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第４９回定時総会議案書

平成２４年５月１７日（木）

ホテルキャッスルプラザ

公益社団法人 日本包装技術協会 中部支部
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第 1 号議案その１

平成２３年度 中部支部事業報告

第 １ 諸 会 議

１）第４８回役員会 ４月２７日（水） 名古屋観光ホテル

２）第４８回定期総会 ５月１８日（水） ホテルキャッスルプラザ

３）第１回 運営委員会 ９月 ２日（金） ホテルキャッスルプラザ

第２回 運営委員会 ２４年３月１６日（金） ホテルキャッスルプラザ

４）第４７期 包装管理士講座講師打合会 ２４年２月１０日（金） ホテルキャッスルプラザ

５）第９８回全国支部連絡会 ２３年５月１０日（火） ＪＰＩ本部会議室

第９９回全国支部連絡会 ２３年１２月７日（水） 愛知県産業労働センター

第 ２ 事 業

１）研究会活動

(1)機能別包装研究例会

①包装資材研究例会 （参加者 68 名）

～低炭素社会を創る包装資材の技術動向～

平成２３年６月１６日（木）

愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 11 階 1101 会議室

コーディネーター アイセロ化学株式会社 取締役技術開発本部長 谷内 秀夫 氏

浅野段ボール株式会社 営業部長 吉田 将之 氏

1)「資生堂におけるバイオマスプラスチック導入について」

(株)資生堂 新成長領域研究開発センター 環境研究グループ 佐藤 達夫 氏

2)「ナノテクノロジーによるCO2 排出削減する新規包材の開発」

酒井化学工業株式会社 商品開発部 石黒 茂和 氏

3)「植物由来プラスチック食品容器の現状と今後の展望」

リスパック株式会社 技術開発本部 技術開発部 係長 水谷(みずのや) 善教 氏

②輸送包装研究例会（参加者 79 名）

～最新インド事情とJEMA包装委員会の活動報告について～

平成２３年７月２１日（木）

愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 11 階 1101 会議室

コーディネーター トヨタ自動車株式会社ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ物流部拠点管理室主幹 宮原 文明 氏

見田工作株式会社 L.P室長(包装管理士） 奥平 賢司 氏

1)「最新インド事情 ～巨大マーケットインドの実態～」

-Incredibleな国インド -物流事情と諸制度 -インドビジネスで成功するためには

三井物産(株) 物流本部物流第 2 部 アジア事業室長 上平 毅 氏

2)(一社)日本電機工業会(JEMA) 包装委員会報告

「最近の家電製品等の包装について」

(一社)日本電機工業会 平成 23 年度包装委員会委員長 田中 克弘 氏

（東芝ロジスティクス㈱ 物流改革推進部 企画担当 参与）
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③包装技術研究例会（参加者 124 名）

～段ボール特集：段ボール強度の劣化要因を解析する～

平成２３年９月１４日（水）

愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 11 階 1101 会議室

コーディネーター 愛知県産業技術研究所工業技術部環境材料室主任研究員 中川幸臣 氏

東海漬物株式会社 漬物機能研究所 主任開発員 岩田 峰司 氏

1)「倉庫保管中の未使用段ボール箱の強度劣化」

レンゴー(株)パッケージ開発センター 課長（包装専士） 東山 哲 氏

2)「段ボール箱の圧縮強度に及ぼすシート厚み損失の影響」

レンゴー(株)パッケージ開発センター 課長（包装管理士） 山原 栄司 氏

3)「衝撃による段ボール箱の強度劣化」

大阪府立産業技術総合研究所情報電子部信頼性・生活科学系主任研究員 高田 利夫 氏

4)「段ボールについて質疑および総合討論」

④生活者包装研究例会（参加者 51 名）

～花王の容器包装＆ブランド価値創造パッケージデザインとは～

平成２３年１０月６日（木）

コーディネーター 笹徳印刷株式会社 執行役員編集製作本部長 米川 和弥 氏

フタムラ化学株式会社ﾌｨﾙﾑ営業企画部リーダー 後藤 嘉信 氏

愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 11 階 1101 会議室

1)「花王の容器包装における環境調和への取り組み」

花王株式会社 包装容器開発研究所 副主席研究員 横須賀 道夫 氏

2)「ブランド価値を創造するパッケージデザイン」

(株)ブラビス・インターナショナル 代表取締役社長 フミ・ササダ 氏

（(社)日本パッケージデザイン協会 理事長）

⑤包装技術講習会（参加者 80 名）

～包装貨物振動試験の最新動向～

平成２３年１１月１０日（木）

愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 11 階 1101 会議室

コーディネーター 愛知県産業技術研究所 工業技術部 環境材料室長 大野 博 氏

中津川包装工業株式会社 亀山営業所長 大山 孝一 氏

1)「振動試験の用語解説」

愛知県産業技術研究所 工業技術部 物流技術担当者

2)「ランダム振動試験の課題と現状の取り組み」

大阪府立産業技術総合研究所 情報電子部 細山 亮 氏

3)「輸送環境調査に基づいた振動試験」

神栄テクノロジー㈱ 開発技術部 川口 和晃 氏

4)「3 軸同時振動試験機を用いた輸送損傷再現事例」

アイデックス㈱ 営業技術部 上原 雅史 氏

5)「3 軸同時振動試験機デモ」
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(2)講演会

①定期総会記念講演会（参加者 74名）

平成２３年５月１８日（水）

ホテルキャッスルプラザ ３階「孔雀の間」

「先端医療機器開発に翔ける情熱」

～一人でも多くの生命を救いたい～

㈱東海メディカルプロダクツ 代表取締役 筒井 宣政 氏

②輸送包装技術講演会（参加者 68 名）
平成２４年３月２９日（木）
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12 階 1203 会議室

「日産自動車の部品物流エンジニアリングの最新事情」
～カーメーカーの物流技術の役割～

日産自動車株式会社 SCM本部 部品物流エンジニアリング部
エキスパートリーダー／主管 大里 修司 氏

(3)見学会（参加者 41 名）

平成２３年１０月２６日（水）

見学先①(株)ロックフィールド静岡ファクトリー

見学先②(株)資生堂掛川工場

(4)第 51 回包装技術研究大会中部大会（参加者 134 名）

平成２４年２月１６日（木）

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）11階 1103 会議室

コーディネーター 刈谷紙器株式会社 常務取締役 神谷 強 氏

株式会社デンソーロジテム 包装管理部長 石川 元信 氏

京セラミタ株式会社 技術本部 MFP2 統括技術部 MD22 課 責任者 瀬戸上 裕 氏

NGKロジスティクス株式会社 業務部副部長 矢島 泰人 氏

総合テーマ：さらに進化する中部の包装技術改善の実際

1)「自動車用シートフレームの包装改善」

中津川包装工業㈱ 販売推進部 販売推進課（包装管理士） 梶田 大輔 氏

2)「ディーゼル車用部品（補給部品）の包装改善」

㈱チューゲン 第 2 営業部 営業 2 課（包装管理士） 岡田 昌樹 氏

3)「中国におけるテイクアウトケースの開発事例」

笹徳印刷㈱ 販売促進本部 リーダー（包装管理士） 小椋 信吾 氏

4)「画像解析を用いたパルプモウルド緩衝材の性能評価方法」

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 飯田 恭平 氏

5)「差込みフラップ改良による固定機能追加」

㈱資生堂 技術部 外装技術グループ（包装管理士） 田中 雄亮 氏

6)「フロントドア包装仕様改善」

王子チヨダコンテナー㈱ 滋賀工場 鈴鹿事業所（包装管理士） 石田 裕彦 氏

7)「シートフレーム包装仕様改善」

TB物流サービス㈱ 海外物流部 みよし事業所 班長（包装管理士） 荒毛 聡 氏
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8)「新しい構造の組仕切の開発」

㈱デンソーロジテム 第１業務本部 包装管理部（包装管理士） 黒柳 雄一 氏

9)特別講演 振動試験機メーカーCEOが語る「人生、すべての人に３度チャンスはある」

ＩＭＶ株式会社 代表取締役会長 小嶋 成夫 氏

(5)第 23 回包装研究懇話会（参加者３０名）

平成２４年３月２日（金）

シヤチハタ株式会社

1．同社の概要を説明受けた後、稲沢工場内のプラスチック部品成型工程、スタンプ台等

の製造工程、組立工程を見学

2．同社の取り組んでいる 1)CFP制度への取組と環境対応への理念と、2)プラスチック代

替木質系製品とPP強化マスターバッチについての講演と質疑

２）研修活動

(1)第 21回包装設計と開発の基礎講座（参加者 34 名）

～ 生活者包装と輸送包装の基礎を学ぶ ～

平成２３年５月２６日（木 ・２７日（金））

愛知県技術開発交流センター 交流会議室

第１日目

①包装の使命と創出包装

1)包装の目的と役割 2)新包装・新商品を生み出す創出包装

大日本印刷株式会社 包装事業部企画本部 リサーチ＆プラニング戦略室 滝沢 雅夫 氏

②容器包装と包装設計

1)容器についてｰ軟包装・紙器・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・金属缶・ガラスびんなど 2)容器包装の

価値を高める包装設計の進め方

凸版印刷株式会社中部事業部事業戦略部 販売促進T 課長（包装管理士）柴垣 敏朗 氏

③愛知県産業技術研究所の包装試験施設見学

愛知県産業技術研究所 工業技術部 環境材料室 物流技術担当

④包装試験の目的と試験法

1)包装試験・包装材料試験の目的と試験法及び評価法

愛知県産業技術研究所 工業技術部 環境材料室 技師 徳田 宙瑛 氏

⑤緩衝包装設計

1)緩衝包装設計の基礎 2)緩衝設計技法

愛知県産業技術研究所 工業技術部 環境材料室 主任研究員 中川 幸臣 氏

第２日目

①段ボール箱の基礎と応用

1)段ボールの種類と品質 2)箱の形式と寸法設計 3)箱の圧縮強さ評価法

ダイナパック株式会社 企画設計部 参事（包装管理士） 長谷川 達夫 氏

②リターナブル包装

1)着実に進展している「リターナブル包装」の現状

株式会社チューゲン 営業本部 取締役営業副本部長（包装管理士）倉知 真治 氏
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③包装設計の基礎と実際

1)包装設計技法とコストの考え方 2)環境配慮包装設計の実際

ソニーイーエムシーエス株式会社 東海テック湖西サイト 設計部門

商品技術１部 設計１課 担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（包装管理士）杢谷 享男 氏

④包装改善とロジスティクス

1)包装改善とロジスティクスの考え方

株式会社デンソーロジテム 取締役 輸送管理部長 近藤 裕之 氏

(2)第４６期包装管理士講座（名古屋会場）

名古屋会場受講者 69名 内訳輸送包装コース 43 名、生活者包装コース 26名

①オリエンテーション ６月 1 日(水)～３日(金) ホテル日航豊橋

②材料教科（輸送包装・生活者包装／共通教科） 愛知県産業労働センター

③生活者包装コース 愛知県産業労働センター

④輸送包装コース 愛知県産業労働センター、愛知県技術交流センター

⑤ケーススタディー／面接試験 ９月７日(水)～９日(金）ホテル日航豊橋

第４６期包装管理士講座合格証書授与式 １０月２１日（金） メルパルク名古屋

３）第４９回全日本包装技術研究大会（名古屋大会 （参加者 391 名））

１２月８日（木 ・９日（金））

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

特別講演 1 件と一般講演 62 件

特別講演「高齢社会と長寿医療」

独立行政法人国立長寿医療研究センター 総長 大島 伸一 氏

中部支部からコーディネーター 9 名を派遣、13 件の発表

４）会員交流会

①第４８回 定期総会交流懇親会（参加者 74 名）

平成２３年５月１８日（水） ホテルキャッスルプラザ 3 階「孔雀の間」

② 2012中部包装界新年賀詞交歓会（参加者 173 名）

平成２４年１月１１日（水） ホテルキャッスルプラザ４階「鳳凰の間」
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第３ 組 織

会員登録動勢一覧（平成 23 年 4 月 1 日～ 24 年 3 月 31 日）

注）中部支部の法人会員（418 名）の内訳について

中部地区登録会員 124 社 342 名

関東支部から 48 社 52 名

関西支部から 22 社 23 名

東北支部から 1 社 1 名

入会 退会 ＋ －

会員総数 1,180社 52社 82社 1,150社

法人会員 966社 35社 54社 947社

（口数） (990口) (35口) (55口) (970口)

個人会員 181名 17名 21名 177名

特別会員 27名 － 1名 26名

賛助会員 6名 － 6名 0名

法人
966社
2,983名

35社
105名

54社
165名 25名 25名

947社
2,923名

個人 181名 17名 21名 177名

合計 3,164名 122名 186名 25名 25名 3,100名

法人 1,761名 25社77名 35社106名 8名 13名 1,727名

個人 101名 8名 14名 95名

法人 603名 6社11名 10社34名 12名 5名 587名

個人 30名 6名 1名 35名

法人 422名 4社15名 7社18名 4名 5名 418名

個人 26名 2名 4名 24名

法人 94名 2名 1社4名 1名 1名 92名

個人 6名 1名 1名 6名

法人 45名 45名

個人 1名 1名

法人 58名 1社3名 1名 54名

個人 17名 1名 16名

関東支部

関西支部

中部支部

西日本支部

北海道支部

東北支部

平成23年4月1日
本年度 移動

平成23年度合計

登録員数
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第 1 号議案その２

平成２３年度 中部支部収支決算書

収入の部 平成23年4月1日～平成24年3月31日 （単位：円）
科 目 予算額 決算額 差額

１．事業収入 20,863,550 21,859,200 △995650
１）経験交流費 25,000 42,000 △17000
２）研修活動費 20,738,550 21,655,200 △916650
３）研究会活動費 100,000 162,000 △62000
２．入会金 10,000 10,000 0
３．会 費 16,235,000 15,895,000 340,000
１）法人会費 15,175,000 14,875,000 300,000
２）個人会費 1,060,000 1,020,000 40,000
４．雑収入 64,029 25,266 38,763
５．事業推進準備金取崩収入 0 0 0
６．減価償却引当金減少額＊1 19,886 17,488 2,398
７．繰越金 6,564,535 6,564,535 0

合 計 43,757,000 44,371,489 △614489

支出の部
科 目 予算額 決算額 差額

１．事 業 費 18,220,000 15,158,592 3,061,408
１）経験交流費 2,400,000 1,988,898 411,102
２）研修活動費 12,000,000 10,394,151 1,605,849
３）例会活動費 2,120,000 1,563,634 556,366
４）組織活動費 1,700,000 1,211,909 488,091
２．管 理 費 18,435,114 17,369,013 1,066,101
１）給料手当 11,000,000 10,620,000 380,000
２）福利厚生費 2,100,000 1,931,863 168,137
３）会議費 900,000 703,940 196,060
４）旅費交通費 600,000 519,260 80,740
５）通信運搬費 500,000 256,447 243,553
６）消耗品費 100,000 77,479 22,521
７）印刷費 150,000 119,516 30,484
８）賃借料 1,850,000 1,800,396 49,604
９）ＯＡ費 500,000 84,924 415,076
１０）租税公課 300,000 865,471 △565471
１１）雑費 35,114 29,717 5,397
１２）退職共済掛け金 400,000 360,000 40,000
３．本支部清算金 5,782,000 5,782,000 0
４．什器備品減価償却額＊1 19,886 17,488 2,398
５．退職積立分担金 300,000 300,000 0
６．事業推進積立金 300,000 0 300,000
７．予備費 700,000 0 700,000

小 計 43,757,000 38,627,093 5,129,907
繰り越し金 0 5,744,396 △5,744,396
合 計 43,757,000 44,371,489 △614,489

＊１正味財産増減科目



- 9 -

貸 借 対 照 表

平成２４年３月３１日 現在

【 資 産 の 部 】 【 負 債 の 部 】

１．流 動 資 産 １．流 動 負 債

勘 定 科 目 金 額 勘 定 科 目 金 額

1,128,406 未払い金 0普通預金（三菱東京UFJ／A）

8,377,947 前受金（事業） 4,882,500普通預金（三菱東京UFJ／B）

普通預金（中央三井信託） 411,154 前受金（法人会費） 0

未収金 0 前受金（個人会費） 0

前払い金 710,500 預かり金 1,111

流動資産合計 10,628,007 流動負債合計 4,883,611

２．固 定 資 産 ２．固 定 負 債 0

①特定資産 負債合計 4,883,611

事業推進準備積立金 22,500,000

【正味財産の部】

特定資産合計 22,500,000 一般正味財産

②その他の固定資産 ①事業推進準備引当金 22,500,000

什器備品 22,285 ②減価償却資産引当金 22,285

その他の固定資産合計 22,285 ③次期繰越金 5,744,396

固定資産合計 22,522,285 正味財産合計 28,266,681

資産合計 33,150,292 負債及び正味財産合計 33,150,292

※新基準に準拠し引当金を正味財産へ充当

監 査 報 告 書

監査した結果、適正に処理されていることを確認し、これを承認しました。事業報告書及び決算書を

平成２４年４ 日月２０

印監事 大澤 勝弘

印監事 梶浦 宏男
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第２号議案

平成２ 4 年度 中部支部事業計画（案）

第 １ 諸 会 議

１）第４９回 定期総会 ５月１７日（木） ホテルキャッスルプラザ

２）第４９回 役 員 会 ４月 2 ６日（木） 名古屋マリオットホテル

３）第 1 回 運営委員会 ８月３１日（金） ホテルキャッスルプラザ

第２回 運営委員会 ２５年２月 ホテルキャッスルプラザ

第 4 ７期 包装管理士講座講師打合会 ２５年３月 ホテルキャッスルプラザ４）

５）第 100 回全国支部連絡会 ５月９日（水） ＪＰＩ本部会議室

第 101 回全国支部連絡会 未定 未定

第 ２ 事 業

１）研究会活動

(1)研究例会

①包装資材研究例会 ６月２８日（木） 愛知県産業労働センター

②輸送包装研究例会 ７月２６日（木） 愛知県産業労働センター

③生活者包装研究例会 ９月２０日（木） 愛知県産業労働センター

④包装技術研究例会 １ 1 月１５日（木） 愛知県産業労働センター

(2)講演会

①定期総会記念講演会 ５月１７日（木） ホテルキャッスルプラザ

②北陸地区包装技術講演会 １０月１２日（金） 富山市内

(3)見学会 ９月 未定

(4)第５２回包装技術研究大会中部大会 ２５年２月２１日（木） 愛知県産業労働センター

(5)第２４回包装研究懇話会 ２５年３月 未定

２）研修活動

(1) 愛知県技術開発交流ｾﾝﾀｰ第２２回包装設計の基礎講座 ５月２４～２５日（木、金）

(2)第４７期包装管理士講座 ６月～９月 ﾎﾃﾙ日航豊橋、ｳｲﾝｸあいち

第４７期包装管理士講座合格証書授与式 １０月２６日 メルパルク名古屋（金）

３）第４９回定期総会交流懇親会 ５月１７日（木） ホテルキャッスルプラザ

４）２０１３中部包装界新年賀詞交歓会 ２５年１月１６日（水） ホテルキャッスルプラザ

５）東京国際包装展 １０月２日（火）～５日（金） 東京国際展示場

１１月２９、３０日（木、金） 幕張メッセ６）第５０回全日本包装技術研究大会

７）月刊誌「包装技術」発行

８）その他後援事業
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第３号議案

役員の選任(案)に関する件

（敬称略）

１．支部長以下役員を次の通り退任及び新任したい。

(1) 退 任

支 部 長 山﨑 秀嗣 株式会社デンソーロジテム 顧問

顧 問 荻原 茂 名港海運株式会社 代表取締役社長

元NGKロジスティクス株式会社三井 弘文

吉野 清彦 元㈱デンソーロジテム

副支部長 三輪 達夫 NGKロジスティクス株式会社 常務取締役

見田 昌隆 見田工作株式会社 代表取締役社長

役 員 伊藤 清 名港海運株式会社 専務取締役

伊藤 晴夫 東海漬物株式会社 常務取締役漬物機能研究所長

飯田 和宏 CKD株式会社 部長

牧野 渉 アイセロ化学株式会社 代表取締役社長

松浦 正雄 トヨタ自動車株式会社 ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ物流部拠点管理室長

右田 政三 株式会社デンソーロジテム 顧問

(2) 新 任

支 部 長 平手 正美 NGKロジスティクス株式会社 代表取締役社長

顧 問 山﨑 秀嗣 株式会社デンソーロジテム 顧問

副支部長 伊藤 清 名港海運株式会社 専務取締役

牧野 渉 アイセロ化学株式会社 代表取締役社長

役 員 大坪 宜史 トヨタ自動車株式会社 ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ物流部物流準備計画室長

近藤 裕之 株式会社デンソーロジテム 取締役

見田 昌隆 見田工作株式会社 代表取締役社長

三輪 達夫 NGKロジスティクス株式会社 常務取締役

吉澤 一幸 東海漬物株式会社 常務取締役漬物機能研究所長
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平成２４年度 中部支部役員（案）

（敬称略５０音順）

支 部 長 平手 正美 NGKﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 代表取締役社長○

顧 問 山﨑 秀嗣 株式会社デンソーロジテム 顧問○

副 支 部 長 伊藤 清 名港海運株式会社 専務取締役○

高須 恭夫 あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ 産業技術ｾﾝﾀｰ長

牧野 渉 アイセロ化学株式会社 代表取締役社長○

役 員 井上 和俊 フタムラ化学株式会社 常務取締役

大辻 誠 中津川包装工業株式会社 代表取締役社長

○大坪 宜史 トヨタ自動車株式会社 ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ物流部物流準備計画室長

神谷 修 刈谷紙器株式会社 代表取締役社長

倉田比呂志 アイシン精機株式会社 物流管理部長

○近藤 裕之 株式会社デンソーロジテム 取締役

齊藤 光次 ダイナパック株式会社 代表取締役副社長

杉山 卓繁 笹徳印刷株式会社 代表取締役社長

羽根 博巳 財団法人中部生産性本部 専務理事

平野 公一 レンゴー株式会社段ﾎﾞｰﾙ部門 執行役員中部兼近畿事業部長

深津 秀夫 ホーユー株式会社 品質保証部長

見田 昌隆 見田工作株式会社 代表取締役社長

南 博一 愛電商事株式会社 代表取締役社長

宮川 和典 株式会社ミツカン 仕入統括部長

三輪 達夫 NGKﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 常務取締役

吉澤 一幸 東海漬物株式会社 常務取締役漬物機能研究所長○

渡邉 幸次 株式会社フジキカイ 取締役営業本部長

監 事 大澤 勝弘 浅野段ボール株式会社 代表取締役社長

梶浦 宏男 株式会社チューゲン 代表取締役社長

（○印：新役員）
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平成２４年度 中部支部運営委員（案）

（敬称略５０音順）

委 員 長 近藤 裕之 株式会社デンソーロジテム 取締役○

副委員長 小塚 恒夫 株式会社チューゲン 専務取締役営業本部長

委 員 天野 豊 アイシン精機株式会社 物流管理部物流企画Gﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ○

ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ物流部物流準備計画室ｸﾞﾙｰﾌﾟ長○安藤 昇 トヨタ自動車株式会社

石川 元信 株式会社デンソーロジテム 第 1 業務本部包装管理部長

伊藤 恭敏 三菱電機㈱名古屋製作所 営業部物流ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

岩田 峰司 東海漬物株式会社 漬物機能研究所主任開発員

生産物流本部仕入統括部担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ海老塚豊実 株式会社ミツカン

大崎 清 ㈱ポッカコーポレーション 生産本部製造品質G ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ

大山 孝一 中津川包装工業株式会社 亀山営業所長

㈱ノリタケカンパニーリミテド 工業機材事業本部 物流ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ岡田 正彦

奥平 賢司 見田工作株式会社 L.P室長

押田 孝博 リスパック株式会社 取締役技術開発本部長

加納 隆司 株式会社エイテクノデザイン 代表取締役社長

神谷 強 刈谷紙器株式会社 専務取締役

後藤 嘉信 フタムラ化学株式会社 ﾌｨﾙﾑ営業企画部企画Gﾘｰﾀﾞｰ

近藤 浩一 笹徳印刷株式会社 企画制作本部長○

CJ部技術ｾﾝﾀｰ川島研究室 担当課長笹田 敬史 エーザイ株式会社

杉浦 一男 石塚硝子株式会社 執行役員ﾍﾟｰﾊﾟｰｶﾝﾊﾟﾆｰ生産本部長

技術本部ﾌﾟﾘﾝﾀｰ統括技術部 25 部責任者瀬戸上 裕 京ｾﾗﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

高見 昭寛 ホーユー株式会社 桜が丘製造部品質保証課長

谷内 秀夫 アイセロ化学株式会社 常務取締役技術開発本部長

柘植 要 名港海運株式会社 取締役営業第２部長

冨田 茂樹 空調輸冷工作部生産技術課長○ 三菱重工業株式会社冷熱事業本部

開発設計本部企画設計部兼製品開発部長代理○中野 幸夫 ダイナパック株式会社

深村 英明 ヤマハ発動機株式会社 BDsys技術部ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ技術課主査

前川 銑一 愛電商事株式会社 業務事業部物流担当部長○

光松 正人 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長○

矢島 泰人 部長NGKロジスティクス株式会社 業務部副

吉田 将之 浅野段ボール株式会社 取締役営業部長

（○印：新運営委員）


