在

参加者の皆様へのお願い

１．部会会場内について
・座席は自由席 です。出来るだけ前方から順に間を空けずご着席下さい。
なお、お荷物やテキストを置いての席の確保はご遠慮下さい。場合によっては整備させて頂きます。

・各会場において聴講が集中した場合、立ち見になる場合もございます。
ご理解とご協力をお願い致します。

・会場内では、携帯電話等の通信機器のご利用はご遠慮下さい。
マナーモードにされるか、電源をOFFにして入場下さい。

・１日目・２日目ともに、当会関係者及び発表者の関係者等を除き、録音・撮影は固くお断り 致します。

２．お荷物について
・クロークにお預け頂くか各自で保管下さい。
・貴重品は必ず各自で保管下さい。

３．参加証（胸プレート）について
・大会期間中は必ず着用 して下さい。

４．昼食について
・ご昼食は、館内か周辺の飲食施設にて各自お摂り下さい。

５．駐車場について
・会場の駐車場を利用される場合は各自でご精算下さい。

とき：２０１８年１１月２１日～２２日 会場：幕張メッセ国際会議場

仙台
空港

仙台駅

仙台国際
センター

タクシー
約7分

仙台空港
アクセス鉄道 徒歩
快速17分 普通25分 約30分
片道 650円

仙台市営
地下鉄

国際センター駅東西線5分
（八木山動物
公園方面）

徒歩
１分

タクシー

約50分

仙台
宮城IC

自動車

約10分
仙台西道路経由（「仙台城」方面の標識に従ってご走行ください）
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特別講演講師紹介

ご略歴：
○出身（生まれ）
昭和２９年 宮城県生まれ

○経歴
昭和５１年 慶應義塾大学法学部卒業
昭和５１年 サッポロビール株式会社 入社
平成２１年 サッポロホールディングス株式会社 常務取締役
平成２３年 サッポロホールディングス株式会社 代表取締役社長兼

グループCEO
サッポロ飲料株式会社 代表取締役社長

平成２９年 サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長
平成３１年 サッポロホールディングス株式会社 取締役会長

○その他（社外取締役）
平成２９年 田辺三菱製薬株式会社 社外取締役
平成２９年 株式会社 帝国ホテル 社外取締役
平成３０年 東北電力株式会社 社外取締役

○印は発表者

会場へのアクセス

前回（第56回）全日本包装技術研究大会 優秀発表者一覧
※発表当時の所属・役職です

全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
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地球規模の環境問題や急速に進展する高齢化社会への対応
等、社会的に多様化時代に入り、包装界もこのニーズに対応す
べく、新しい技術の開発や研究に力を注ぐ一方、更なる合理化
や改善に対する努力も重要な課題となっています。
そこで当協会では関係各位のご高配を得て、第５７回全日本包
装技術研究大会をJPI各支部協力のもとに、本年は仙台市にて
開催致すことになりました。
包装に関する工夫の実例や、研究開発の成果を広く発表する

と共に、同業・異種業界の関係者との相互の交流を深めること
を目的とし、包装をめぐる諸問題を多面的かつ、きめ細かにと
らえ研鑽する機会として開催されます。
会員各位をはじめ関係者多数ご参加下さいますようご案内申
しあげます。

公益社団法人日本包装技術協会
会 長 矢 嶋 進

主 催：公益社団法人日本包装技術協会
後 援：経済産業省・農林水産省・国土交通省・防衛装備庁・特許庁・日本商工会議所・公益財団法人日本生産性本部

日本MH協会・日本包装専士会・日本包装管理士会
期 日：2019年11月21日（木）～11月22日（金）・2日間

【第1日目】11：00～17：00 【第2日目】9：00～16：30
会 場：『仙台国際センター』 仙台市青葉区青葉山無番地
発表件数：特別講演1件／部会発表58件
部 会：輸送包装部会・食品包装部会・化粧品包装部会・生活者包装部会・包装資材部会・環境包装部会・パッケージデザイン部会

参 加 費：

１ 参加申込方法
�本紙参加申込書に必要事項をご記入の上、ファクシミリ（０３‐３５４３‐８９７０）に
てお申込下さい。

２ 参加証
�参加申込書が事務局に到着後、申込者各位宛に「参加証・請求書」を送付
します。
�請求書到着後、納入期日までに参加費を指定の口座へお振込みください。
�出席の受付とテキストの交付は、本大会受付にて開催期間中に行いますの
で、参加証を当日必ず持参ください。（万一、参加証未着の際は名刺引き換
えにて当日参加証を交付しますので受付へお申し出ください）

３ 申込期限
２０１９年１１月１８日（月）※期限後に申込を希望される場合は事務局にご連絡ください

４ 参加費の納入方法
�大会参加費は銀行振込にて１１月２０日（水）までに必ず指定口座へ一括ご
納入下さい。

５ お振込先
�三井住友銀行 銀座支店 当座預金 No．１０１５０８０
�みずほ銀行 築地支店 当座預金 No．７８４４８
�三菱UFJ銀行 銀座支店 当座預金 No．１６３４
口座名義 公益社団法人日本包装技術協会
フリガナ シャ）ニホンホウソウギジュツキョウカイ

お申し込み先

申 込 要 領

ご 案 内

開 催 要 領

日 時：2019年11月21日（木）～11月22日（金）・2日間
第1日目 11：00～17：00 第2日目 9：00～16：30

場 所：『仙台国際センター』 仙台市青葉区青葉山無番地
主 催：公益社団法人日本包装技術協会
後 援：経済産業省・農林水産省・国土交通省・防衛装備庁・特許庁

日本商工会議所・公益財団法人日本生産性本部・他関連団体

公益社団法人日本包装技術協会 全日本包装技術研究大会係（担当：小橋）

〒１０４‐００４５東京都中央区築地4－1－1 東劇ビル TEL（03）3543－1189 FAX（03）3543－8970

１．個人情報は「（公社）日本包装技術協会 第５７回全日本包装技術研究大会」の事
業実施に関わる資料等の作成、ならびに当会が主催・実施する各事業における
サービス提供や事業のご案内等のために利用させて頂きます。なお、作成資料
は開催当日、関係者に限り配布する場合があります。

２．参加申込によりご提供頂いた個人情報は、法令に基づく場合などを除き、個人
情報を第三者に開示、提供することはありません。

個人情報の取扱いについて

環境配慮した横ピロー袋の開発
○味の素㈱ 食品研究所 商品開発センター 包装設計グループ（包装管理士） 小西 遼子 氏
味の素㈱ 情報企画部 泉 貴弘 氏
味の素㈱ 食品研究所 井上 直恵 氏

PET樹脂製二重容器「密封ecoボトル」
○キッコーマン食品㈱ 商品開発本部 設備開発部 容器包装開発チーム 万年 夏之 氏
キッコーマン食品㈱ 商品開発本部 設備開発部 容器包装開発チームリーダー 桑垣 傳美 氏
北海製罐㈱ プラスチック本部 プラスチック技術部 開発チーム 中橋 隆宏 氏
三笠産業㈱ 製品開発部 西日本開発課長 堀 裕貴 氏

環境包装部会
国内最軽量 炭酸飲料用キャップの開発と展開
○アサヒ飲料㈱ 技術研究所 容器包装グループ 副課長 本多 隆一 氏
アサヒ飲料㈱ 技術部 技術開発グループ 課長 羽豆 俊哉 氏
日本クロージャー㈱ 製品開発部 中村 真 氏
日本クロージャー㈱ 製品開発部 井上 理 氏

「環境調和性」と「易開封性」に配慮したPETボトル口部形状の開発
○キリン㈱ R&D本部 パッケージング技術研究所（包装管理士） 山口 陽平 氏
キリン㈱ R&D本部 パッケージング技術研究所 主任研究員 浅倉 貴史 氏
キリンビバレッジ㈱ 生産部 部長代理 西島 孝紀 氏
キリンビバレッジ㈱ 生産部 小川 陸雄 氏

包装資材部会
段ボール・デジタル印刷革命Ⅱ ～新時代の段ボール産業の考察～
○㈱日本HP デジタルプレス事業本部 PageWide industrial ビジネス開発マネージャー 永嶋 ゆり 氏

医薬品包装部会
落下強度改善を目的とした新規アンプルラベルの開発
○第一三共㈱ 製剤技術研究所 包装研究グループ（包装管理士） �木あかね 氏
第一三共㈱ 製剤技術研究所 DDS研究グループ 姫野 貴和 氏

生活者包装部会
“泡で出てくるハミガキ”のスクイズフォーマー容器設計
○花王㈱ 包装容器開発研究所（包装管理士） �野 裕 氏
㈱吉野工業所

液体衣類用洗剤「トップ ハレタ」の容器設計
○ライオン㈱ 容器・包装技術研究所（包装管理士） 中村 泰士 氏

パッケージデザイン部会
浮世絵ぷちぷち開発による、プチプチ�の新たな可能性の開拓
○川上産業㈱ 東京本社営業所 係長（包装管理士） 西坂 杏子 氏
coneru 清水 覚 氏

表象としてのパッケージ ～宮崎大学「薫陶」をめぐって～
○国立大学法人 宮崎大学 地域資源創成学部 准教授 宮木 健二 氏

輸送包装部会
確率密度分布を考慮した防振設計のための緩衝材選択指針
○地方独立行政法人大阪産業技術研究所 製品信頼性研究部 主任研究員 細山 亮 氏
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 主任研究員 津田 和城 氏
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 研究員 堀口 翔伍 氏

ハイブリッド段ボール梱包によるロジスティクス改善
○ヤマハ発動機㈱ 物流安全貿易部 物流技術梱包Gr（包装管理士） 野村 佳孝 氏

低摩擦段ボール「コスレン」の開発
○レンゴー㈱ 中央研究所 商品開発第一部 商品開発第一課 主任 所 のぞみ 氏

宅配貨物荷扱いに及ぼすケアマークの影響
○国立大学法人 神戸大学 大学院博士前期課程 大学院生 田畑 綾華 氏
国立大学法人 神戸大学 輸送包装研究室 教授 斎藤 勝彦 氏
国立大学法人 神戸大学 国際海事研究センター 秋田 直也 氏

MAフィルムを利用したブロッコリーの輸送技術開発
○ホクレン農業協同組合連合会 農業総合研究所 食品流通研究課 課長補佐 吉田 慎一 氏
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 花・野菜技術センター 主査 野田 智昭 氏

可変構造を取り入れたスチールコンテナの開発
○㈱デンソーエアクール 開発部 技術支援室 担当部員（包装管理士） 原口 裕司 氏

トラクター輸送用鉄製パレット改善によるコンテナ積載率向上
○㈱辰巳商會 倉庫部 倉庫営業課 課長代理（包装管理士） 峠 和秀 氏

絶乾段ボールを使った段ボール含水率の連続測定方法の検討
○レンゴー㈱ 包装技術部 包装評価センター 課長（包装専士） 中尾 善和 氏
レンゴー㈱ 包装技術部 包装評価センター 部長代理 東山 哲 氏

包装材の統一による包装材保管スペースの改善
○TOTO㈱ 衛陶生産設計部（包装管理士） 山下龍太郎 氏

ポーション製品用カートンにおける商品展示性の向上と保管効率の両立
○エバラ食品工業㈱ 研究本部 技術研究所 生産技術課（包装管理士） 小林 知佑 氏
エバラ食品工業㈱ 技術研究所 生産技術課 駒野 雅嘉 氏
エバラ食品工業㈱ 技術研究所 生産技術課 課長 丸山 俊郎 氏

エンジン集合包装 段ボール固定材の改善
○王子コンテナー㈱ 営業本部 CS推進部（包装管理士） 岩本 祥 氏

電気機器包装部会
紙幣搬送機の共用化梱包
○アイロップ㈱ 包装技術部 澤田千奈美 氏

食品包装部会
容器包装におけるCAEを用いたトラブル対策仕様の設計
○アサヒビール㈱ パッケージング技術研究所 開発第一部 主任（包装管理士） 樋口 亮 氏

参加費
（テキスト代含む）

会員（１名）
一般（１名）

通常価格 割引価格
（３名以上同時申込の場合）

本体 28,000円 21,000円 50,000円

消費税（１０％） 2,800円 2,100円 5,000円

税込価格 30,800円 23,100円 55,000円

第57回 仙台大会

【テーマ】 「サッポログループと宮城県」

【講 師】 サッポロホールディングス株式会社 取締役会長 上條 努 氏

２０１９年３月１日現在

参加者の皆様へのお願い

１．部会会場内について
・座席は自由席 です。出来るだけ前方から順に間を空けずご着席下さい。
なお、お荷物やテキストを置いての席の確保はご遠慮下さい。場合によっては整備させて頂きます。

・各会場において聴講が集中した場合、立ち見になる場合もございます。
ご理解とご協力をお願い致します。

・会場内では、携帯電話等の通信機器のご利用はご遠慮下さい。
マナーモードにされるか、電源をOFFにして入場下さい。

・１日目・２日目ともに、当会関係者及び発表者の関係者等を除き、録音・撮影は固くお断り 致します。

２．お荷物について
・クロークにお預け頂くか各自で保管下さい。
・貴重品は必ず各自で保管下さい。

３．参加証（胸プレート）について
・大会期間中は必ず着用 して下さい。

４．昼食について
・ご昼食は、館内か周辺の飲食施設にて各自お摂り下さい。

５．駐車場について
・会場の駐車場を利用される場合は各自でご精算下さい。

とき：２０１８年１１月２１日～２２日 会場：幕張メッセ国際会議場

仙台
空港

仙台駅

仙台国際
センター

タクシー
約7分

仙台空港
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仙台
宮城IC

自動車

約10分
仙台西道路経由（「仙台城」方面の標識に従ってご走行ください）
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特別講演講師紹介

ご略歴：
○出身（生まれ）
昭和２９年 宮城県生まれ

○経歴
昭和５１年 慶應義塾大学法学部卒業
昭和５１年 サッポロビール株式会社 入社
平成２１年 サッポロホールディングス株式会社 常務取締役
平成２３年 サッポロホールディングス株式会社 代表取締役社長兼

グループCEO
サッポロ飲料株式会社 代表取締役社長

平成２９年 サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長
平成３１年 サッポロホールディングス株式会社 取締役会長

○その他（社外取締役）
平成２９年 田辺三菱製薬株式会社 社外取締役
平成２９年 株式会社 帝国ホテル 社外取締役
平成３０年 東北電力株式会社 社外取締役

○印は発表者

会場へのアクセス

前回（第56回）全日本包装技術研究大会 優秀発表者一覧
※発表当時の所属・役職です

全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集のののののののののののののののののののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内

地球規模の環境問題や急速に進展する高齢化社会への対応
等、社会的に多様化時代に入り、包装界もこのニーズに対応す
べく、新しい技術の開発や研究に力を注ぐ一方、更なる合理化
や改善に対する努力も重要な課題となっています。
そこで当協会では関係各位のご高配を得て、第５７回全日本包
装技術研究大会をJPI各支部協力のもとに、本年は仙台市にて
開催致すことになりました。
包装に関する工夫の実例や、研究開発の成果を広く発表する

と共に、同業・異種業界の関係者との相互の交流を深めること
を目的とし、包装をめぐる諸問題を多面的かつ、きめ細かにと
らえ研鑽する機会として開催されます。
会員各位をはじめ関係者多数ご参加下さいますようご案内申
しあげます。

公益社団法人日本包装技術協会
会 長 矢 嶋 進

主 催：公益社団法人日本包装技術協会
後 援：経済産業省・農林水産省・国土交通省・防衛装備庁・特許庁・日本商工会議所・公益財団法人日本生産性本部

日本MH協会・日本包装専士会・日本包装管理士会
期 日：2019年11月21日（木）～11月22日（金）・2日間

【第1日目】11：00～17：00 【第2日目】9：00～16：30
会 場：『仙台国際センター』 仙台市青葉区青葉山無番地
発表件数：特別講演1件／部会発表58件
部 会：輸送包装部会・食品包装部会・化粧品包装部会・生活者包装部会・包装資材部会・環境包装部会・パッケージデザイン部会

参 加 費：

１ 参加申込方法
�本紙参加申込書に必要事項をご記入の上、ファクシミリ（０３‐３５４３‐８９７０）に
てお申込下さい。

２ 参加証
�参加申込書が事務局に到着後、申込者各位宛に「参加証・請求書」を送付
します。
�請求書到着後、納入期日までに参加費を指定の口座へお振込みください。
�出席の受付とテキストの交付は、本大会受付にて開催期間中に行いますの
で、参加証を当日必ず持参ください。（万一、参加証未着の際は名刺引き換
えにて当日参加証を交付しますので受付へお申し出ください）

３ 申込期限
２０１９年１１月１８日（月）※期限後に申込を希望される場合は事務局にご連絡ください

４ 参加費の納入方法
�大会参加費は銀行振込にて１１月２０日（水）までに必ず指定口座へ一括ご
納入下さい。

５ お振込先
�三井住友銀行 銀座支店 当座預金 No．１０１５０８０
�みずほ銀行 築地支店 当座預金 No．７８４４８
�三菱UFJ銀行 銀座支店 当座預金 No．１６３４
口座名義 公益社団法人日本包装技術協会
フリガナ シャ）ニホンホウソウギジュツキョウカイ

お申し込み先

申 込 要 領

ご 案 内

開 催 要 領

日 時：2019年11月21日（木）～11月22日（金）・2日間
第1日目 11：00～17：00 第2日目 9：00～16：30

場 所：『仙台国際センター』 仙台市青葉区青葉山無番地
主 催：公益社団法人日本包装技術協会
後 援：経済産業省・農林水産省・国土交通省・防衛装備庁・特許庁

日本商工会議所・公益財団法人日本生産性本部・他関連団体

公益社団法人日本包装技術協会 全日本包装技術研究大会係（担当：小橋）

〒１０４‐００４５東京都中央区築地4－1－1 東劇ビル TEL（03）3543－1189 FAX（03）3543－8970

１．個人情報は「（公社）日本包装技術協会 第５７回全日本包装技術研究大会」の事
業実施に関わる資料等の作成、ならびに当会が主催・実施する各事業における
サービス提供や事業のご案内等のために利用させて頂きます。なお、作成資料
は開催当日、関係者に限り配布する場合があります。

２．参加申込によりご提供頂いた個人情報は、法令に基づく場合などを除き、個人
情報を第三者に開示、提供することはありません。

個人情報の取扱いについて

環境配慮した横ピロー袋の開発
○味の素㈱ 食品研究所 商品開発センター 包装設計グループ（包装管理士） 小西 遼子 氏
味の素㈱ 情報企画部 泉 貴弘 氏
味の素㈱ 食品研究所 井上 直恵 氏

PET樹脂製二重容器「密封ecoボトル」
○キッコーマン食品㈱ 商品開発本部 設備開発部 容器包装開発チーム 万年 夏之 氏
キッコーマン食品㈱ 商品開発本部 設備開発部 容器包装開発チームリーダー 桑垣 傳美 氏
北海製罐㈱ プラスチック本部 プラスチック技術部 開発チーム 中橋 隆宏 氏
三笠産業㈱ 製品開発部 西日本開発課長 堀 裕貴 氏

環境包装部会
国内最軽量 炭酸飲料用キャップの開発と展開
○アサヒ飲料㈱ 技術研究所 容器包装グループ 副課長 本多 隆一 氏
アサヒ飲料㈱ 技術部 技術開発グループ 課長 羽豆 俊哉 氏
日本クロージャー㈱ 製品開発部 中村 真 氏
日本クロージャー㈱ 製品開発部 井上 理 氏

「環境調和性」と「易開封性」に配慮したPETボトル口部形状の開発
○キリン㈱ R&D本部 パッケージング技術研究所（包装管理士） 山口 陽平 氏
キリン㈱ R&D本部 パッケージング技術研究所 主任研究員 浅倉 貴史 氏
キリンビバレッジ㈱ 生産部 部長代理 西島 孝紀 氏
キリンビバレッジ㈱ 生産部 小川 陸雄 氏

包装資材部会
段ボール・デジタル印刷革命Ⅱ ～新時代の段ボール産業の考察～
○㈱日本HP デジタルプレス事業本部 PageWide industrial ビジネス開発マネージャー 永嶋 ゆり 氏

医薬品包装部会
落下強度改善を目的とした新規アンプルラベルの開発
○第一三共㈱ 製剤技術研究所 包装研究グループ（包装管理士） �木あかね 氏
第一三共㈱ 製剤技術研究所 DDS研究グループ 姫野 貴和 氏

生活者包装部会
“泡で出てくるハミガキ”のスクイズフォーマー容器設計
○花王㈱ 包装容器開発研究所（包装管理士） �野 裕 氏
㈱吉野工業所

液体衣類用洗剤「トップ ハレタ」の容器設計
○ライオン㈱ 容器・包装技術研究所（包装管理士） 中村 泰士 氏

パッケージデザイン部会
浮世絵ぷちぷち開発による、プチプチ�の新たな可能性の開拓
○川上産業㈱ 東京本社営業所 係長（包装管理士） 西坂 杏子 氏
coneru 清水 覚 氏

表象としてのパッケージ ～宮崎大学「薫陶」をめぐって～
○国立大学法人 宮崎大学 地域資源創成学部 准教授 宮木 健二 氏

輸送包装部会
確率密度分布を考慮した防振設計のための緩衝材選択指針
○地方独立行政法人大阪産業技術研究所 製品信頼性研究部 主任研究員 細山 亮 氏
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 主任研究員 津田 和城 氏
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 研究員 堀口 翔伍 氏

ハイブリッド段ボール梱包によるロジスティクス改善
○ヤマハ発動機㈱ 物流安全貿易部 物流技術梱包Gr（包装管理士） 野村 佳孝 氏

低摩擦段ボール「コスレン」の開発
○レンゴー㈱ 中央研究所 商品開発第一部 商品開発第一課 主任 所 のぞみ 氏

宅配貨物荷扱いに及ぼすケアマークの影響
○国立大学法人 神戸大学 大学院博士前期課程 大学院生 田畑 綾華 氏
国立大学法人 神戸大学 輸送包装研究室 教授 斎藤 勝彦 氏
国立大学法人 神戸大学 国際海事研究センター 秋田 直也 氏

MAフィルムを利用したブロッコリーの輸送技術開発
○ホクレン農業協同組合連合会 農業総合研究所 食品流通研究課 課長補佐 吉田 慎一 氏
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 花・野菜技術センター 主査 野田 智昭 氏

可変構造を取り入れたスチールコンテナの開発
○㈱デンソーエアクール 開発部 技術支援室 担当部員（包装管理士） 原口 裕司 氏

トラクター輸送用鉄製パレット改善によるコンテナ積載率向上
○㈱辰巳商會 倉庫部 倉庫営業課 課長代理（包装管理士） 峠 和秀 氏

絶乾段ボールを使った段ボール含水率の連続測定方法の検討
○レンゴー㈱ 包装技術部 包装評価センター 課長（包装専士） 中尾 善和 氏
レンゴー㈱ 包装技術部 包装評価センター 部長代理 東山 哲 氏

包装材の統一による包装材保管スペースの改善
○TOTO㈱ 衛陶生産設計部（包装管理士） 山下龍太郎 氏

ポーション製品用カートンにおける商品展示性の向上と保管効率の両立
○エバラ食品工業㈱ 研究本部 技術研究所 生産技術課（包装管理士） 小林 知佑 氏
エバラ食品工業㈱ 技術研究所 生産技術課 駒野 雅嘉 氏
エバラ食品工業㈱ 技術研究所 生産技術課 課長 丸山 俊郎 氏

エンジン集合包装 段ボール固定材の改善
○王子コンテナー㈱ 営業本部 CS推進部（包装管理士） 岩本 祥 氏

電気機器包装部会
紙幣搬送機の共用化梱包
○アイロップ㈱ 包装技術部 澤田千奈美 氏

食品包装部会
容器包装におけるCAEを用いたトラブル対策仕様の設計
○アサヒビール㈱ パッケージング技術研究所 開発第一部 主任（包装管理士） 樋口 亮 氏

参加費
（テキスト代含む）

会員（１名）
一般（１名）

通常価格 割引価格
（３名以上同時申込の場合）

本体 28,000円 21,000円 50,000円

消費税（１０％） 2,800円 2,100円 5,000円

税込価格 30,800円 23,100円 55,000円

第57回 仙台大会

【テーマ】 「サッポログループと宮城県」

【講 師】 サッポロホールディングス株式会社 取締役会長 上條 努 氏

２０１９年３月１日現在

参加者の皆様へのお願い

１．部会会場内について
・座席は自由席 です。出来るだけ前方から順に間を空けずご着席下さい。
なお、お荷物やテキストを置いての席の確保はご遠慮下さい。場合によっては整備させて頂きます。

・各会場において聴講が集中した場合、立ち見になる場合もございます。
ご理解とご協力をお願い致します。

・会場内では、携帯電話等の通信機器のご利用はご遠慮下さい。
マナーモードにされるか、電源をOFFにして入場下さい。

・１日目・２日目ともに、当会関係者及び発表者の関係者等を除き、録音・撮影は固くお断り 致します。

２．お荷物について
・クロークにお預け頂くか各自で保管下さい。
・貴重品は必ず各自で保管下さい。

３．参加証（胸プレート）について
・大会期間中は必ず着用 して下さい。

４．昼食について
・ご昼食は、館内か周辺の飲食施設にて各自お摂り下さい。

５．駐車場について
・会場の駐車場を利用される場合は各自でご精算下さい。

とき：２０１８年１１月２１日～２２日 会場：幕張メッセ国際会議場

仙台
空港

仙台駅

仙台国際
センター

タクシー
約7分

仙台空港
アクセス鉄道 徒歩
快速17分 普通25分 約30分
片道 650円

仙台市営
地下鉄

国際センター駅東西線5分
（八木山動物
公園方面）

徒歩
１分

タクシー

約50分

仙台
宮城IC

自動車

約10分
仙台西道路経由（「仙台城」方面の標識に従ってご走行ください）



取 扱 銀 行 三井住友銀行 銀座支店 当座預金No.１０１５０８０ 又は、みずほ銀行 築地支店 当座預金No.７８４４８、 三菱UFJ銀行 銀座支店 当座預金No.１６３４ 口座名 公益社団法人日本包装技術協会 フリガナ名 シャ）ニホンホウソウギジュツキョウカイ

参 加 費
１名につき ●法人・個人会員 本体 28,000円 消費税（10％）2,800円 税込 30,800円

●法人会員特別割引 本体 21,000円 消費税（10％）2,100円 税込 23,100円（同一申込書にて3名以上同時一括申込の場合に限る）
●一般 本体 50,000円 消費税（10％）5,000円 税込 55,000円

貴 社 名 法人会員 ・ 個人会員 ・ 一 般 （いずれかに必ず○をつけて下さい）

申込み責任者 所属部署 T E L

所 在 地（〒 － ） F A X

参加番号 参加者氏名 所 属／ e-mail ／ TEL／所在地１） ＊参加証及び請求書の送付先が上記と異なる場合のみ記入下さい 参 加 費

�
（所 属） （所在地）〒

（参加費） ￥
� e-mail

�
（所 属） （所在地）〒

（参加費） ￥
� e-mail

�
（所 属） （所在地）〒

（参加費） ￥
� e-mail

�
（所 属） （所在地）〒

（参加費） ￥
� e-mail

�
（所 属） （所在地）〒

（参加費） ￥
� e-mail

複数名参加一括請求アンケート２） 各参加者の参加費を合算し一括請求しますか？ する ・ しない （合 計） ￥

参加費の振込予定アンケート A． 月 日に振込み B．請求書到着後 日以内に振込み C． 日〆 日払い

参加費の振込方法アンケート A．請求書金額毎個別 B．申込書合計金額一括 C．所属別に小計して 組に分割 ※小計する組合せが分かるように余白に記入して下さい

部会の参加予定アンケート３）
１１月２１日（木） ■特別講演 名 ■輸送包装部会 名 ■食品包装／パッケージデザイン部会 名

１１月２２日（金） ■輸送包装部会 名 ■資材・環境包装部会 名 ■食品包装部会 名 ■生活者／化粧品包装部会 名

第57回 全日本包装技術研究大会申込書
No．＊本線太枠内に必要事項をご記入の上、〈FAX : 03‐3543‐8970〉にお送り下さい

１）参加証と請求書は各参加者宛てに送付致します。各参加者の送付先（所在地）が異なる場合は、各参加者の「所在地」欄に送付先を記入しご指示下さい。
２）複数名お申し込みを頂いた際、参加費の一括請求を希望される場合は、アンケート欄の「する」に○を付けて下さい。尚、その際の請求書は上記「申込み責任者」様宛に送付し、参加証は各参加者宛てに送付致します。
３）聴講されたい部会の箇所に両日人数を記入して下さい。尚、人数を記入頂いた部会以外も聴講頂けます。



１１
月
２１
日
（
木
）

10 : 30～ 登 録 受 付

11 : 00～11 : 10 開 会 挨 拶 公益社団法人日本包装技術協会 東北支部長 藤�三郎助
橘（2F）11 : 10～11 : 25 前回大会優秀発表者表彰

11 : 30～12 : 30 特 別 講 演 「サッポログループと宮城県」サッポロホールディングス株式会社 取締役会長 上條 努 氏

12 : 30～13 : 30 休 憩 ・ 昼 食

研究発表部会名 輸送包装部会 橘（2F） 輸送包装部会 萩（2F） 食品包装／パッケージデザイン部会 桜１（2F）
コーディネーター

発表時間帯
高橋 二朗 氏 ㈱石野製作所 専務取締役（包装専士）
山本 高弘 氏 王子コンテナー㈱ 営業本部 CS推進部 部長代理（包装管理士）

武田 正臣 氏 三菱電機㈱ ロジスティクス部 専任（包装専士）
八木野 徹 氏 ㈱クラウン・パッケージ 社長付 広報室 室長 テクニカルマネージャー（包装専士）

小林 義浩 氏 味の素㈱ 食品研究所 商品開発センター 包装設計グループ 主席研究員（包装専士）
日� 和弘 氏 ㈱J-オイルミルズ サプライチェーン・コントロールセンター 資材部長（包装管理士）

1 13 : 30～13 : 55
博物館内の作品輸送で生じる振動レベルの評価とその対策

東京国立博物館 学芸研究部保存修復課 環境保存室長 〇和田 浩 氏
簡易開封・スタック可能な段ボール箱
㈱トーモク 開発営業部（包装管理士） ○小澤 佳奈 氏
㈱トーモク 開発営業部 豊嶋 梨夏 氏
伊藤ハム㈱

即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー 新規キャップの開発
㈱明治 技術研究所 包装技術研究部 包装技術グループ（包装管理士） ○西島 瑛佑 氏

2 14 : 00～14 : 25
Ｇメーター組み込みの輸送試験解析に必要なサンプル数

石塚包装設計・開発事務所 代表（包装専士） 〇石塚 義夫 氏
中国生産品輸送へのシートパレット導入について

TOTO㈱ ウォシュレット開発第三部 包装・印刷物グループ（包装管理士） ○廣松 隆明 氏
ゼロベース思考による高炭酸飲料缶資材の軽量化
アサヒビール㈱ パッケージング技術研究所 主任 ○中島 宏章 氏

3 14 : 30～14 : 55
減速帯からの衝撃が増大する車両速度と積載位置
あいち産業科学技術総合センター産業技術センター 環境材料室 主任 〇飯田 恭平 氏

歯車研削砥石のオール段ボール包装
中津川包装工業㈱ 販売推進部 課長代理（包装管理士） ○暮石 達哉 氏
中津川包装工業㈱ 設計部 主席技師 酒匂 章 氏
㈱ノリタケカンパニーリミテド

井村屋 昔ながらの缶プリン～日本パッケージングコンテスト入賞をうけて
井村屋㈱ 開発部 副部長 ○松崎 秀央 氏

4 15 : 00～15 : 25
実輸送ロール・ピッチ再現試験機の単点３軸加速度による入力波形の予測
エクサーチ㈱ 代表取締役 〇高木 雅広 氏
スターダイナ 代表 星野 裕昭 氏

工場間輸送基板トレイ改善による輸送費コストダウン
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱ 生産設計部門 包装技術部 設計3課 ○和田 成人 氏

大容量ねりスパイス容器の開発
ハウス食品グループ本社㈱ 研究開発本部 容器包装開発部 チームマネージャー（包装管理士） ○大西 康平 氏

5 15 : 30～15 : 55
充填環境の陽圧保持のための空調制御改善
アサヒビール㈱ 四国工場 製造部（パッケージング） 副課長／主幹（包装管理士） 〇�巻 英祐 氏

パレット積付段ボールの箱圧縮シミュレーション
王子ホールディングス㈱ イノベーション推進本部 パッケージング推進センター 上級研究員 ○小林 孝男 氏

異品種資材の製造使用撲滅の取り組みについて
サッポロビール㈱ 生産技術本部 製造部 マネージャー（包装専士） ○保坂 将志 氏

6 16 : 00～16 : 25
包材の損傷度に基づくランダム振動試験の加速係数の検討

レンゴー㈱ 包装技術部 担当部長代理（包装専士） 〇東山 哲 氏
ハウス食品グループ本社㈱ 容器包装開発部 部長 大塚 淳弘 氏
ハウス食品グループ本社㈱ 容器包装開発部 グループ長 門田 恭明 氏
ハウス食品グループ本社㈱ 容器包装開発部 チーフ研究員 齋藤 等 氏

オフィスファニチャー（椅子）2脚梱包 緩衝固定材
ダイナパック㈱ 開発本部 松本CSC 課長（包装管理士） ○金子浩一郎 氏
コクヨ㈱
タカノ㈱

多角形状デザート容器の開発
雪印メグミルク㈱ ミルクサイエンス研究所 技術開発研究室（包装管理士） ○坂上 耕一 氏
雪印メグミルク㈱ ミルクサイエンス研究所 技術開発研究室 下浦 博之 氏
雪印メグミルク㈱ ミルクサイエンス研究所 技術開発研究室 永平 竜博 氏
雪印メグミルク㈱ ミルクサイエンス研究所 技術開発研究室 金野 直樹 氏

7 16 : 30～16 : 55
3軸同時および単軸ランダム加振による包装貨物の応答比較
(地独)大阪産業技術研究所 製品信頼性研究部 主任研究員 〇細山 亮 氏
(地独)大阪産業技術研究所 主任研究員 津田 和城 氏
(地独)大阪産業技術研究所 研究員 堀口 翔伍 氏

「オルタネータ用ロータ」海外輸送時における品質改善
東海紙器㈱ 包装技術部（包装管理士） ○加藤 華子 氏

おいしいパスタをもっと手軽に キユーピーパスタソース レンジパウチ化の検討
キユーピー㈱ 容器包装研究部 ○貝塚 寛子 氏
キユーピー㈱ 容器包装研究部 長野 学 氏
キユーピー㈱ 調理・調味料開発部 山下 浩平 氏

１１
月
２２
日
（
金
）

研究発表部会名 輸送包装部会 橘（2F） 資材・環境包装部会 萩（2F） 食品包装部会 桜１（2F）
コーディネーター

発表時間帯
岡崎 義和 氏 TOTO㈱ ウォシュレット生産本部 ウォシュレット開発第三部 主席シニアアドバイザー（包装管理士）
近藤 裕之 氏 ㈱デンソーロジテム 常務取締役

高山 崇 氏 キユーピー㈱ 技術ソリューション研究所（包装管理士）
鵜尾 一行 氏 サンスター㈱ 生産本部 パッケージグループ長（包装管理士）

遠藤 明子 氏 三笠産業㈱ 環境保証部 部長（包装管理士）
花市 岳 氏 フタムラ化学㈱ 中部統括開発グループリーダー（包装専士）

1 9 : 00～ 9 : 25
工事現場用監視カメラの段ボール包装仕様開発
アイロップ㈱ 包装技術部 サブリーダー（包装管理士） 〇森 康平 氏

海洋プラスチック問題解決に向けた飲料PET用キャップの開発について
日本クロージャー㈱ 製品開発部 リーダー ○大森 慎二 氏

A－PET容器用防曇性付与イージーピールの開発
東レフィルム加工㈱ 包装材料事業部 大阪包装材料営業課（包装管理士） ○藤森みさき 氏
東レフィルム加工㈱ フィルム包装材料技術部 包材開発グループ 徳田 浩忠 氏

2 9 : 30～ 9 : 55
パパっと片付く段ボールケースの開発
レンゴー㈱ 新名古屋工場 営業部（包装管理士） 〇長田真一郎 氏
レンゴー㈱ 福島矢吹工場 営業部 渡辺 純一 氏
キリンビバレッジ㈱ 営業本部 図子久美子 氏

環境配慮ラミネートチューブの開発
大日本印刷㈱ 包装事業部 ○高橋麻貴子 氏

A－PETシートから作る耐熱プラスチック容器の製法開発、特徴
㈲エヌケイエンタープライズ 技術開発 技術顧問 ○堀内 康夫 氏
㈲エヌケイエンタープライズ 代表取締役 畠山 耕二 氏

3 10 : 00～10 : 25
「卵かけご飯セット」用段ボール緩衝材の開発

森紙業㈱ 営業本部 CS推進部（包装管理士） ○袴田 亮平 氏
「三ツ矢サイダー」ライスインキ印刷バイオマスラベルの展開

アサヒ飲料㈱ 技術研究所 容器包装グループ ○佐藤 朋巳 氏
アサヒ飲料㈱ 富士山工場 製造部 浦本 周 氏
レンゴー㈱ 中央研究所 商品開発第一部 商品開発第二課 橋本 知保 氏
レンゴー㈱ 中央研究所 商品開発第一部 商品開発第二課 小東 剛 氏

サッポロビール☆黒ラベル オリジナルデザイン缶蓋の開発
サッポロビール㈱ 生産・技術開発部 課長代理（包装管理士） ○横石 智彦 氏
サッポロビール㈱ 成田 秀一 氏
サッポロビール㈱ 久保山幸広 氏

4 10 : 30～10 : 55
ハーフトレイを活用した段ボール製スリーブ型簡易什器の開発

㈱トーモク 開発営業部（包装管理士） ○椿 いず美 氏
㈱トーモク 開発営業部 長浜 祐一 氏

ビール系缶飲料用のショートフラップ・ラップアラウンドケースの開発
サッポロビール㈱ 生産・技術開発部 シニアマネージャー（包装専士） ○柳川 宏児 氏
サッポロビール㈱ 生産・技術開発部 マネージャー 成田 秀一 氏

遂にできた！ヒートシールの溶着面温度の直接的制御法≪界面温度制御≫の開発
菱沼技術士事務所 “MTMS”事業部 代表（包装専士） ○菱沼 一夫 氏
オフィスGM・田辺 代表 田辺 五郎 氏

5 11 : 00～11 : 25
段ボール箱圧縮強度設計の適正化提案

神栄テクノロジー㈱ 事業開発部 ○波夛野諭志 氏
食品添加物わさび成分を活用した保存・物流分野の防カビ・防虫対策
もりや産業㈱ マーケティング部 課長 ○八十島将充 氏

「アサヒ おいしい水」天然水における容器包装（カートン・ラベル）開発
アサヒ飲料㈱ 技術研究所 容器包装グループ 副課長 ○本多 隆一 氏
アサヒ飲料㈱ 技術研究所 容器包装グループ 林 良祐 氏

6 11 : 30～11 : 55
重量物製品の防振包装設計

三菱電機ロジスティクス㈱ 物流技術部 パッケージエンジニアリングG 主管 ○荒川 浩司 氏
三菱電機ロジスティクス㈱ 赤穂事業所 主査 九十九昴矢 氏

世界初の環境素材を活用した「森のタンブラー」の開発と展開 ～オープンイノベーションによるSDGsへの取組み～
アサヒビール㈱ パッケージング技術研究所 副課長 ○古原 徹 氏
パナソニック㈱ 成形技術開発センター 峯 英生 氏
パナソニック㈱ 成形技術開発センター 西野 彰馬 氏

フレッシュキープパウチ（UDエコパウチ）の開発について
㈱Ｊ－オイルミルズ 資材部 チーフ（包装管理士） ○福山 能史 氏
大日本印刷㈱ 営業第1部 第1課 加藤 和人 氏
レンゴー㈱ 包装技術部 東京包装技術第一課 主任 橋本 章 氏

7 12 : 00～12 : 25
座屈が有る場合の緩衝包装設計技法について

㈱東北ウエノ 営業技術部（包装管理士） ○鈴木 達也 氏
機能性フィルム複合型PETボトルの開発
大日本印刷㈱ 包装事業部 製品開発第2部 第3課 〇岩崎 紗奈 氏
大日本印刷㈱ 包装事業部 製品開発第2部 第3課 課長 関根 章智 氏
大日本印刷㈱ 包装事業部 製品開発第2部 第3課 橋本 大地 氏

12 : 30～13 : 30 休 憩 ・ 昼 食

研究発表部会名 輸送包装部会 橘（2F） 資材・環境包装部会 萩（2F） 生活者／化粧品包装部会 桜１（2F）
コーディネーター

発表時間帯
荒井 智昭 氏 ㈱リコー SCM本部 サービスパーツセンター 計画統括室 SP調達グループ シニアスペシャリスト（包装管理士）
鈴木 雅彦 氏 ㈱東北ウエノ 代表取締役（包装専士）

服部 英一 氏 凸版印刷㈱ 東日本事業部 ビジネスイノベーション本部 新技術開発部 東日本チーム（包装管理士）
井上 伸也 氏 日本包装管理士会 事務局長（包装管理士）

片平 隆行 氏 大日本印刷㈱ 包装事業部 イノベーティブ・パッケージングセンター 企画本部 プランニング第2部 第1課
浦川 英三 氏 ㈱旭紙工 業務部 マネージャー（包装専士）

1 13 : 30～13 : 55
40年来の課題！大型重量物木枠包装からALL段ボール実現

中津川包装工業㈱ 営業本部 販売推進部 販売推進部長（包装管理士） ○大山 孝一 氏
中津川包装工業㈱ 営業本部 販売推進部 竹内 美帆 氏

マルチバリア紙「SILBIO BARRIER」の開発
王子ホールディングス㈱ イノベーション推進本部 パッケージング推進センター ○磯崎 友史 氏

キリン氷結ダイヤカット缶のさらなるイノベーション追求
キリンホールディングス㈱ R&D本部 パッケージング技術研究所 主任研究員（包装専士） ○下村 和司 氏
東洋製罐㈱ テクニカルセンター メタル技術開発部 飲料缶開発グループ 篠島 信宏 氏

2 14 : 00～14 : 25
トイレ内の化粧壁（前面板）の包装仕様共通化による改善

TOTO㈱ トイレ空間商品開発部 トイレ空間包装印刷物G（包装管理士） ○中嶋 和也 氏
樹脂部品の梱包作業性改善包装仕様の開発
アイロップ㈱ 包装技術部 サブリーダー（包装管理士） ○東野 優紀 氏

ビオレu 泡スタンプハンドソープの容器開発
花王㈱ 包装容器開発研究所 ○大西 洋 氏

3 14 : 30～14 : 55
段ボール製災害対策用品の開発

㈱トーモク 開発営業部（包装管理士） ○豊嶋 梨夏 氏
植物由来の透明な紙「セルロースフィルム」の環境適性と包装材への応用
フタムラ化学㈱ 中部統括 開発グループ グループリーダー（包装専士） ○花市 岳 氏

「すばやく廃棄！ クラッシュ機能付きカートン」の開発
丸金印刷㈱ 技術部 技術課 課長（包装専士） ○西尾 正彦 氏
丸金印刷㈱ 専務取締役 大谷 英雄 氏
丸金印刷㈱ 技術課CAD 田澤 純子 氏

4 15 : 00～15 : 25
つぶより野菜 通販用易開封配送箱

ダイナパック㈱ 開発本部 関東CSC ○佐藤由美子 氏
カゴメ㈱

「紙ネット封筒」緩衝性能発現メカニズムの検討
王子タック㈱ 技術担当役員付 特命担当部長 ○浅山 良行 氏
王子コンテナー㈱ 技術本部 開発部 開発室 主幹 下村 充 氏

「キレイキレイ」ハンドソープ詰め替え容器の開発
ライオン㈱ 容器・包装技術研究所 副主任研究員 〇定家 恵実 氏
ライオン㈱ 容器・包装技術研究所 中本 大輔 氏
ライオン㈱ 容器・包装技術研究所 山内 陽介 氏

5 15 : 30～15 : 55
落下破損に対する製品強度向上手法の検討と提案

セイコーエプソン㈱ プリンティングソリューションズ事業部 P企画設計部（包装管理士） ○神垣 真哉 氏
ループリサイクル� ～国内資源循環型リサイクルシステム～

川上産業㈱ 営業部 北関東営業所 係長（包装管理士） ○平岡 秀章 氏
詰替え不要「付替え用スマートホルダー」の開発

花王㈱ 包装容器開発研究所 ○土屋英里香 氏

6 16 : 00～16 : 25
“お手軽輸送、楽々梱包できる”ドローン運搬箱

㈱デンソーロジテム 物流サービス本部 包装管理室 包装企画課 ○谷口 将之 氏
新型詰替え容器「PALM POUCH」の開発

凸版印刷㈱ パッケージソリューション事業部 開発本部 第1開発部包材開発2チーム ○高橋 志歩 氏
凸版印刷㈱ パッケージソリューション事業部 開発本部 システム開発部システム開発1チーム 川上 嶺 氏

と き：2019年11月21日（木）・22日（金）
場 所：仙台国際センター

主 催：公益社団法人日本包装技術協会
後 援：経済産業省・農林水産省・国土交通省・防衛装備庁・特許庁・日本商工会議所・公益財団法人日本生産性本部・他関連団体

第５７回全日本包装技術研究大会
○は発表者
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