日本流通学会

第２３回全国大会プログラム

（2009 年度）

統一論題：流通と情報－流通情報システムのグローバル化と市場取引のゆくえ

会

場：名桜大学
〒905-8585 沖縄県名護市字為又 1220-1

日

時：１０月３０日（金） 理事会・各種委員会
１０月３１日（土） シンポジウム・会員総会・懇親会
10:00～10:30
解題
10:30～16:00
シンポジウム・討論会（統一論題）
（会場：多目的ホール）
16;00～17:30
会員総会（会場：多目的ホール）
18:30～20:30
懇親会（会場：ホテルゆがふいんおきなわ ８階）
１１月 １日（日） 研究報告
9:30～12:50
研究報告（自由論題）
自由論題終了後 エクスカーション

懇親会会場：ホテルゆがふいんおきなわ
８階
〒905-0011 沖縄県名護市字宮里 453-1
大会参加費：1,000 円
懇親会会費：5,000 円
弁 当 代：500 円（10 月 31 日（土）のみ用意いたします。
）
（同封の返信用ハガキにてお申し込みの上、同封の振込み依頼書で前納をお願い致します。）
エクスカーション：11 月１日（日）研究報告会終了後、計画をしております。
昼食後、海洋博覧会記念公園（沖縄美ら海水族館他）を見学し、古民家にて夕食会を計画。
詳細は別紙を参照ください。

第１日目（１０月３１日） 統一論題シンポジウム 10:00～16:00（会場：多目的ホール）
◆ 会長解題
10:00～10:30 大石 芳裕（明治大学）
◆ 統一論題報告
座長：宇野 史郎（熊本学園大学）
・小野 雅之（神戸大学）
10:30～11:30 第１報告 開放的・分権的流通情報システムの意義と可能性
阿部 真也（九州情報大学）
11:30～12:30 第２報告 進化する IT の流通へのインパクト
福田
豊（電気通信大学）
12:30～13:30 昼 食
13:30～14:30 第３報告 中小事業者の IT 活用事情と課題
野澤 浩樹（株式会社シーポイント）
14:30～16:00 統一論題討論会
コメンテーター：半田 正樹（東北学院大学）
木立 真直（中央大学）
山西 万三（近畿労働金庫）
パネリスト：阿部 真也・福田 豊・野澤 浩樹

会員総会 16:00～17:30（会場：多目的ホール）

懇親会

18:30～20:30（会場：ホテルゆがふいんおきなわ ８階）

第２日目（１１月１日） 自由論題セッション 9:30～12:50（会場：名桜大学）

◆ 第１会場 テーマ：流通と農産物（会場：１１０教室）
座長：甲斐 諭 （中村学園大学）
9:30～10:15 第１報告 Functions and Significance of Old Pasar under the International Free Competition Case Study
of an Old Pasar Established 300 years ago in Manado City and Pekanbaru City
Willem J.F.Alfa Tumbuam（佐賀大学大学院）白武 義治（佐賀大学）
10:20～11:05 第２報告 銘柄牛肉の製品差別化とブランド管理
佐々木 悟（旭川大学）
11:05～11:15 休憩
座長：坂爪 浩史（北海道大学）
11:15～12:00 第３報告 不況下の日本の食品流通の変化と課題
甲斐 諭（中村学園大学）
12:05～12:50 第４報告 農産物広域物流における Reusable Plastic Containers の利用と紛失防止システム
尾碕 亨（酪農学園大学）

◆ 第２会場 テーマ：流通とマーケティング（会場：１０９教室）
座長：鐘 淑玲（東京工業大学）
9:30～10:15 第１報告 美容業界のサービス・マネジメント
尹 五仙（立命館大学大学院）
10:20～11:05 第２報告 地域ブランド戦略のマーケティング
早川 幸雄（城西短期大学）
11:05～11:15 休憩
座長：馬場 一（関西大学）
11:15～12:00 第３報告 組織面から見たグローバルブランド管理の現状と課題
井上 真里（日本大学）
12:05～12:50 第４報告 小売業のグローバリゼーションと企業の社会的責任
鳥羽 達郎（大阪商業大学）

◆ 第３会場 テーマ：流通とまちづくり（会場：１０８教室）
座長：川野 訓志（専修大学）
9:30～10:15 第１報告 日本における旅行市場の発展と現状－沖縄県の事例を通して
宮城 博文（立命館大学大学院）
10:20～11:05 第２報告 現代のまちづくりと市民参加－消費文化理論（CCT）調査の応用
草野 泰宏（熊本学園大学大学院）
11:05～11:15 休憩
座長：大野 哲明（近畿大学）
11:15～12:00 第３報告 地域活性化におけるインターナル･マーケティングについて-網走支庁の取組みを事例に
野村 比加留（東京農業大学）
12:05～12:50 第４報告 日韓小零細小売業の経営目的に関する研究
－東京都町田市と韓国大田市における小零細小売業を中心として－
李 東勲（石巻専修大学）金佑聲（Daejeon,Korea Mokwon University of Business Administration）

◆ 第４会場 テーマ：流通と市場の理論問題（会場：１０７教室）
座長：竹内 晴夫（愛知大学）
9:30～10:15 第１報告
－
10:20～11:05 第２報告 小売業における市場志向
大藪 亮（広島大学大学院）
11:05～11:15 休憩
座長：野崎 俊一（日本総合研究所）
11:15～12:00 第３報告 古典市場細分化戦略の今日－市場の認識の移り変わりを受けて
松井 温文（追手門大学）
12:05～12:50 第４報告 小売業の外部性理論にもとづく商業集積の階層性についての研究
楊 宇帆（中国中山大学）

名桜大学までのご案内

●沖縄県外 ⇒ 那覇空港まで
札幌（羽田乗り継ぎ）から約５時間、東京から約２時間 45 分、名古屋から約２時間 30 分、大阪から約２時間 15 分、福岡から約
１時間 40 分となっております。
●那覇空港から名護市内まで
□高速バス・路線バス利用の場合
：那覇空港到着ロビーを出て、バス乗り場から乗車し、終点の名護バスターミナルで降車お願いいたします。
高速バス（111 番）は②番乗り場から、所要時間約１時間45 分、料金2,130 円。路線バスは③・④番乗り場から、所要時間約２時
間。
※別紙の同封資料において、各バスの時刻表と料金を詳細に記しておりますので、そちらをご参照ください。
□レンタカー利用の場合
：那覇空港近隣のレンタカー各社をご利用の上、西海岸を延びる国道 58 号を北上するコース（所要時間約１時間 30～２時間）
と、沖縄自動車道を利用する方法（所要時間約１時間～１時間 30 分、那覇 IC～許田 IC まで料金 1,000 円）があります。
●名護市内から大学まで
□タクシーを利用する
名護バスターミナルから：所要時間約 15～20 分、料金約 600～1,000 円
※名護市内ホテル・名護市近郊ホテルからご案内は、別紙の同封資料にて記しておりますので、そちらをご参照ください。
□レンタカーを利用する
為又

名護市内から左記マップにあるように国道 58 号を北上
し、白銀橋交差点を左折し、約 3 ㎞程度直進。為又交
差点を右折（名桜大学の看板有り）し、さらに直進して
下さい。

11/1（日）研究報告会場（講義棟）
10/31（土）シンポジウム・
研究報告・会員総会会場

10/30（金）理事会・各種委員会

本部棟もしくは学生専用駐車場に駐車できます。

