
第227回 7月18日(木) 異物検査の現場から～分析手法と事例の紹介～ (一財)日本食品分析センター　 山田　瑠美子

第228回 11月28日(木)
パルプ素材によるプラスチック削減の取り組み
～紙製バリア素材「シルビオバリア」について

王子エフテックス㈱ 門田　優

第229回 1月23日(木) 「紙でできることは紙で。」～紙のもたらす新たな機能と価値 日本製紙㈱ 野田　貴治

第230回 2月20日(木) 海洋プラスチック問題と資源環境―包装技術への期待 日本プラスチック工業連盟 岸村　小太郎

第231回 3月11日(水) 変異原性試験について（PL法改正の理解を深めるため）
国立医薬品
食品衛生研究所

本間　正充

第225回 4月25日(木) サプライチェーン全体を考えた高効率且つ安全な包装 ㈱デンソーエアクール 原口　裕司

第226回 8月22日(木) “ナビエースが実現”　大型重量物包装の改善事例紹介 中津川包装工業㈱ 大山　孝一

第227回 12月12日(木)
先進物流技術の動向と日本の物流が乗り越えるべき課題
～グルーバルな視点から～

㈱日通総合研究所 田阪　幹雄

第228回 12月12日(木) 北極海航路での在来船によるコンテナ輸送について コスコシッピングジャパン・トウホウ 高　宏明

第229回 3月19日(木) 振動と衝撃の基礎 東京都立産業技術センター

第225回 4月25日(木) ロングライフ包装ラインの創出 CKD㈱ 佐野　喜紹

第226回 6月27日(木) 人と一緒に働くヒト型ロボットNEXTAGE カワダロボティクス㈱ 藤井　洋之

第227回 7月18日(木) 包装機への組み込みを可能にした軟X線センサ サイエナジー㈱ 元田　良一

第228回 9月19日(木) リモートメンテナンス普及への道と目指すべき方向 ディーアイエスソリューション㈱ 田中　宏

第229回 11月28日(木) 食品容器の変遷とプラスチック容器の進化と環境問題について 東罐興業㈱ 中條　修

第229回 11月28日(木) 容器製造と供給の自動化実例について 東罐興業㈱ 馬込　礼貴

第227回 5月29日(水) FSC認証の概要と現状について FSCジャパン 河野　絵美佳

第228回 6月27日(木)
（2030年包装の未来予測シリーズより）
循環型社会の視点からみた包装の未来

大和製罐㈱ 橋本　香奈

第229回 8月22日(木) 日本災害食認証について (一社)日本災害食学会 雨宮　純子

第230回 10月29日(火)
パッケージデザイン開発はAIによってどう変わるか？
クリエイティブを評価するAIが開発プロセスを変える

㈱プラグ 小川　亮

第231回 10月29日(火) コンビニ弁当容器の３０年 三菱商事パッケージング㈱ 佐藤　久朗

第105回 5月29日(水) 多様な色の見え方とカラーユニバーサルデザイン
NPO法人カラーユニバーサル
デザイン機構

伊賀　星史

第106回 6月27日(木) 体験価値のためのデータドリブンマーケティン 大日本印刷㈱ 天本　直也

第107回 1月23日(木)
2020年に向けた食文化発信の取組について
～持続可能性に配慮した食材調達の動き～

内閣官房　東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会事務局

髙野　新

第108回 2月20日(木) 海洋プラスチックごみ問題について（CLOMAの取組を中心に） 経済産業省　製造産業局 山田　真道

第109回 3月19日(木) 水性グラビア印刷を基軸とした包材の環境対応について 富士特殊紙業㈱

日本の製造業を支える外国人材
―外国人材受入れ拡大に向けた政策の現状、動向、留意点―

東海大学　教養学部 万城目　正雄

運送・物流現場の梱包・包装改善の具体策
～積載効率だけではダメ！梱包効率と品質UP改善事例に学ぶ～

ロジクエスト㈱ 清水　一成

CKD㈱ 米澤　裕基

東洋製罐グループホールディングス㈱ 駒形　大樹

食品産業におけるプラスチック資源循環に向けた取組 農林水産省　食料産業局 野島　昌浩

◎包装情報研究会

2019年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師

◎包装資材研究会

◎輸送包装研究会

◎包装ラインシステム研究会

◎生活者包装研究会

◎県別研究会

静岡県研究会 11月1日(金)

新潟県研究会 12月6日(金)

ロングライフ包装ラインの創出

会員無料

会員無料

会員無料

会員無料

会員無料

会員無料

（役職・敬称略）

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止



2019年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師

第64回 7月24日(水) 器具・容器包装の制度改正について（食品衛生法改正） 厚生労働省　医薬・生活衛生局 大田　光恵

食品産業におけるプラスチック資源循環に向けた取組 農林水産省　食料産業局 野島　昌浩

JIS Z 1707食品包装用プラスチックフィルム通則改正
及び実際の食品包装用プラスチックフィルムの品質保証について

凸版印刷㈱ 坂巻　千尋

“お手軽輸送、楽々梱包できる”ドローン運搬箱 ㈱デンソーロジデム 谷口　将之

『グリナ®』『アミノエール®』スティック６本入り 味の素㈱ 小西　遼子

大山　孝一

竹内　美穂

エアゾールの基本設計と最近の傾向・特徴 東洋エアゾール工業㈱ 加藤　猛

粘着ラベル素材概論 リンテック㈱ 山本　貴司

なぜ今、世界から日本の化粧品・トイレタリーパッケージが注目されるのか P&Gイノベーション合同会社 藤田　志津香

ウレタンフォーム素材概論 ㈱イノアックコーポレーション 西村　嘉修

流通や通販現場での課題に対応した様々な包装形態・システムについて レンゴー㈱ 藤井　利明

泡スタンドハンドソープ
―楽しくて簡単な手洗いでキレイの習慣化を目指して

花王㈱ 大西　洋

BASFによるサステナビリティへの取り組み ‒ “ChemCycling” 循環型プラ
スチックエコノミーに向けた新手法

BASF East Asia Regional Headquarters Ltd. ラウプ ニコラウス

片倉　剛志

黒崎　一裕

環境型社会の実現に向けたプラスチック製容器包装のリサイクル技術の
開発

東洋インキ㈱ 安田　秀樹

テラサイクルの新たな挑戦―廃棄物ゼロ実現する循環型ショッピングプ
ラットフォーム『Loop』

テラサイクル　ジャパン エリック　カワバタ

環境と包装（新しい環境課題下でのバイオマスプラスチックの動向と医薬
品包装)

(一社)日本有機資源協会 木村　俊範

医薬品個装箱の改ざん防止機能を医療現場が求める機能と併せて考える 富山スガキ㈱ 跡治　立多

薬物治療と服薬管理 ㈱MediFrame 和田　敦

選ばれる医薬品表示や包装とは　～医療安全の観点から～ 京都府立医科大学附属病院 四方　敬介

気候変動リスクと「卒炭素」への道
国立研究開発法人
国立環境研究所

江守　正多

サステナビリティに対して日本企業はどう対応すべきか
～中長期ビジョン、戦略策定の必要性～

特定非営利活動法人
サステナビリティ日本フォーラム

後藤　敏彦

ネスレのパーパス(存在意義)－CSV(共通価値の創造)の実践－ ネスレ日本㈱ 阿部　純一

石灰石からつくる革新的新素材LIMEX
　　－サステナビリティ革命に向けた挑戦－

㈱TBM 多田　貴則

粘土を主成分とする膜と包装材料への展開 産業技術総合研究所 蛯名　武雄

部活から始めるイノベーション　～B2B企業とクリエイティブの出会い～ 三井化学㈱ 松永　有理

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㈱ 花市　岳

第303回 7月23日(火) 味の素食品㈱　高津工場

第304回 11月15日(金) ECOS　FACTORY

◎情報ステーション

第65回 7月25日(木)

◎化粧品包装セミナー

第28回 2月27日(木)

第27回 12月11日(水)

◎日本パッケージングフォーラム　・・・・・　2019日本パッケージングコンテスト入賞3作品の商品開発事例発表

2019 8月29日(土)

40年来の課題　大型重量物木枠包装からALL段ボール包装化実現 中津川包装工業㈱

◎包装材料セミナー　・・・・・　サステナブル社会に向けたプラスチックリサイクル最新動向

第15回 1月31日(金)

「PLANTIC」と「エバール」の最新動向と環境・リサイクル対応型包材への適
用

㈱クラレ

◎月例見学会

◎医薬品包装セミナー　・・・・・　SDGs、医療安全の実現に向けた医薬品包装の役割を考える 　

2019年度 3月13日(金)

◎包装近未来シンポジウム　・・・・・　脱炭素に向けて包装は今後どう取り組むべきか

第7回 3月24日(火)

◎パッケージイノベーションセミナー　・・・・・　包装における課題解決のための新素材や既存素材の新たな展開

第10回 3月27日(金)

会員無料

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

誰でも無料

見学先により、貸切バス費用負担

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止

（役職・敬称略）



6月研究会 6月25日(木) 海洋プラスチック問題と資源環境―包装技術への期待 日本プラスチック工業連盟 岸村　小太郎

7月研究会 7月30日(木) 食品表示の留意点　～一括表示と栄養成分表示のポイント～ 日本食品分析センター 斎藤　紀子

8月5日(水) 食品用器具・食品包装のＰＬ公示と企業対応の在り方 塩ビ食品衛生協議会 石動　正和

8月20日(木) アダプティブマシン　市場ニーズを先取りする機械 Ｂ＆Ｒ㈱ 青木　文康

9月16日(水) お米のプラスチック“バイオマスレジン”の可能性 ㈱バイオマスレジンマーケティング 中谷内　美昭

9月17日(木) バイオプラスチック　－業界の展望と最近の研究開発動向－ 京都工芸繊維大学 中嶋　元

9月29日(火) 環境問題に対する包装用プラスチックフィルム 東洋紡㈱ 清水　敏之

10月研究会 10月7日(水) 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について 厚生労働省　医薬衛生局 今西　保

第234回 11月26日(木)
環境型サプライチェーによるサスティナブルビジネス
持続可能な資源利用とプラスチック

市川環境エンジニアリング
東京都環境局

篠田　達弘
古澤　康夫

第235回 11月28日(木) 資源環境政策について 経済産業省　産業技術環境局 末藤　尚希

第236回 1月21日(木) 金属缶の進化と動向 大和製罐㈱ 藤重　英治

第230回 10月15日(木) 超高圧殺菌システムについて　日本の現状と今後 三宝化成工業㈱ 鎌田　泰弘

第231回 2月9日(火) TOPPANの環境対応パッケージソリューションについて 凸版印刷㈱ 松本　純

第232回 1月21日(木) 花王の包装容器への取組み 花王㈱ 奥野　隆史

第233回 3月24日(水) ギフト、通販、店頭パッケージ、デリバリー容器の現状について ㈱クラウン・パッケージ 八木野　徹

第110回 12月7日(月) 分りやすい包装を考える　－認知科学と包装－ 産業技術総合研究所 佐川　賢

第111回 2月9日(火)
エフピコモデルの資源環境型リサイクル
～トレー ｔｏ トレー ＆ ボトル ｔｏ トレー～

㈱エフピコ 富樫　英治

第112回 3月18日(木) コロナ禍でも止めない商品開発 ㈱プラグ 小川　亮

第113回 3月25日(木) 身近なプラスチック汚染 東京理科大学 二瓶　泰雄

消費者に新たな体験を提供する燻製パッケージの開発 アサヒビール㈱ 宮下　祐介

LED証明によるパッケージ印刷の退色問題とその対策について ソニーホームエンターテインメント＆サウンドプロダクツ㈱ 橋本　勝郎

ハイバリアPPモノマテリアルパッケージ 大日本印刷㈱ 長谷川　駿行

ＩＬＯＨＡＳ　ＬＡＢＥＬＬＥＳＳ　ＢＯＴＴＬＥ ㈱コカ・コーラ東京研究開発センター 岩下　寛昌

●　本部（東京）　●

◎パッケージングフォーラム　・・・・・　2020日本パッケージングコンテスト入賞3作品の商品開発事例発表

TOKYOPACK
2021

特設ステージ
2月24日(水)

◎包装ラインシステム研究会

◎生活者包装研究会

◎包装情報研究会

◎情報ステーション

12月10日(木)

2020年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師

◎研究会（オンライン講習会）

8月研究会

9月研究会

◎包装資材研究会

誰でも無料

（役職・敬称略）



2020年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師 （役職・敬称略）

病室でも使える３６０度噴霧スプレーの開発裏話
～3M 15％カルチャー～

スリーエムジャパン イノベーション㈱ 大西　就直

詰め替えパウチにかわる紙容器『SPOPS（スポップス）』
～開発の経緯と今後の展開～

日本製紙㈱ 野田　貴治

ウレタンフォーム素材概論 ㈱ノイアックコーポレーション 西村　嘉修

流通や通販現場での課題に対応した様々な包装形態・
システムについて

レンゴー㈱ 藤井　利明

泡スタンプハンドソープの容器開発
－楽しくて簡単な手洗いでキレイの習慣化を目指して－

花王㈱ 大西　洋

気候危機のリスクと社会の大転換
国立研究開発法人
国立環境研究所

江守　正多

サステナビリティに対して日本企業はどう対応すべきか
～中長期ビジョン、戦略策定の必要性～

(特非)サステナビリティ日本フォーラム 後藤　敏彦

セブン＆アイ・ホールディングスのＳＤＧｓについて
～プラスチック環境の取組～

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 釣流　まゆみ

欧州および日本におけるプラスチックのマテリアル・ケミカルリサイク
ルの動向並びにその一端を担うエレマの技術の特徴について

㈱湘南貿易 橋本　則夫

日本包装専士会「2030年包装の未来予測」
2つの”C”-Crisisが早める未来への期待

大和製罐㈱ 橋本　香奈

パネルディスカッション 講師＋企画委員

コロナ禍と海外の最新パッケージング動向 ㈱パッケージング・ストラテジー・ジャパン 森　泰正

ラベルレスＰＥＴボトル飲料の今後について アサヒ飲料㈱ 星野　浩孝

機能性抗菌ニス『Ｒａｂコート』、
機能性抗ウィルスニス『ＲａｂコートVVV』

サカタインクス㈱ 髙橋　亮太

我々が実現したサステナブルの取り組みについて アスクル㈱
野中　勉
阿部　竜士
平形　孝浩

環境と包装（新しい環境課題下でのバイオマスプラスチックの
動向と医薬品包装)

(一社)日本有機資源協会 木村　俊範

Ｐｒｏｔｅｃｉｏｎ＆Ｕｓａｂｉｌｉｔｙをコンセプトとしたこれからの医薬品個装箱 富山スガキ㈱ 跡治　立多

薬物治療と服薬管理 ㈱MediFrame 和田　敦

選ばれる医薬品表示や包装とは　～医療安全の観点から～ 京都府立医科大学附属病院 四方　敬介

美術品に用いられる包装資材の評価に関する現状と課題 東京国立博物館 和田　浩

MAフィルムを利用したスイートコーンの鮮度保持輸送技術開発 ホクレン農業協同組合連合会 印南　亨哉

包装研究
講演会

3月16日(火) ポリ乳酸の最近の動向 トタルコービオンPLA b.v.日本連絡事務所 金高　武志

海洋プラスチック問題と資源循環戦略　－包装材料への期待 元日本プラスチック工業連盟 岸村　小太郎

包装資材
研究例会

9月24日(木)

●　北海道支部　●

包装懇話会 11月25日(水)

●　東北支部　●

●　中部支部　●

◎医薬品包装セミナー　・・・・・　SDGs、医療安全の実現に向けた医薬品包装の役割を考える 　

2020年度 3月26日(金)

◎包装近未来シンポジウム　・・・・・　脱炭素に向けて包装は今後どう取り組むべきか

第8回 3月9日(火)

◎包装材料セミナー　・・・・・　新型コロナウィルス対応としてｅコマースの伸長と包装容器

第16回 3月12日(金)

TOKYOPACK
2021

特設ステージ
2月24日(水)

◎化粧品包装セミナー　・・・・・　ベーシックな技術から更なるステップアップへ!!

第28回 2月4日(木)

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

会場開催



2020年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師 （役職・敬称略）

紙でできることは紙で。　～紙のもたらす新たなあ機能と価値～ 日本製紙㈱ 野田　貴治

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㈱ 花市　岳

運送・物流現場の梱包・包装改善の具体策 ロジクエスト㈱ 清水　一成

いざ実践！Sigfoxを活用した物流業務改革
Welcome to the og revolution！

京セラコミュニケーションシステム㈱　 松木　憲一
川合　直樹

衣料用洗剤容器の開発事例 花王㈱ 藤田　実智昭

減速帯通過時の包装貨物に加わる衝撃について あいち産業科学技術総合センター 飯田　恭平

水性フレキソ印刷の現状と課題～水性フレキソ協議会の今後～
佐川印刷㈱
㈱金羊社
セキ㈱

時田　直知
國崎　守男
佐々木　高夫

大きく異なる形状の洗面器包装の集約化 ㈱トーモク 野尻　佳佑

パルプモールドの積層加工による強度向上 あいち産業科学技術総合センター 村松　圭介

工業包装部門賞　「小型産業用ＰＣ【３種共通化包装】」 刈谷紙器㈱ 神谷　貴史

食品包装部門賞　「フラップトップ」 睦化学工業㈱ 加賀美　洋平

適正包装賞　「コピー機オプション梱包の包装設計による
合理化取り組み」

ダイナパック㈱ 河村　充邦

ロジスティクス賞　「台形箱による輸送効率改善」 ダイナパック㈱ 神山　弘二

日本商工会議所会頭賞　「１秒ジャンブル什器」 ㈱リンクス 嶋田　篤司

公益財団法人日本生産性本部会長賞
「多孔質セラミック製品のオール段ボール包装」

京セラ㈱ 北元　雄

産業用長尺ロボットの梱包改善 東海紙器㈱ 岩月　貴紀

乾燥剤の検討（国内品と海外品の比較） ㈱アイセロ 白井　孝明

補給用自動車部品梱包材のコンパクト化 太榮㈱ 名倉　祐佑

段ボールによるロール縦置き容器の改善 ナビエース㈱ 瀬尾　千晶

プラスチック環境問題における各種業界の方針と
PEＴボトルリサイクルの最新動向

東洋製罐㈱ 神﨑　敬三

6月26日(金) 最近のパッケージから予測する今後の成長に向けての課題 住本技術士事務所 住本　充弘

7月15日(水) 発泡スチロールにまつわる最新動向 大竜化成㈱ 尾坂　憲一

10月28日(水) ＩＳＯ４１８０　改定のポイント
レンゴー㈱
（地独）大阪産業技術研究所

山原　栄司
細山　亮

3月2日(火) ＰＥＴを主としたプラスチックリサイクルの現状と課題 (公社)日本容器包装リサイクル協会 前川　惠士

10月26日(月) 容器包装リサイクル法制定から今日に至る流れと課題 (公社)日本包装技術協会 平田　成

2月2日(火) お客様へ製品を大切にお渡しするための活動について ＴＯＴＯ㈱ 桐野　賢太郎

●　西日本支部　●

輸送包装・
生活者包装
研究会

●　関西支部　●

会員
フォーラム

包装技術
講習会

11月11日(水)

2020日本
パッケージング
コンテスト
入賞作品
発表会

12月2日(水)

包装技術
研究大会
中部大会

2月16日(火)

包装資材
研究例会

9月24日(木)

輸送包装
研究例会

7月24日(水)

包装技術
研究例会

10月14日(水)

会場開催



4月15日(木)
JIS　S　0021-１包装―アクセシブルデザイン―
第1部：一般要求事項　改正のポイントと食品関連法規制の概要

(公社)　日本缶詰びん詰レトルト食品協会 土橋　芳和

4月21日(水) 持続可能な社会に向けたアルミ飲料容器の可能性 ユニバーサル製缶㈱ 猪俣　学

5月25日(火) 環境への取り組みと段ボール業界のトレンド レンゴー㈱ 高比良 仁司

5月26日(水) 計量制度改正に伴い自動はかりがどう変わるか イシダ㈱ 田尻　祥子

6月23日(水) 環境対応素材としての紙の可能性～日本製紙の開発・取組事例～ 日本製紙㈱ 野田　貴治

6月24日(木) JEMA包装委員会の活動紹介（家電包装の歩み） (一社)日本電機工業会 秋山　幸章

7月15日(木) 生産管理システムQUICCAの最新応用 アンリツ㈱ 小林　寿政

7月30日(金) SIAAの認証活動―抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品の普及― (一社)抗菌製品技術協議会 平沼　進

7月30日(金) プラ資源循環促進法と循環経済に向けた産業政策 経済産業省　産業技術環境局 吉川　泰弘

8月19日(木) A式段ボール箱の圧縮強度推定法 キユーピー㈱ 高山　崇

8月26日(木) 環境対応パッケージ『REBIOS』 レンゴー㈱ 藤本　丹民

9月14日(火)
カーボンニュートラル時代のサーキュラー型ビジネス戦略
～サーキュラーエコノミーによる新たな価値創造～

(一社)サステナブル経営推進機構 壁谷　武久

9月29日(水) モノづくりへの人間工学・感性工学の活用 パナソニック㈱ 立田　美佳

10月5日(火) 包装技術者の育成について ㈱高木包装 細田　基則

10月14日(木)
ビール4社によるビールパレット（Pパレ）共同回収施策の全国展開
物流分野を協調領域と位置付けた協同取り組み事例

サッポログループ物流㈱ 丸山　武史

10月26日(火) コロナ禍が変えた物流の世界～変化する物流の未来を考える～ 生産ロジスティクス研究所 青木　規明

10月29日(金)
340ｋｇでも簡単組付け・開梱を実現！
簡易モデルで包装設計するアイデアと実践

㈱デンソーエアクール 原口　裕司

11月19日(金) 容器包装のエコマーク認定基準 (公社)日本環境協会　 大澤　亮

11月30日(火)
企業アライアンスで挑むプラスチックごみ問題
～Marine plastic litter issue tackled by corporate alliance～

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス 柳田　康一

12月16日(木) 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について 厚生労働省　医薬・生活衛生局 今西　保

12月17日(金) 段ボール箱の圧縮強度解析におけるCAE活用事例 王子ホールディングス㈱ 小林　孝男

1月20日(木) 国内外におけるバイオプラスチックの動向について (一社)日本有機資源協会 木村　俊範

1月21日(金) 海のプラスチック　－測る、そしてThe Missing Plasticsを追う－ 国立研究開発法人海洋開発研究機構 藤倉　克則

1月25日(火) SDGsを踏まえた包装設計プロセスの変化と実践事例 ㈱デンソーロジデム 谷口　将之

2月9日(水) 国内初！レトルト・ボイル・電子レンジ対応デジタルプリント 凸版印刷㈱ 南　浩紀

2月15日(火) Society5.0時代の物流・サプライチェーンにおける包装の役割 東京大学 井村　直人

3月3日(木) お客様へ製品を大切にお渡しするための活動について TOTO㈱ 桐野 賢太郎

3月4日(金) プラスチックに関する欧州及び国内の新たなルール等の動向 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱
植田　洋行
仲嶋　翼
小川　結

3月16日(水)
パッケージデザインにおける色の重要性
～カラーイメージの定量化と活用～

DICカラーデザイン㈱ 後藤　史子

2021年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師

◎ＪＰＩ Ｗｅｂ フォーラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部名記載無しは、本部主催

5月フォーラム

4月フォーラム

6月フォーラム

●　本部（東京）　および　各支部　開催　●　　　　　　　　　　　　　

8月フォーラム

9月フォーラム

11月フォーラム

10月フォーラム

3月フォーラム

7月フォーラム

12月フォーラム

2月フォーラム

1月フォーラム

（役職・敬称略）

関西支部

中部支部

中部支部

関西支部

関西支部

関西支部

中部支部

関西支部

関西支部

西日本支部

西日本支部

西日本支部

中部支部



2021年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師 （役職・敬称略）

3月18日(金) 三井化学グループの環境対応包材 三井化学㈱ 三春　憲治

3月28日(月)
現場起点のDXにより変化するものづくり
　～e-F@ctoryが実現するスマート工場～

三菱電機㈱ 増田　芳樹

大型装置の国内輸送用梱包材開発 ㈱日立物流東日本 斉藤　佑介

紙カミソリ™ カイ インダストリーズ㈱ 塩谷　俊介

ストローレス 学乳紙パック「School POP」 日本製紙㈱ 増田　順一

化粧品容器におけるバイオマス由来PET樹脂について ㈱ベルポリエステルプロダクツ 桒原　勇太

マスバランス認証のバイオマスプラスチック 伊藤忠商事㈱ 北村　誠基

アサヒグループが共創で進めるイノベーション&サステナビリティの挑戦
～生ジョッキ缶、森のタンブラー、もぐカップ、UPCYCLE Bなどを例として～

アサヒユウアス㈱ 古原　　徹

サステナブルな紙素材「オリジナルブレンドマテリアル」の開発 ソニーグループ㈱ 廣瀬　賢一

日清食品の容器包装への取組
～EARTH FOOD CHALLENGE 2030について～

日清食品ホールディングス㈱ 栄　　賢治　

カナエが取り組んでいる環境負荷低減包装 ㈱カナエ 廣島　真一

超低温保管と輸送について 三菱倉庫㈱ 佐藤　芳志彦

添付文書の電子化に伴う医療現場の現状と対応 日本調剤㈱ 鈴木　高弘

水平リサイクル：循環型社会実現のためのドライバー 叡啓大学 石川 雅紀

紙製容器包装のリサイクルへの取り組み 日本製紙㈱ 長谷川　真

“ゴミ”を“エタノール”に変換することで資源循環社会を実現 積水化学工業㈱ 豊川　卓也

サーキュラーエコノミーの実現に向けて
DNP環境配慮パッケージング「GREEN PACKAGING」

大日本印刷㈱ 加戸　卓

循環型社会の実現に向けてパッケージにできること 凸版印刷㈱ 髙澤　宇史

パネルディスカッション 講師＋企画委員

紙製容器包装リサイクルの現状と提言 紙製容器包装リサイクル推進協議会 川村　節也

アルミ付紙パックの回収やリサイクルについての概要と事例紹介
㈱ダイナックス都市環境研究所
日本テトラパック㈱
日本製紙㈱

有間　俊彦
	大森　悠子
有本　敦

循環型社会の実現に対する紙の貢献可能性
～日本製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟの開発・取り組み事例～

日本製紙㈱
長谷川　真
野田　貴治

包装機械から見る紙製容器包装の可能性と課題 大森機械工業㈱ 一岡　幹朗

◎パッケージイノベーションセミナー　・・・・・　新時代に貢献するパッケージの挑戦

◎医薬品包装セミナー　・・・・・　コロナ禍における医薬品包装に求められるもの

2021年度 3月11日(金)

3月フォーラム

◎パッケージングフォーラム　・・・・・　2020日本パッケージングコンテスト入賞3作品の商品開発事例発表

入賞作品表彰式・
発表会で事例発表

8月25日(木)

◎化粧品包装セミナー　・・・・・　環境対応素材の化粧品分野への展開

第29回 11月26日(金)

●　本部（東京）　●

第17回 3月18日(金)

第29回 11月26日(金)

◎包装近未来シンポジウム　・・・・・　サーキュラーエコノミーにおけるパッケージのあり方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―紙再利用の方向性・プラスチックリサイクルをどう考えるか―

第8回 3月15日(火)

◎包装材料セミナー　・・・・・　　容器の紙化におけるリサイクルの現状と課題について

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

会員割引価格

関西支部



2021年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師 （役職・敬称略）

バイオマス推進の社会的意義、生分解性とバイオマス、バイオプラ
スチックの動向並びに技術開発、その留意点等について

(一社)日本有機資源協会 木村　俊範

耐油耐水紙・食品包材に関連した粘着ラベル材料 リンテック㈱
小野　智則
楠田　光陽

プラスチック資源循環促進法について 経済産業省 産業技術環境局 跡治　立多

プラスチックのケミカルリサイクルの動向と
バイオプラスチックの位置付け

東北大学大学院 吉岡　敏明

コロナ禍における海外のパッケージング動向 ㈱パッケージング・ストラテジー・ジャパン 森　泰正

食品事業者に求められるプラスチック資源循環対策 農林水産省 森　幸子

つくる責任・つかう責任：
容器包装を減らす減装（へらそう）ショッピング

特定非営利活動法人ごみじゃぱん 小島　理沙

ポジティブリスト制度の最近の動向と
食品接触材料安全センターの活動について

(一財)化学研究評価機構 梶原　健世

薬機法改正や時代の変化が医薬品包装に及ぼす影響
～10年後、20年後わが国の医薬品包装を考える～

(一社)医薬品安全使用調査研究機構 土屋　文人

OTC医薬品関係者が当面する課題から観た薬機法改正 日本ＯＴＣ医薬品協会 西川　元仁

バーコードを活用した調剤業務における医薬品包装の問題点 慶応義塾大学病院 松尾　健介

添付文書の電子化に関する現状の課題と将来の可能性 ㈱エムエスティ 豊浦　基雄

「ロボット薬局（スマート調剤室）」の開発
～調剤ミスゼロ、待ち時間ゼロへの挑戦～

㈱メディカルユアーズ 渡部　正之

ジェネリック医薬品包装における最近の話題と課題 東和薬品㈱ 小野田　洋

地域・在宅医療の現場から見た医薬品包装の課題 チューリップ調剤㈱ 内田　陽一

医薬品包装機械の最新動向 ㈱イワクロ 干場　良和

6月24日(木)
デザインで引き立つおいしさ
〜品質を超える価値創造〜

東北大学大学院 坂井　信之

8月27日(金) パッケージデザインを巡る環境変化 　─afterコロナを見据えて 日経デザイン 花澤　裕二

10月27日(水) 古くて新しいメカニズム ～形・構造・動きの追求～ 中央大学 山田　泰之

2月18日(金) 食卓を彩る北欧のパッケージデザイン 加藤　真弘

小口配送サービスにおける取り組み ヤマト運輸㈱ 大河原 克彬

滞留したコンテナ内の温度・湿度状況の考察 ㈱日通総合研究所 中嶋　理志

『加工食品分野における外装サイズ標準化ガイドライン』を
中心とした標準化の流れについて

㈱日通総合研究所 室賀　利一

安全運行管理ソリューション『SSCV-Safety』について ㈱日立物流
大日向　宙
篠原  雄飛

サステナブル包装への取り組み木材・金属包装から段ボール化実現 ナビエース㈱ 大山　孝一

産官学の連携による輸出実証試験への取り組み 京都大学大学院 中野　龍平

ポストパンデミックの物流改革 (一社)日本物流団体連合会 伊勢川　光

次世代型の物流施設ALFALINKについて 日本GLP㈱ 帖佐　義之

医薬品包装
懇話会

パッケージデザイン
懇話会

●　研究所　●

◎包装懇話会

食品流通・包装
懇話会

輸送包装
懇話会

7月14日(水)

9月9日(木)

11月11日(木)

1月27日(木)

6月28日(月)

9月27日(月)

11月19日(金)

2月10日(木)

1月28日(金)

7月9日(金)

9月17日(金)

11月12日(金)

会員限定有料

包装システム研究室

包装材料研究室

輸送包装研究室

生活者包装研究室



2021年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師 （役職・敬称略）

生分解性マルチを使用しての農作業省力化 ㈱高速 櫻田　晃

段ボールの包材変更による環境配慮の向上 レンゴー㈱ 吉田　裕哉

有線放送受信機梱包の輸送効率改善 ダイナパック㈱ 加藤　布由希

物流プロセスを含めたトータルな包装形態の提案と
試験条件の違いによる副作用有無の予測

㈱リコー 松元　信太郎

レトルト食品用段ボールの包装改善 レンゴー㈱　 高橋　秀知

サトウキビから始める医薬品ボトルの低炭素化 武田薬品工業㈱ 野々村　浩二

付属品を取り忘れない合理的コンパクト包装 ＴＯＴＯ㈱ 伊藤　勇樹

１プッシュで簡単固定！　プッシュフィットトレー 日本トーカンパッケージ㈱ 岩佐　亜希子

ジグザグ収納トレイ ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱ 渡邉　昂弘

コンパクト収納可能なドローンのオール段ボール包装 カネパッケージ㈱ 青木　健二

フロントフェンダー集合包装の開発 ムサシ王子コンテナー㈱ 海原　佑紀

ハイブリッドパレット アイロップ㈱　 川原　慎也

小型プリンターの紙製包装 京セラドキュメントソリューションズ㈱ 竹内　雅和

環境対応包装の現状2021
～待ったなし！脱炭素トレンドにどう向き合えばいいのか～

フタムラ化学㈱ 花市　　岳

紙素材を建設資材へ活用してSDGs の実現と生産性向上－
「KAMIWAZA®」の開発と実用化

王子インターパック㈱
清水建設㈱

物部  公二
宇野  昌利

総会記念
講演会

6月24日(木) 空飛ぶクルマが実現する私たちの社会と交通の未来 慶應義塾大学大学院 中野　冠

常識を打ち破ろう！ サスティナブル ユニットロードの実現 ナビエース㈱ 竹内　美帆

伊藤久右衛門 フラワーギフト アレンジピンポンマム ムサシ王子コンテナー㈱ 海原　佑紀

超しっかりロック 大王パッケージ㈱ 小田　篤史

高級カーナビゲーションシステムのパルプモールド包装 ダイナパック㈱ 清水　久司

シマオカロック ダイナパック㈱ 嶋岡　颯人

スターター集合包装改善 ナビエース㈱ 山田　祐也

段ボールの材質変更による包装改善 京セラ㈱ 五味　果那美

ＢＩＢ向けバリアシーラントフィルムの破袋強度の向上 ㈱アイセロ 鳥居　祐紀

持続可能な社会の実現のために
DNP環境配慮パッケージング「GREEN PACKAGING」

大日本印刷㈱ 原田　惇志
川口　佳奈美

「スマートロジスティクス」の今と「LOGISTEED」が切り拓く
物流の未来

㈱日立物流 舘内  直

ぽん酢360ml×12　段ボールケース開封性向上形態の開発 レンゴー㈱ 池田　雄輝

ねぎ用段ボールにおけるノンステープルロック機能の向上 レンゴー㈱ 緒方　翔平

包装技術
講習会

11月10日(水)

●　東北支部　●

●　中部支部　●

包装技術研究発
表会

11月5日(金)

3月16日(火)
包装研究
講演会

●　西日本支部　●

包装事例研究
発表会

2021日本
パッケージング
コンテスト
入賞作品
発表会

12月8日(水)

包装技術
研究大会
中部大会

2月22日(火)

11月25日(木)

西日本支部と共催

会場開催



2021年度　日本包装技術協会　開催　研究会・セミナーのテーマと講師 （役職・敬称略）

作業性向上・包装材削減を図る包装改善 ＴＯＴＯ㈱ 三浦　將平

パルプモールドから段ボール仕切りへの包装改善 ＴＯＴＯ㈱ 首藤　真吾

12月8日(水) 医薬品の薬袋、ケース、段ボールのコンパクト化 久光製薬㈱ 富澤　之貴

包装事例研究
発表会

11月25日(木)


