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2015年 3月18日 

  

報道関係各位 

 

 

ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ 2015／金型展 2015 

金属プレス加工技術展 2015 

プレスリリース送付の件 

 

謹啓  時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本年4月15日(水)～18日(土)の4日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）に

おきまして「INTERMOLD2015／金型展2015」（主催：一般社団法人日本金型工業会）、「金属プ

レス加工技術展2015」(主催：一般社団法人日本金属プレス工業協会)を開催致します。 

つきましては、本展のプレスリリースをご用意させていただきましたので、是非貴媒体に於

いて取材、記事掲載などのご協力をいただきたくお願い申し上げます。 

また、本展のホームページに詳細事項や出展企業一覧、レイアウト、講演会・セミナー一覧

などを公開しておりますのでご参照ください。 

 

◆公式サイト  http://www.intermold.jp/ 

 

 

 

ご質問、ご要望などがありましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げま

す。                                    

                        敬具 

 

 連絡先  

 

インターモールド振興会 

〒540-0008大阪市中央区大手前1-2-15 

TEL：06-6944-9911 FAX：06-6944-9912 

E-mail：hamana@tvoe.co.jp 

担当：濱名(はまな) 
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異分野・異業種との連携 あたらしいモノづくりが始まる！ 

 

主催：一般社団法人日本金型工業会・一般社団法人日本金属プレス工業協会 

展示会規模：出展者数：427 社団体 872 小間（1小間＝9㎡） 
公式サイト：http://www.intermold.jp/ 

 

－展示会のみどころ－ 

 

【近年注目を集める分野の企画強化】 

「最先端の金型加工と成形加工技術」の専門見本市として、金型の設計・製造から金属プレス・プラ

スチック成形に至る一連の工程を網羅。日本のモノづくりを支える素形材産業の最新情報を発信し、

今年で26回開催となる。 

今回は、「試作・デザイン・解析＆3Dプリンティングフェア」「自動車部品製造技術フェア」「航空機

部品製造技術フェア」など注目を集める分野の企画を強化。 

「金型」「プレス加工」と異分野、異業種とのビジネスマッチングを目的とした企画によって、多様

な業界関係者が交わり生み出されるあらたなモノづくりの必要性を提案する。 

   

 

 

 

 

 

 

【基調講演をはじめ、主催・協力団体による各種セミナーを実施】 

 

●基調講演 

日 時：2015年 4月15日（水）11：00～12：30 

テーマ：「「自動車産業を支える日本自動車部品工業会(JAPIA)」の取り組み」 

講 師：一般社団法人日本自動車部品工業会 会長  

日本発条株式会社 代表取締役社長 玉村 和己氏 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟1Ｆ レセプションホールＢ 

 

●特別講演会 

日 時：2015年 4月17日（金）10：30～12：00 

テーマ：「自動車の技術動向～環境や自動運転と部品技術の取り組み」 

講 師：一般社団法人日本自動車部品工業会 技術担当顧問  松島 正秀氏 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟6Ｆ 会議室605/606 
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●特別講演会 〈主催：一般社団法人日本金属プレス工業協会〉 

日 時：2015年 4月17日（金）13：00～17：00 

テーマ：「自動車用プレス成形技術の将来を探る」 

講 師：講演1 名古屋大学大学院 工学研究科／中部大学 工学部 教授 石川 孝司氏 

    講演2 東レ株式会社 オートモーティブセンター 所長 山中 亨氏 

    講演3 トヨタ自動車株式会社 プレス生技部 第1プレス技術室 室長 紅林 道治氏 

    講演4 東京大学大学院 経済学研究科 ものづくり経営研究センター  

特任研究員 伊藤 洋氏 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟6Ｆ 会議室605/606 

 

●航空機部品製造技術フェア 特別セミナー 

〈主催：まんてんプロジェクト〉 

日 時：2015年 4月16日(木) 13：00～14：30 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟6F 会議室606 

テーマ：「空の産業革命〜無人航空機の世界動向」 

講 師：日本UAS 産業振興協議会 副理事長 千田 泰弘氏 

 

〈主催：一般社団法人次世代型航空機部品供給ネットワークＯＷＯ〉 

日 時：2015年 4月16日(木) 11：00～12：00 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟6F 会議室605 

テーマ：「日本の民間航空機産業のこれから -課題と対応-」 

講 師：川崎重工株式会社 航空宇宙カンパニー 社友(元取締役、岐阜工場長) 榊 達朗氏 

 

●海外ビジネスセミナー 

日 時：2015年 4月15日(水) 14：30～16：30  

会 場：東京ビッグサイト東5ホール内 テクニカル・ワークショップ第2会場 

テーマ：「欧州とアジアの交流点トルコ ～トルコ経済と金型産業の現状～」 

講 師：駐日トルコ共和国大使館 商務部 商務参事官 Mr. S. Mete Ozbalaban  

Tool Manufacturers’ Association of Turkey（UKUB）副会長 Mr. Levent Ganiyusufoglu 

 

●試作・デザイン・解析＆3Dプリンティングフェア 特別講演 

日 時：2015年 4月15日(水) 13：30～15：00 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟１FレセプションホールＢ 

テーマ：「モノづくりとコンシリエンスデザイン（仮）」 

講 師：大阪大学大学院工学研究科 教授・デザインディレクター・博士(医学)  

大阪大学・名誉教授 名古屋市立大学・名誉教授 川崎 和男氏 

 

●試作・デザイン・解析＆3Dプリンティングフェア 特別セミナー 

日 時：2015年 4月16日（木）～17日（金） 

INTERMOLD／金型展会場内で行う、「試作・デザイン・解析＆3Dプリンティングフェア」では企画の開

催に合わせて特別セミナーを実施。「デザイン」「新ビジネス展開」「3Dプリンティング技術の未来」

などをテーマに取り上げ、各分野の一線で活躍する方々によるセミナーが行われる。 
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テーマ：「3Dプリンターの現状とJMCのビジネス展開」 

講 師：株式会社JMC 代表取締役CEO 渡邊 大知氏 

会 場：4/16（木）東京ビッグサイト 会議棟6F 会議室605 

    4/17（金）東京ビッグサイト 東4ホール テクニカル・ワークショップ第1会場 

 

テーマ：「3Dプリンターブームの実際と、3Dデジタル技術の過去・現在・そして未来」 

講 師：株式会社ケイズデザインラボ 代表取締役社長 原 雄司氏 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟6F 会議室606 

 

テーマ：「3Dデジタル技術が可能にした表面加飾 ～D3テクスチャー®の最新事例～」 

講 師：株式会社ケイズデザインラボ 代表取締役社長 原 雄司氏 

会 場：東京ビッグサイト 東4ホール テクニカル・ワークショップ第1会場 

 

テーマ：「僕がたったひとりでメーカーをつくったわけ」 

講 師：ビーサイズ株式会社 代表取締役 八木 啓太氏 

会 場：東京ビッグサイト 東4ホール テクニカル・ワークショップ第1会場 

 

＜特別協賛：株式会社ストラタシス・ジャパン＞ 

テーマ：「3Dプリンタトップシェアのストラタシスによる、ものづくりにおける最新トレンドRP 

からDDMへ ～試作の枠を超え、製造現場で活躍する3Dプリンティング・ソリューション～」 

講 師：現在、調整中。 

会 場：東京ビッグサイト 会議棟6F 会議室606 

 

●出展者によるプレゼンテーション 

会場内に設置する特別会場にて、出展企業によるプレゼンテーションを実施。 

会場はテクニカル・ワークショップ会場とオープンセミナー会場の2種類にわかれており、出展者に

よる提案や最新製品の情報が入手できる。 

・セッション数 

「テクニカル・ワークショップ」 16セッション 

「オープンセミナー」 29セッション以上 

 

■併催事業について、開講時間・内容などの詳細情報は公式サイトで公開中。 

 

 

【全日本製造業コマ大戦 インターモールド2015 開催決定！】 

 

日 時：2015年 4月15日(水) 13：00～16：30 

会 場：東京ビッグサイト 東4ホール テクニカル・ワークショップ第1会場 

詳細はこちら >>> http://www.komataisen.com/%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%97%A5%E7%A8%8B/#intermold 
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■事前来場登録受付中■ 

 現在本展公式ホームページにて、展示会来場者のため“事前来場登録”の受付を行っている。この

登録フォームから登録すると入場料が無料となり、来場の際 スムーズに入場することができるの

でご利用いただきたい。 

 

◎事前来場登録用サイト 

INTERMOLD2015/金型展2015/金属プレス加工技術展2015→ http://intermold.jp/jizen/ 

 

【本展に関するお問い合せ先】 

インターモールド振興会   担当：濱名 

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15  TEL: 06-6944-9911 FAX: 06-6944-9912 

以上 

 


