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  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

国土交通省近畿地方整備局 

近畿地方整備局  配布日時 平成 30 年 6 月 27 日 

14 時 00 分 
資料配布 

 

 

件 名 
「関西総合物流活性化モデル」ＰＲセミナー開催 

～平成29年度に認定した3事業～ 

  

概  要 

関西の陸海空全ての分野での国際物流サービスを対象とし、産業界のニーズを的

確に満たす独自性の高いビジネスモデルを認定して普及促進を支援する「関西総合

物流活性化モデル」ＰＲセミナーを開催します。 

平成29年度に認定した3事業「関西総合物流活性化モデル」 

①日本食輸出に貢献する神戸発リーファー食品輸送サービス 
②医薬品輸送認証システム「IATA CEIV Pharma」取得及び高品質輸送サービスの構築 
③関西国際空港を拠点とした保税運送貨物の空港間輸送サービス 

 

○日 時：2018年7月30日（月） 14:00～16:00 

○場 所：公益社団法人 関西経済連合会 29階会議室 

    （〒530-6691 大阪市北区中之島6丁目2番27号（中之島センタービル）） 

○主 催：国際物流戦略チーム（※1） 
※報道関係者のセミナー取材・傍聴とも可能です。 

   なお、取材・撮影時は自社腕章等の着用をお願いします。 

（※1）「国際物流戦略チーム」とは 
関西の産学官を構成員とし、近畿圏の国際物流に係る課題を的確に把握・分析するとと

もに、総合的・戦略的に各種物流施策の展開に取り組んでいる組織です。 
           http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kbutsuryu/top.html 

※本件は、近畿運輸局から近畿運輸局関係記者会向けにも同時配布しております。 

  

取り扱い 平成 30 年 6 月 29 日 14 時 00 分 解禁 

  

配布場所 

 近畿建設記者クラブ   大手前記者クラブ   神戸海運記者クラブ 

 神戸民放記者クラブ   みなと記者クラブ   神戸経済記者クラブ 

 和歌山県政記者クラブ 和歌山県政放送記者クラブ 和歌山地方新聞記者クラブ 

港湾新聞社 マリタイムデーリーニュース社 日刊海事通信社 海事プレス  

港湾空港タイムス 

  

問合せ先 

【国際物流戦略チーム事務局】  

国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 クルーズ振興・港湾物流企画室 

室長     尾上
おのうえ

 博文
ひろふみ

 

   課長補佐  斉藤
さいとう

 祐一
ゆういち

 

  国土交通省 近畿運輸局 交通政策部 環境・物流課 

   課長    竹内
たけうち

 秀
ひで

気
き

  

   専門官   山田
や ま だ

 宏
ひろし

 

  国土交通省 大阪航空局 空港部 空港経営改革調整課 

   課長    幸
こう

松
まつ

 和明
かずあき

 

  公益社団法人 関西経済連合会 地域連携部 

   部長    西村
にしむら

 和芳
かずよし

 

 

TEL 078-391-3102 

TEL 06-6949-6410 

TEL 06-6441-0107 

TEL 06-6949-6209 



2018 年 6 月 
 

「関西総合物流活性化モデル」ＰＲセミナー 開催のご案内 

 

このたび、陸海空にわたる国際物流のインフラ整備と活用に向けて関西の産学官で取り組む「国際物

流戦略チーム」(本部長：松本 正義 関西経済連合会会長)は、「関西総合物流活性化モデル」ＰＲセミ

ナーを開催致します。 

「関西総合物流活性化モデル認定事業」は、阪神港を対象とした「阪神港利用促進プロジェクト」と  

関空を対象とした「関空物流ニュービジネスモデル促進事業」を発展的に統合し、平成 27 年度に創設

した認定事業です。関西の陸海空全ての分野での国際物流サービスを対象とし、産業界のニーズを的確

に満たす独自性の高いビジネスモデルを認定して普及促進を支援することにより、関西の産業発展と物

流の機能強化を目指しています。 

本セミナーでは、平成 29 年度に認定した 3 事業をご紹介するとともに、国際物流戦略チームから最

近の取組状況等についてもあわせてご紹介致します。ご多用の折とは存じますが、ぜひご参加をご検討

賜りますよう、よろしくお願い致します。 

 

 
■日 時：２０１８年７月３０日（月） １４：００～１６：００ 

■場 所：公益社団法人 関西経済連合会 29階会議室 

     （〒530-6691 大阪市北区中之島6丁目2番27号（中之島センタービル）） 

■主 催：国際物流戦略チーム（本部長 松本 正義 関西経済連合会会長） 

■プログラム： 

  Ⅰ．国際物流戦略チームからのご紹介 

○「国際コンテナ戦略港湾政策～阪神港における創貨支援施策～」  【近畿地方整備局】 

○「手ぶら観光の普及促進について」                 【近畿運輸局】   

○「大阪航空局管内における国際航空貨物について」          【大阪航空局】   
 

Ⅱ．平成29年度「関西総合物流活性化モデル」のご紹介 

①日本食輸出に貢献する神戸発リーファー食品輸送サービス 

【株式会社ユニエツクス】 

②医薬品輸送認証システム「IATA CEIV Pharma」取得及び高品質輸送サービスの構築 

【KIX Pharma コミュニティ】 

③関西国際空港を拠点とした保税運送貨物の空港間輸送サービス 

【株式会社ドコマップジャパン】 
 

Ⅲ． 名刺交換タイム（希望者のみ）     認定事業者との名刺交換の場としてご利用ください。 

 

※参加お申し込みは、申込書にご記入の上、７月１３日（金）までに FAX にてご返送下さい。 

お問い合わせ先：関西経済連合会 地域連携部 別所
べっしょ

・山岡
やまおか

 TEL 06-6441-0107 FAX06-6441-0443



 案内元：近畿地方整備局  
 

【本セミナーでご紹介する「関西総合物流活性化モデル」】 
 モデル名（認定事業者） 概   要 

１ 日本食輸出に貢献する神戸発リーファー

食品輸送サービス（㈱ユニエツクス） 

・近年増加傾向にある日本の食品を神戸港に集約・混載し、小ロット

の取引でも現地配送まで徹底したコールドチェーンで輸送を提供。 

・さらに低温輸送の研究機関・神戸港低温倉庫と連携し最適な輸送を

トータルアドバイス。 

２ 医薬品輸送認証システム「IATA CEIV 

Pharma」取得及び高品質輸送サービスの

構築（KIX Pharma コミュニティ） 

・医薬品輸送認証システム「IATA CEIV Pharma」について、北アジア

で初めて空港コミュニティでの取得アプローチを実施。 

・これにより航空輸送に関わるサプライチェーン全体の輸送品質向上

を可能とし、関空を活用した更なる医薬品物流の活性化を実施。 

３ 関西国際空港を拠点とした保税運送貨物

の空港間輸送サービス（㈱ドコマップジ

ャパン） 

・関西国際空港を中継地点として到着する貨物を成田国際空港・セン

トレア国際空港・福岡国際空港等の国内の別の国際空港へ保税運送す

るサービス。 

・GPS 車両位置管理システム「DoCoMAP］を利用して、航空貨物を積載

した車両の動態管理をリアルタイムで行い、決まった時間に正確に空

港間輸送ができる運行管理が可能。 

 
 
 

「関西総合物流活性化モデル」ＰＲセミナー 

参加申込書 

ファックス宛先：０６－６４４１－０４４３ 

公益社団法人 関西経済連合会 地域連携部 （担当：別所・山岡）行 
 
日時：２０１８年７月３０日（月） １４：００～１６：００（開場 １３：３０） 

会場：公益社団法人 関西経済連合会 29階会議室 

     （〒530-6691 大阪市北区中之島6丁目2番27号（中之島センタービル）） 

 

＊＊＊当日は本申込書をご持参下さい＊＊＊ 

弊会では、省エネルギー推進のために適正冷房（約28℃）に取り組んでおります（期間：5/1～10/31）。 

当日は、出来る限り軽装（ノー上着、ノーネクタイ等）でお越し下さい。 

 

会 社 名  

所 属・役 職 名  所 属・役 職 名
 

 

氏 名
ふ り が な

  氏 名
ふ り が な

  

ご 連 絡 先 

TEL 

FAX 
ご 連 絡 先 

TEL 

FAX 

※会場準備の都合により、参加お申し込み期限は２０１８年７月１３日（金）とさせて頂きます。 
※申し込み多数の場合は先着順とさせて頂きます。定員に達した場合のみ、お断りの電話連絡を致しま

す。受講票は発行致しませんので、予めご了承下さい。 
※本状に記載頂いた個人情報につきましては、受付に必要な出席者名簿作成等、当該行事の運営管理の

目的以外には使用致しません。 


