2017 年 4 月 4 日
関係各位

ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ 2017／金型展 2017
金属プレス加工技術展 2017
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 12 日(水)～15 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「INTERMOLD2017／金型展 2017」
（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 2017」(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、随時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
一覧などを更新し、公開してまい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：infoim2017@tvoe.co.jp
担当:岸本
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2017 年 4 月 4 日
報道関係者各位
プレスリリース
インターモールド振興会
ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ2017／金型展 2017
金属プレス加工技術展 2017
「INTERMOLD2017／金型展 2017」
（主催：一般社団法人日本金型工業会）ならびに「金属プレス加工
技術展 2017」
（主催：一般社団法人日本金属プレス工業協会）が、4 月 12 日（水）から 15 日（土）
まで 4 日間にわたり東京ビッグサイトで開催される。前回開催を上回る 461 社・団体、891 小間での
開催となる。金型専門見本市として、金型設計・製造から成形に至るソリューション提案を行い、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する。
「中小企業が主役」
中小企業の競争力向上、高品質な「ものづくり」を実現する具体的な提案として、
『精密仕上げ』
『バ
リ取り』
『熱処理』
『表面処理』の分野を強化している。高付加価値を追求する中小企業へ、即効性の
高いソリューションとして提案しています。
また、積極的な事業展開に取り組み、業界で活躍する中小企業経営者によるセミナーを開催し、中小
企業の抱えるテーマ『営業力強化』
『販路拡大』
『海外展開』
『人材育成・人材確保』
『事業継承』の解
決のヒントとなる実例を発表する。懇親会や名刺交換会なども行い、中小企業を中心とした「ものづ
くり連携」の絶好と場となるよう展開する。
基調講演では、株式会社ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長の近藤 潤氏を講師に迎え『世界シェア 1%
SUBARU の企業戦略』と題した講演を行う。
また、特別講演では『日本の製造技術の底力に期待する』と題し、鴻海精密工業（フォクスコン社）
の技術顧問として最先端の商品開発に携わり、昨年からはシャープ社取締役としても活躍されている
東京大学名誉教授の中川 威雄氏を講師に迎える。
事務局では自動車産業から精密機器産業に渡り、幅広い製造業分野からの来場動員を行っている。
事務局では事前来場登録、各種講演の受付を開始している。
【事前来場登録は下記の公式ホームページから受付】
INTERMOLD2017／金型展 2017／金属プレス加工技術展 2017 http://intermold.jp/jizen
【本展に関するお問合せ先】
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

告知を貴媒体でお願いするとともに、会場内にプレスル－ムを設置しますので当日の模様などを報
道していただければ幸いです。受付は登録所に設置しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
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■開催概要■
【名称】INTERMOLD2017
【主催】(一社) 日本金型工業会
【後援】経済産業省 外務省 東京都 東京商工会議所 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェト
ロ）日本経済新聞社（順不同）
【協賛】 (一社)日本工作機械工業会 （一社）日本鍛圧機械工業会 (一社)日本金属プレス工業
協会 日本工作機械輸入協会 日本精密機械工業会 日本機械工具工業会 (一社)日本
工作機器工業会 日本精密測定機器工業会 日本光学測定機工業会 ダイヤモンド工業
協会 （一社）型技術協会 日本プラスチック機械工業会 (一社)日本塑性加工学会
(一社) 日本機械学会 (公社) 精密工学会 (一社)日本ダイカスト協会 (一社)日本鍛
造協会 (一社)日本自動車部品工業会（順不同）
【名称】 金型展2017
【主催】 (一社)日本金型工業会
【名称】 金属プレス加工技術展2017
【主催】 (一社)日本金属プレス工業協会
【協賛】 (一社)日本自動車部品工業会 (一社)日本鍛圧機械工業会 (一社)日本金型工業会 （一
社）型技術協会 (一財)素形材センター (一社)日本産業機械工業会 (一社)日本ダイ
カスト協会 日本金属熱処理工業会 (一社)日本鋳造協会 (一社)日本鍛造協会 (一
社)日本バルブ工業会 日本粉末冶金工業会 (一社)日本塑性加工学会 (一社)日本機
械学会 （公財）天田財団 （公財）金型技術振興財団（順不同）
【会期】 2017 年 4 月 12 日（水）から 15 日（土）4 日間
【開場時間】 10：00～17：00（最終日 15 日は 16：00 まで）
【会場】 東京ビッグサイト（東 5・6 ホール）
【入場料】 1,000 円（登録入場制・税込）※招待券持参者・事前来場登録者は無料
【運営】 インターモールド振興会
【予想来場者数】50,000 人
【来場対象】金型メーカー、金型ユーザーなどの金型産業関係者および金属プレス産業関係者など
自動車・自動車部品、家電・情報通信機器、航空機部品、医療部品、エネルギー関連
など
【ＵＲＬ】http://intermold.jp
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■併催事業紹介 （各詳細は公式サイトでご確認ください）■
１．基調講演 （事前登録制・受講無料）
日時：２０１７年４月１２日（水） 11:00～12:30
会場：東京ビッグサイト レセプションホール B
定員：約４５０名（聴講無料、事前登録制）
講師： 富士重工業株式会社 代表取締役副社長 近藤 潤 氏
テーマ：
『世界シェア 1% SUBARU の企業戦略』
規模が小さい企業が生き残るために何をなすべきか。
価格や機能による同質競争から抜け出し、独自の付加価値戦略・差別化戦略のもと SUBARU
ブランドを徹底的に磨き持続的な成長を目指してきました。
2014 年に発表した新中期経営ビジョン「際立とう 2020」において、2020 年のありたい姿
「大きくはないが強い特徴を持ち質の高い企業」と定め、お客様からの信頼№１・高いブ
ランド力・業界高位の利益率・販売台数 110 万台＋α 達成に向け取り組んできた事例を紹
介します。
選択と集中・差別化(強みを生かす）と付加価値追求・支える技術力と現場力を中心にお
話しさせていただきます。少しでも皆様の活動のヒントになれば幸いです。
２．金属プレス加工技術 2017 特別講演
日時：２０１７年４月１２日(水) 13:30～15:00
会場：東京ビッグサイト レセプションホール B
定員：約４５０名（聴講無料、事前登録制）
講師：東大名誉教授 中川 威雄氏
テーマ：
『日本の製造技術の底力に期待する』
東大の生産技術研究所でプレス加工、金型成形、切削や研磨加工などで数々の新技術開発
に挑戦されてきた中川威雄先生は、1999 年に停年退職後、東京大田区でファインテック社
を創業し、今でもものづくり技術の研究開発を続けられている。それらの開発技術は中国
の巨大な鴻海精密工業（フォクスコン社）の技術向上にも生かされ、昨年からはシャープ
社の取締役としても活躍されている。
同氏は永らく「金属プレス加工技術展」の企画立案にも参画されてきたが、今回は当のご
本人に、これまでの足跡を語っていただくと同時に、グローバル競争の時代の中で、日本
のモノづくり企業のおかれている厳しい現状、さらには“モノづくり技術開発は日本に限
る”といった持論を語っていただき、意欲のある製造業の方々に参考にしていただきたい。

３．特別企画 中小企業経営者セミナー
「～主役は中小企業だ！次世代ものづくりへの課題～」
日時：2017 年 4 月 13 日(木) 第１部 10:30～12:30 ※コーヒーブレイクあり
第２部 15:00～18:15 ※懇親会あり
講師
【第 1 部】
株式会社エムアイモルデ 代表取締役 宮城島 俊之 氏
株式会社狭山金型製作所 代表取締役 大場 治 氏
【第 2 部】
エムケーカシヤマ株式会社 代表取締役社長 樫山 剛士 氏
株式会社サイベックコーポレーション 代表取締役社長 平林 巧造 氏
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４．出展者によるプレゼンテーション
出展企業によるプレゼンテーションセミナー
「テクニカル・ワークショップ」14 セッション／「オープンセミナー」28 セッション
＊併催事業については、会場、開講スケジュールなど詳細を公式サイトで公開中。
■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。
【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：岸本
〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-2-15 TEL: 06-6944-9911 FAX: 06-6944-9912
以上
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