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主催／一般社団法人日本金型工業会
　　　テレビ大阪併催展

お問い
合わせ

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　（株）テレビ大阪エクスプロ内
TEL ： 06-6944-9911　FAX ： 06-6944-9912　
E-mail : infoim2016@tvoe.co.jp

主な出展規程

事務局が出展申込書の記載事項を確認の後、出展者に出展料金の
請求書を送付します。これに基づき、出展者は、2016年1月29日（金）
までに出展料金全額を事務局指定の口座へ振込むものとします
（お支払いは銀行振込のみで、手形・小切手・直接現金でのお支払い
は受け付けておりません）。なお、出展料金を含め本展示会に関する
全ての請求についての振込手数料は出展者が負担するものとします。

5．小間の転貸等の禁止
出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡・
貸与もしくは出展者相互において交換することはできません。

6．共同出展者の取り扱い
2社以上の会社が共同出展をする場合は、原則として1社が代表して
申し込むものとし、出展料金などの各請求をはじめとする事務局から
の全ての連絡は、申込者の実務担当者へのみ通知するものとします。
なお、共同出展する社名などを申込時に事務局へ通知するものとします。

9．損害賠償
出展者は、出展者自身または出展者指定の業者などの代理人の不注意、
その他の理由により、展示会場設備または展示会建造物もしくは人身
などに対して与えた一切の損害について責任を負うものとします。
出展者は保険へ加入するなど、十分な対策を講じて下さい。

11.規程の遵守
出展者は本出展規程をはじめとする主催者が定める諸規程を遵守
することに同意のうえ出展申込みをするものとし、この点において将来
いかなる時点においても一切の異議を申し立てないこととします。
出展者は主催者が定める全ての規程を本展および出展者の利益
保護のためのものと解釈し、その実行に協力するものとします。

10.展示会開催の変更・中止
（1）主催者は、天災、その他の不可抗力により会期・会場を変更、展示

規模の縮小、または開催を中止することがあります。主催者は、
これによって生じた損害の補償や費用の増加、その他不利な事態
に陥るなどに対する責任を負わないものとします。なお、展示会
開催を事前に中止した時は、既納出展料金より既発生の費用を
控除した残額の一部を返金します。

（2）出展申込みは、変更された会期等について有効とし、会期変更
などを理由として出展を取消すことはできません。

7．出展物および展示装飾に関する規制と撤去・搬出
(1)小間内の出展物および装飾物等が、後日事務局より通知される
期日内に撤去・搬出されない場合は、出展者の費用負担で、事務局
により撤去・搬出できるものとします。

(2)いかなる方法でも、近隣の小間の妨げとなる小間の造作はでき
ないものとし、近隣小間の出展者から苦情がでた場合、事務局が
展示会運営上の立場から判断し、小間装飾などの変更が必要と
判断した場合は、当該小間の出展者はその変更に同意するものと
します。この場合に発生する費用は、出展者の負担とします。

(3)事務局は展示会開催趣旨・目的などの観点から問題があると思わ
れる出展物の展示や装飾に関して規制または撤去する権限を
有するものとします。この場合、事務局は出展者に対して輸送・展示
費用などの負担や出展料金などの返金について一切の責任を
負わないものとします。

1．出展料金の請求と支払い

8．出展物の管理と免責
主催者は、出展物の管理・保全について警備員を配置するなど会場
全般の管理・保全にあたりますが、出展物への天災、不可抗力、盗難、
紛失などあらゆる原因により生じる出展物への損失または損害に
ついてその責任を負わないものとします。出展物、備品の管理は出展者
の責任の下、万全を期して行って下さい。

■表 1-4

出展者が事務局の定める手続きを行い、その出展申込書(申込みシステ
ムの利用、出展申込書の郵送、ファックス、eメールなど)を事務局が受領
した時点で申込成立とします。ただし、出展内容が展示会趣旨にそぐわ
ない場合や出展資格を有しないと事務局が判断した場合は出展をお断
りする場合があります。

3．出展申込の取消（キャンセル）
(1)出展申込の取消または申込内容の変更は原則として認めませんが、
やむなく出展の取消もしくは申込内容の変更（出展小間数の一部
キャンセルなど）を行う場合には、その理由を明記した文書を事務局
に提出し、承諾を得て下さい。

4．小間位置の決定
(1)小間の位置は、出展物の内容、申込順位、出展実績、会場全般の
構成、実演の有無などを考慮して事務局が行い、後日通知します
（予定）。出展者は小間の割当について、苦情や出展取消等を申し
出ることはできません。

(2)主催者は、消防法令上または出展者の展示効果向上のために
小間図面を変更し、それに伴い小間を再配置することができます。
その際、出展者は小間位置変更に関する損害賠償請求はでき
ないものとします。

(2)出展申込締切日の翌日（2015年12月23日）以降、やむなく出展の
取消もしくは申込内容の変更を行う場合には、その時期に応じて
下記の出展取消料をお支払い下さい。なお、下表は事務局が出展者
からの取消・変更通知書面を受領した日を基準とします。

(3)出展者が上記相当金額を支払っていないときは、取消通知後、直
ちに支払うものとします。出展者が既に支払った金額が上記相当
金額を超過している場合は、超過分を事務局より返金します。この
場合、振込手数料は出展者の負担とします。

(4)事務局は、次に該当する場合、出展者に対し、何らの予告無しに出
展を取消することができ、また、出展料金全額をお支払いいただ
きます。この場合、事務局は当該場所を適切な方法で使用するこ
とができるものとします。

　 ①2016年1月29日（金）までに出展料金を完納しない場合
　 ②事前申告なしに搬入日の2016年4月19日12時までに小間の

使用を開始しない場合
　 ③出展規程および関連規程に記載の事項に違反し、事務局の催告

によっても改善が認められない場合

書面による取消・変更通知を受領した日

2015年12月23日～2016年1月  9日

2016年  1月10日～2016年1月31日

2016年  2月  1日 以降

出展取消料

出展料金の  50％

出展料金の  75％

出展料金の100％

2．出展申込みの受理、成立期日について



プレス加工機
サーボプレス、機械プレス、

油圧プレス、トランスファープレス、
ファインブラン、キングプレス、
深絞りプレス、粉末成型プレス、
冷・温・熱間鍛造プレスなど

、

周辺機器
トランスファーシステム、
アンコイラ・レベラ・ループ・
フィーダーなど、材料供給装置、
ロボット・自動化システム、
安全装置、その他関連機器

02

一般社団法人日本金属プレス工業協会の主催によるセミナーを開講します。
金属プレス業界における最新トピックを取り上げることにより、新技術に関
心の高い来場者（ユーザー）の集客を見込みます。特別講演会では業界著名
人を講師に招き、大手メーカーやユーザーの最新技術や業界動向などを発
表していただきます。

また、技術セミナーでは、金属プレス事業者・プレスユーザーとプレス加工
機メーカーとのコラボレーションにより具体的な技術・設備の導入事例を
交えたセミナーを行います。これらの参加者を展示会場に誘導することに
より、出展者にとって意義の高いビジネスマッチング空間を創出します。

金属プレス加工メーカー向けセミナーを開催

2015年
実績

特別講演会 ■ 日時／2015年4月17日(金) 13：00～17：00
■ 会場／東京ビッグサイト 会議棟6F 会議室605／606
■ 主催／一般社団法人日本金属プレス工業協会

自動車用プレス成形技術の将来を探る
コーディネータ／東京大学 名誉教授 工学博士　中川 威雄氏

講演 4 16：10～17：00

講師
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

激動するインドの自動車市場
～新政権で期待される未来～

講演 3 14：55～16：00

講師
トヨタ自動車(株) プレス生技部 第1プレス技術室 
室長　紅林 道治氏

「もっといいクルマづくり」に向けた
トヨタの金型造りにおける取り組み

講演 2 14：00～14：45

講師
東レ(株) オートモーティブセンター 
所長　山中 亨氏

素材がかわる。クルマがかわる。
～先端材料が拓く未来～

講演 1 13：00～13：50

講師
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

グリーンモビリティー戦略 ： 
部材軽量化のための塑性加工技術
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基調講演・特別講演の開催

出展対象
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プレスなど

各種金属プレス
成形サンプル

プレス金型・
プレス金型部品

プレス加工
事業者による
技術PR

世界基準のモノづくり
日本の基幹産業であるモノづくりを支える
「素形材産業・金属プレス産業」
モノづくりの競争力の源泉となる
優れた技術と信頼性を有する素形材産業
「金属プレス産業」に向けて
最新の金型開発、設計～金型製造～プレス加工の
一貫したソリューションを提案します。

金属プレス加工技術展では、併催する素形材関連展示会と連動し、
最先端の加工ソリューションを提案し、金型、金属プレス加工事業者との
ビジネスマッチングを実現させます。

素形材産業の専門見本市として、プロフェッショナルが集う
「金属プレス加工技術展２０１６」に是非ご参加ください。

プレス加工に関する最新設備、最新情報が集結。

高機能部品、自動車部品
などの軽量化

ロボット技術による
自動化・高効率化

ハイテン材、アルミ合金材など
難加工技術の導入

異素材分野への金属プレス
加工部品への代替提案

微細加工技術による
高精度、高品質化 異業種、異分野への展開

複合加工技術による
高効率化、低コスト化 ＣＦＲＰ、樹脂部品との複合化

■P01-02
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開催概要

03

併　　催

※下記概要データは3展を合計

来場者の地域分類 ※各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示

来場者数 インターモールド 34,429人
金型展 6,809人

金属プレス加工技術展 6,065人

金属プレス
加工技術展

合計1,770人（3展合計）

北海道地区
0.22%
0.04%
0.49%

東北地区
2.80%
2.59%
3.43%

北陸地区
3.49%
2.41%
3.71%

中部地区
18.46%
15.00%
15.93%

近畿地区
7.61%
6.81%
5.92%

中国・四国地区
1.92%
1.68%
1.33%

九州・沖縄地区
1.16%
0.95%
1.02%

海外
4.33%
2.20%
2.14%

関東地区
60.02%
（うち東京都内28.54%）
68.32%
（うち東京都内35.43%）
66.05%
（うち東京都内29.68%）

部品加工メーカー
27.88%

金型メーカー
7.66%

その他
38.41%

商社
12.52%

金型・成形兼業
6.44%

成形加工メーカー
7.10%

※下記数字は回答数を表示
※複数回答有り

プレス金型

鍛造金型

鋳造金型

ダイカスト金型

ガラス金型

プラスチック金型

ゴム金型

ブロー金型

粉末冶金金型

その他

4,330

995

537

670

123

1,203

392

189

231

1,317

3,129

1,400

1,621

569

564

390

159

106

842

199

125

974

出展者一覧

会場レイアウト／東京ビッグサイト（2015年）開催データ

会　　期
会　　場
出展規模
来場者数

INTERMOLD 2015（第26回 金型加工技術展）
金型展2015

名　　称 金属プレス加工技術展2015

2015年4月15日（水）～18日（土）10：00～17：00（最終日は～16：00）
東京ビッグサイト　東4ホール・東5ホール（〒135-0063　東京都江東区有明3-10-1）
427社・団体 　872小間
47,303人

※各項目の「比率」は小数点
　第ニ位までを表示来場者業種分類 分野属性① ※下記数字は回答数を表示

※複数回答有り分野属性②

海外来場者の地域

自動車・自動車部品関連

半導体・電子機器関連

家電・通信機器関連

食品・医療・バイオ関連

商社関連

航空・宇宙関連

文具

玩具

建設・建材

研究・教育

公社・官公庁

その他

2015年 開催実績（東京）
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INSいわて金型研究会（株式会社サンアイ精機、和田工業株式会社）
愛知産業株式会社
株式会社アイピーエス
株式会社旭プレシジョン
株式会社アマダマシンツール
アルテック株式会社
株式会社アルプスツール
イスカルジャパン株式会社
株式会社イズミコーポレーション
株式会社イチグチ
株式会社イプロス
株式会社イワタツール（有限会社ツール・ディスカバリー）
株式会社岩間工業所
株式会社インテグラ技術研究所
イースタン技研株式会社
株式会社エイト
エクスロン・インターナショナル株式会社
SCSK株式会社
株式会社SPIエンジニアリング
株式会社NMC（極東貿易株式会社　基幹材料システム部）
NKワークス株式会社ハース事業部
株式会社Aiソリューションズ
大阪機工株式会社
株式会社岡本工作機械製作所
ORレーザージャパン株式会社
オーエスジー株式会社
オートデスク株式会社
オートフォームジャパン株式会社
オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
Vero Softwareグループ - エッジキャム

Vero Softwareグループ - セスクワ

Vero Softwareグループ - ヴェロ・ジャパン

公益財団法人科学技術交流財団

一般社団法人型技術協会ブース

　有限会社大高製作所

　キヤノンマーケティングジャパン株式会社

　近畿精工株式会社

　株式会社先端力学シミュレーション研究所

　株式会社タカオ設計事務所

　日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社

　株式会社ハヤシ

　パルステック工業株式会社

　株式会社峯村金型

　若園精機株式会社

株式会社片桐製作所

株式会社金型新聞社

株式会社カナック

関東物産株式会社

カールツァイス株式会社

一般財団法人機械振興協会 技術研究所

キャムタス株式会社

キヤノン電子株式会社

株式会社キーエンス

倉敷機械株式会社

株式会社クロダ（ケー・ケー・ヴィコーポレーション株式会社、株式会社三興製作所）

株式会社グリーンプラス

株式会社ケイズデザインラボ

株式会社小坂研究所

コダマコーポレーション株式会社

榮製機株式会社

株式会社ササヤマ

株式会社サン工機（株式会社アストロテック、株式会社NaITO）

株式会社サンコー

三和商工株式会社

株式会社　塩

株式会社システムクリエイト

信濃機販株式会社

清水電設工業株式会社

株式会社シルバーロイ

SHENZHEN USON PLASTIC MOULD CO.,LTD（株式会社ワイテック）

株式会社C&Gシステムズ

株式会社CAEソリューションズ

株式会社CGTech

株式会社シー・アイ・エム総合研究所

株式会社ジェイアンドシー

株式会社JMC

Jクリエイト株式会社

株式会社JSOL

GENIO Solutions株式会社（株式会社ユーズ・コーポレーション）

株式会社ジェービーエム

一般社団法人　次世代型航空機部品供給ネットワーク

OWOブース

　宏栄スプリング工業株式会社

　高砂電気工業株式会社

　株式会社東京チタニウム

　日東商事株式会社

　野田金型有限会社

　株式会社ミナミダ 

ジャパン・フィールド株式会社

GFマシニングソリューションズ株式会社

株式会社ジーベックテクノロジー

株式会社ストラタシス・ジャパン

株式会社スリーエー産業

株式会社セイコーアイ・インフォテック

西部電機株式会社

株式会社セイロジャパン

株式会社ゼネテック

双和化成株式会社

蘇州先創精密模具有限公司

株式会社ソディック

ソマックス株式会社

象印チェンブロック株式会社

太陽物産株式会社（赫鎂精密股份有限公司、和盈五金製品有限公司）
株式会社タカノ

多賀電気株式会社

大昭和精機株式会社

ダイジェット工業株式会社

大連金型工業団地弁公室

伊達機械株式会社

中日クラフト株式会社

ZOLLER Japan株式会社

ツールドインターナショナル株式会社

TACC株式会社

テクノコート株式会社

株式会社テクノソリューションズ

株式会社ディーメック

株式会社デルキャムジャパン

株式会社データ・デザイン

株式会社東京精密

東京貿易テクノシステム株式会社

東芝機械株式会社

東洋研磨材工業株式会社

東レエンジニアリング株式会社

株式会社トリオエンジニアリング（株式会社 トリオセラミックス）

トーヨーエイテック株式会社

株式会社ナカニシ

中日本炉工業株式会社

株式会社ナガセインテグレックス

浪速鉄工株式会

株式会社ナノソフト

株式会社日刊工業新聞社

日工機材株式会社

日進工具株式会社

日本製紙クレシア株式会社

日本アイ・ティ・エフ株式会社

日本工業出版株式会社

一般社団法人日本自動車部品工業会ブース 

　協和工業株式会社

　株式会社神戸製作所

　埼玉自動車大学校

　三和ニードルベアリング株式会社

　中庸スプリング株式会社

　日光金属株式会社

　日本発条株式会社

　ファインツール・ジャパン株式会社

　矢島工業株式会社

　株式会社ワイピーシステム 

日本スピードショア株式会社（株式会社ヤマシタワークス）

日本製図器工業株式会社

日本レヂボン株式会社（株式会社 菱和）

株式会社ネクストサイエンス

ノガ・ジャパン株式会社

株式会社野村鍍金

ハイウィン株式会社

ハイマージャパン株式会社

白銅株式会社

株式会社橋本テクニカル工業

株式会社阪神交易

ひょうご航空ビジネス・プロジェクト

枚岡合金工具株式会社

ファナック株式会社

福田交易株式会社

株式会社不二越

冨士ダイス株式会社

双葉電子工業株式会社

ブルーム-ノボテスト株式会社

株式会社プライオリティ

プラストロン株式会社

株式会社フュージョンテクノロジー

株式会社平安コーポレーション

ヘキサゴン・メトロジー株式会社

有限会社ベストテクニカル

株式会社ホリテック

ボーラー・ウッデホルム株式会社

株式会社ポイントナイン

株式会社牧野フライス製作所

株式会社マシンソル

丸紅情報システムズ株式会社

まんてんプロジェクトブース

　荒木技研工業株式会社

　新日産ダイヤモンド工業株式会社

　鈴幸商事株式会社

　大同工機株式会社

　株式会社東栄超硬

　東都冶金工業株式会社

　株式会社中野製作所

　有限会社野島製作所

　株式会社ベリテ　CAE教育研究所

　株式会社山崎技研

　株式会社よろづ鉸製作所

マーポス株式会社

三鷹光器株式会社

有限会社三井刻印

三井精機工業株式会社

株式会社ミツトヨ

三菱重工業株式会社

三菱電機株式会社

三菱日立ツール株式会社

三菱マテリアル株式会社

ミリヒルジャパン株式会社

武藤工業株式会社（株式会社ムトーエンジニアリング）

メック株式会社

株式会社メトロール

株式会社本山合金製作所

株式会社MOLE'S ACT

安田工業株式会社

矢野金属株式会社

株式会社彌満和製作所

ユテクジャパン株式会社

ユニオンツール株式会社

ユニテック・ジャパン株式会社

株式会社ユーテック

株式会社ユーロテクノ（AGATHON.AG、Alicona Imaging GmbH.）

ヨシカワメイプル株式会社

株式会社ルッドリフティングジャパン

ルンキーメタルジャパン株式会社

レニショー株式会社

ロイアルエンジニアリング株式会社

ワルターエワーグジャパン株式会社

株式会社エスワイ精機

株式会社オンサイド

川島金属株式会社

株式会社J・３D

清雅技研株式会社

株式会社ＷＴＭ

友鉄工業株式会社

日本ハードウェアー株式会社

一般社団法人日本金型工業会ブース 

　株式会社ＩＳ ＤＥＳＩＧＮ

　明石プラスチック工業株式会社

　株式会社アルファーテック

　池上金型工業株式会社

　株式会社イケックス工業

　株式会社井上製作所

　魚岸精機工業株式会社

　株式会社打田製作所

　株式会社内山精工

　株式会社エムアイモルデ

　有限会社エムテックエンジニアリング

　大垣精工株式会社

　樫山金型工業株式会社

　株式会社カワマタ・テクノス

　株式会社キメラ

　キヤノンモールド株式会社

　株式会社クライム・ワークス

　黒田精工株式会社

　株式会社KMC

　KTX株式会社

　小林工業株式会社

　株式会社サイベックコーポレーション

　株式会社狭山金型製作所

　株式会社三琇ファインツール

　株式会社サン精機

　JFE精密株式会社

　七宝金型工業株式会社
　株式会社猩々テクノ
　株式会社湘南サンライズ工業
　昭和精工株式会社
　聖徳ゼロテック株式会社
　株式会社新日本テック
　株式会社鈴木
　株式会社セントラルファインツール
　タミー株式会社
　株式会社チバダイス
　株式会社テクノクラーツ
　東洋金型工業株式会社
　中辻金型工業株式会社
　株式会社長津製作所
　中村製作所株式会社
　株式会社ナガラ
　株式会社名古屋精密金型
　日型工業株式会社
　日進精機株式会社
　株式会社ニッパク
　野田金型有限会社
　橋場鐵工株式会社
　株式会社橋本工業
　株式会社橋本テクニカル工業
　日嶋精型株式会社
　福井精機工業株式会社
　株式会社藤岡製作所
　株式会社フジタ

　株式会社ペッカー精工
　ベントム工業株式会社
　株式会社前田技研
　松田金型工業
　株式会社松野金型製作所
　株式会社三幸
　株式会社三井ハイテック
　株式会社三不二超硬
　株式会社ムトウ
　株式会社明輝
　株式会社明和製作所
　株式会社モルテック
　山崎工業株式会社
　有限会社吉中精工
　株式会社リバン・イシカワ
　株式会社ワークス
　若園精機株式会社 
福州華莉模具（金型）有限公司
株式会社林インターナショナル

アイダエンジニアリング株式会社
アクア化学株式会社
株式会社アミヤ
JX日鉱日石エネルギー株式会社
株式会社内藤製作所
一般社団法人日本金属プレス工業協会ブース 
　相栄産業株式会社
　飯田金属工業株式会社
　株式会社大貫工業所
　株式会社カサタニ
　株式会社協栄製作所
　株式会社キョーワハーツ
　株式会社ケツト科学研究所
　株式会社阪口製作所
　サトープレス工業株式会社
　正栄工業株式会社
　須川工業株式会社
　株式会社関プレス
　株式会社セラ
　株式会社先端力学シミュレーション研究所
　株式会社ソーデナガノ
　株式会社大喜金属製作所
　タイメック株式会社
　太陽工業株式会社
　株式会社タイヨーアクリス
　株式会社高井精器
　株式会社寺方工作所
　株式会社豊島製作所
　有限会社豊岡製作所
　新潟三吉工業株式会社
　日本フォーミング株式会社
　株式会社野島製作所
　橋本精密工業株式会社
　ヒルタ工業株式会社
　株式会社富士プレス
　株式会社プロキオン
　株式会社平安製作所
　株式会社三雲製作所
　株式会社三井三池製作所 精密機器事業本部
　ミヤマ精工株式会社
　柳下技研株式会社
日本メカケミカル株式会社
ベスト

ユニコントロールズ株式会社
横山興業株式会社
株式会社レイケン

Bosucc Precision Mould Co.,Ltd
Changhua Diecasting Industries Co., Ltd.
DongGuan Dingxin Mold Factory
DongGuan Wethink Plastic Mold Co.,Ltd
Dongguan Yongsheng Hardware Plastic Co., Ltd.
エラスティール
HONPE TECHNOLOGY (SHEN ZHEN) Co.,LTD
Ka Shin Technologies (S) Pte Ltd.
SHENZHEN SHI JIN YONGXIN PRECISION METAL PRODUCTS CO., LTD
Thai-German Institute
Yoke Industrial Corp.
Chen Yi Hardware Manufacture Factory
漢德威精密部品株式會社
東莞市弘钰金型有限公司
Sing Yang Precision Industry Co., Ltd.
WELLMEI MOLD AND PLASTICS IND. (HK) Co., Ltd.
asiamold
arabiamold
UKUB -Tool Manufacturers' Association of Turkey
Kunshan Dersun Precision Mould Co., Ltd
Korea Die & Mold Industry Cooperative
　ASPIC CO Ltd.
　Won Jin Industry Co.
　SMC CHUCK 3000 Co., Ltd.
　Convergence Mold Development Association
　SAMKI CORE CO., LTD
　三又金型
　Jukwang Precision Co., Ltd.
　SHINIL BESTECH Co.,Ltd.
　Daejeon Die & Mold Cooperation
　Dongnam KTC Co., Ltd
　POWERTEC CO., LTD.
　First M&D Co., LTD.
　BLUECORE Co.,Ltd.
　MIJU PRECISION
　Mstech. Co.Ltd
　株式会社永進金型
昆山益勝精密模具有限公司
嘉興NYC機械工業有限公司
TMS TECHNOLOGY PRECISION CO.,LTD.
東莞市清昱機械有限公司
東莞協揮精密五金有限公司
東莞市永舜精密金型有限公司
東莞市長安正瑞五金製品廠
DongGuan Weizhi Precise Mold Co., Ltd
Ningbo Mould Industrial Park Investment Co., Ltd
PLASTech Brasil
MOULDING EXPO
Korea Association for Die & Mold Industry Development (Mold Mecca) 
　S.D.M Co., Ltd.
　Sangoh Precision Co., Ltd
　NAMDO MOLD CORPORATION
　PISTAMCO CO.,LTD.
　BESTEC CO., Ltd
　KWANGSAN HI-TECH CO.,LTD
Mould Eurasia
euromold
euromold Brasil
力勝精密模具（珠海）有限公司
RosMould

サ
INTERMOLD 2015

金型展 2015

金属プレス加工技術展 2015
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韓国、中国、台湾、マレーシア、アメリカ、シンガポール、ドイツ、ガーナ、パキスタン、スリランカ、インド、フィリピン、
セネガル、タイ、フランス、イタリア、インドネシア、メキシコ、ベトナム、デンマーク、ニュージーランド、オランダ、イギリス、
香港、ロシア、エクアドル、リトアニア、ガンビア共和国、アラブ首長国連邦、モンゴル
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ソディック
ファナック

三菱電機

西部電機

アマダマシンツール
牧野フライス製作所

多賀電気

キヤノン
電子

平安
コーポレーション

伊達機械

サンコー

三菱重工業

大阪機工安田工業
岡本工作
機械製作所

トーヨー
エイテック

NKワークスシー・アイ・エム
総合研究所

Lip Sheng
Precision

(Zhuhai)Co.,Ltd.

Lip Sheng
Precision

(Zhuhai)Co.,Ltd.

MOLE'S
ACT

TMS
Technology
Precision
Co., Ltd.

TMS
Technology
Precision
Co., Ltd.

イースタン技研
日本製紙
クレシア

イプロス

タカノ武藤工業/
ムトーエンジニアリング

ナノ
ソフト

デルキャムジャパン

倉敷機械

テクノ
ソリュー
ションズ

榮製機
GFマシニング
ソリューションズメック

日本自動車部品
工業会

JMC

ササヤマ セイロジャパン

東レ
エンジニアリング

DongGuan Dingxin
Mold Factory
DongGuan Dingxin
Mold Factory

CAEソリュー
ションズ
CAEソリュー
ションズ

ディーメック

レニショー

ケイズデザインラボ/
岩間工業所

システム
クリエイト
システム
クリエイト

ストラタシス・ジャパン

SCSK

ロイアル
エンジニアリング

ユニ
コントロールズ

センコーアイ・
インフォテック

Thai-German
Institute

Ningbo Mould Industrial
Park Investment Co., Ltd.

Molding
EXPO
Molding
EXPO

大連金型
工業団地弁公室

塩

白銅 三井精機工業 東芝機械

アルプスツール 三和商工 清水電設工業
グリーン
プラス

旭プレシジョン

片桐
製作所テクノコート

ナカニシ

ミリヒル
ジャパン

日工機材
ZOLLER Japanワルターエワーグ

ジャパン
ハイマー
ジャパン大昭和精機

Yoke Industrial
Corp.

ハイウィン蘇州先創精密模具
ジェイアンドシー

ベスト

JX日鉱日石
エネルギー

キーエンス

内藤
製作所

日本メカ
ケミカル 横山興業

アイダ
エンジニアリング

レイケン
Korea Association
For Die & Mold
Industry Development

HONG YU
MOLD
Co.,Ltd.

HONG YU
MOLD
Co.,Ltd.
ベスト
テクニカル
ベスト
テクニカルアクア化学

アミヤ

関東物産/
ヨシカワメイプル

Ｃ＆Ｇ
システムズゼネテック

Vero Softwareグループ
‒セスクワ
Vero Softwareグループ
‒エッジキャム
Vero Softwareグループ
‒ヴェロ・ジャパン

データ・
デザイン型技術協会

マック

コダマ
コーポレーション

CGTech

マーポス

ブルーム－
ノボテスト 小坂研究所 キャムタス

マシンソルマシンソル

日本アイ・ティ・エフ

ひょうご航空
ビジネス
プロジェクト

まんてんプロジェクト
次世代型航空機部品供給
ネットワークOWO

ジェトロ
（海外ビジネス商談会）

Wellmei Mold and
Plastics (HK) Co. Ltd.

GOLD STAR
東莞市清昱機械
有限公司

Hip Fai
(Dong Guan)
Precision
Ind Ltd.

Korea Die & Mold Industry Cooperative

Korea Die & 
Mold Industry 
Cooperative

三菱日立ツール ダイジェット
工業

オーエスジー ブラストロン

矢野金属

冨士
ダイス 日本レヂボン/

菱和

ユテク
ジャパン

Ka Shin
Technologies(S)

Pte Ltd.

Ka Shin
Technologies(S)

Pte Ltd.
Dongguan
Youngsun
Dongguan
Youngsun

Bosucc
Precision
Mould
Co.,LTD

Bosucc
Precision
Mould
Co.,LTD

昆山益勝
精密

ツールド
インター
ナショナル

ツールド
インター
ナショナル

ホリテックホリテック

信濃機販

双葉電子工業

ユニテック・
ジャパン

カナック

ＯＲレーザー
 ジャパン
ＯＲレーザー
 ジャパン

ルンキーメタル
ジャパン

ルッド
リフティング
ジャパン

彌満和
製作所

三井刻印ノガ・ジャパン

ユニオンツール
東洋研磨材
工業

東洋研磨材
工業

日進工具双和化成

イスカルジャパン

スリーエー産業

日本工業
出版

エイト

ジーベック
テクノロジー シルバーロイ

asiamoldasiamold

クロダ/
ケー・ケー・ヴィコーポレーション/

三興製作所

三菱マテリアルソマックス

福州華莉
模具

川島金属

ボーラー・
ウッデホルム

Headway 
Trading
Co., Ltd.

HONPE TECHNOLOGY
(SHEN ZHEN)CO.,LTD.

エスワイ
精機J・3Dオン

サイド

林インター
ナショナル
林インター
ナショナル清雅技研

WTMプライ
オリティ

日本金属プレス工業協会

枚岡合金工具/
ネクストサイエンス

浪速鉄工

メトロール

SPIエンジニア
リング

メトロール

カールツァイス東京精密

TACC

ジェービーエム

ユーテックユーテック

SHENZHEN USON PLASTIC
MOULD CO., LTD./ワイテック

オートフォーム
ジャパン

丸紅情報
システムズ ユーロテクノ ヘキサゴン・メトロジー

金型
新聞社

学生金型グランプリ

登録所
登録所

東京貿易
テクノシステム

友鉄工業

機械振興協会
技術研究所

DongGuan Weizhi
Precise Mold Co.,Ltd.

エクスロン・インターナショナル

科学技術
交流財団

三鷹光器

JSOL ミツトヨ オートデスク

SPIエンジニア
リング

日本金属プレス工業協会 日本金型工業会

イワタツール/
ツール・
ディスカバリー

日本スピードショア/
ヤマシタワークス

象印チェン
ブロック
象印チェン
ブロック

不二越
イズミ
コーポレーション
イズミ
コーポレーション

本山合金製作所イチグチ 中日本炉工業
Sing Yang
Precision
Industry
Co., Ltd.

Sing Yang
Precision
Industry
Co., Ltd.
Chen Yi Hardware
Mannufacture Factory

J
クリエイト

オープン・マインド・
テクノロジーズ・
ジャパン

フュージョン
テクノロジー

Ai
ソリューションズ

GENIO Solutions/
ユーズ・コーポレーション

愛知産業

ジャパン・
フィールド
ジャパン・
フィールド

インテグラ
技術研究所
インテグラ
技術研究所

アルテック

橋本
テクニカル
工業

橋本
テクニカル
工業

アイピー
エス

SHENZHEN SHI
JIN YONGXIN PRECISION
METAL PRODUCTSCO.,LTD

Dongguan Changan Zhengrui
Hardware Products Factory

ポイント
ナイン

DongGuan Wethink
Plastic Mold Co.,Ltd.

休
憩
コ
ー
ナ
ー

阪神交易 中日クラフト

日刊工業
新聞社

福田交易

ERASTEELERASTEEL

野村鍍金

ナガセ
インテグレックス

371 471

571 671 771 871

971

962

963

964862861764763

762668665
761669667666

662
663

566
567

563

562

463

454

453

452

455451

462

364363263

264

265261

262

461366

354351

353253

254

255

242

241

240 341 342 441 442 541 544

542

543 641 643 741 742 841 842 941 944

942

943

642
646 645 644

251151

141

131

252

352

361

362 365

564561

565
568

661 664

753754653654651

652

554

553

555551

552 752
755

751

953952

954951852851

961

1153

1152

1151

1141
1041

1042 1043

1044

10331032

10341031932931832831731634635

633

631534535536

533532

531

432431334331233

231
232

222
221

223 321 323 421 423

412

413411312311213

212

112
111

211

201 202 203 401 402

204

422

521

501

622

621 620 629 628 627 626 721 724 723 821 822 921 923

913912

914911812811

803

802

801

804 902 903

901

711

922623 624 625 722

322

333332

632

1116

1115

11141022
1023

1021 1113

1111

1112

1012

10131011

1001 1002

1063

1064

1065

10531052

1051

1054

1061

1062

出入口出入口

東4H 東5H

出入口 出入口Euromold/
Demat
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ワークショップ
第２会場

ワークショップ
第２会場

ワークショップ
第1会場

ワークショップ
第1会場

オープンセミナー
第1会場

オープンセミナー
第1会場

Samki Core Co., Ltd.

日本製図器工業

オープンセミナー
第２会場

オープンセミナー
第２会場

トリオエンジニアリング/
トリオセラミックス
トリオエンジニアリング/
トリオセラミックス

Changhua Diecasting
Industries Co.,Ltd.
Changhua Diecasting
Industries Co.,Ltd.

Kunshan Dersun Precision
Mould Co., Ltd.
Kunshan Dersun Precision
Mould Co., Ltd.

NMC/
極東貿易㈱
基幹材料
システム部

NMC/
極東貿易㈱
基幹材料
システム部

Dongguan Yongsheng
Hardware Plastic
Co.,Ltd.

Dongguan Yongsheng
Hardware Plastic
Co.,Ltd.

サン工機/
アストロテック/
ＮａＩＴＯ

サン工機/
アストロテック/
ＮａＩＴＯ

JIAXING NYC
INDUSTRIAL
CO., LTD.

JIAXING NYC
INDUSTRIAL
CO., LTD.

INSいわて金型研究会/
サンアイ精機/和田工業
INSいわて金型研究会/
サンアイ精機/和田工業

●基調講演 「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 
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

併催企画（一部抜粋）

「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～」

●特別講演会 「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」 
(一社)日本自動車部品工業会　技術担当顧問　松島 正秀氏

●特別セミナー

出展状況
金型・金型材・金型部品等（326社）
工作機械（88社）
工作機械用付属機器など（42社）
切削工具（60社）
機械工具・研磨・砥石関連（53社）
金属加工関連機器（59社）
各種油剤・ケミカル製品など（34社）
プレス加工機（20社）

プレス加工機用周辺機器（33社）
プラスチック加工機械・関連機器（21社）
精密測定機器・光学測定機器（95社）
CAD／CAM／CAEシステムなど（71社）
試作・モデリング・3Ｄプリンター関連（48社）
精密部品加工技術（193社）
各種団体・研究機関など（14社）
ロボット・自動化（10社）
図書・文献・資料（8社）

講演１  「3Dプリンティングがもたらすインジェクションモールディングの短期化への大きな一歩」
Stratasys Inc. バーティカル・ソリューション事業部 製造ツール シニアマネージャー
ナダブ・セッラ氏(Nadav Sella)

講演２  「デジタルモールド技術が設計開発現場にもたらす課題と可能性」
有限会社スワニー 代表取締役社長　橋爪 良博氏

●テクニカル・ワークショップ  全17セッション開講
●オープンセミナー  全32セッション開講

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
海外特別セミナー＆フォーラム

●主催者特別企画
●第7回「学生金型グランプリ」
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併　　催

※下記概要データは3展を合計

来場者の地域分類 ※各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示

来場者数 インターモールド 34,429人
金型展 6,809人

金属プレス加工技術展 6,065人

金属プレス
加工技術展

合計1,770人（3展合計）

北海道地区
0.22%
0.04%
0.49%

東北地区
2.80%
2.59%
3.43%

北陸地区
3.49%
2.41%
3.71%

中部地区
18.46%
15.00%
15.93%

近畿地区
7.61%
6.81%
5.92%

中国・四国地区
1.92%
1.68%
1.33%

九州・沖縄地区
1.16%
0.95%
1.02%

海外
4.33%
2.20%
2.14%

関東地区
60.02%
（うち東京都内28.54%）
68.32%
（うち東京都内35.43%）
66.05%
（うち東京都内29.68%）

部品加工メーカー
27.88%

金型メーカー
7.66%

その他
38.41%

商社
12.52%

金型・成形兼業
6.44%

成形加工メーカー
7.10%

※下記数字は回答数を表示
※複数回答有り

プレス金型

鍛造金型

鋳造金型

ダイカスト金型

ガラス金型

プラスチック金型

ゴム金型

ブロー金型

粉末冶金金型

その他

4,330

995

537

670

123

1,203

392

189

231

1,317

3,129

1,400

1,621

569

564

390

159

106

842

199

125

974

出展者一覧

会場レイアウト／東京ビッグサイト（2015年）開催データ

会　　期
会　　場
出展規模
来場者数

INTERMOLD 2015（第26回 金型加工技術展）
金型展2015

名　　称 金属プレス加工技術展2015

2015年4月15日（水）～18日（土）10：00～17：00（最終日は～16：00）
東京ビッグサイト　東4ホール・東5ホール（〒135-0063　東京都江東区有明3-10-1）
427社・団体 　872小間
47,303人

※各項目の「比率」は小数点
　第ニ位までを表示来場者業種分類 分野属性① ※下記数字は回答数を表示

※複数回答有り分野属性②

海外来場者の地域

自動車・自動車部品関連

半導体・電子機器関連

家電・通信機器関連

食品・医療・バイオ関連

商社関連

航空・宇宙関連

文具

玩具

建設・建材

研究・教育

公社・官公庁

その他

2015年 開催実績（東京）
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ハ
ラ

サ
カ

タ

ナ

ナ

ア

ナ

ナ

マ

ヤ

ア

ハ ワ

ア

カ

サ

サ

タ

タ

ハ

INSいわて金型研究会（株式会社サンアイ精機、和田工業株式会社）
愛知産業株式会社
株式会社アイピーエス
株式会社旭プレシジョン
株式会社アマダマシンツール
アルテック株式会社
株式会社アルプスツール
イスカルジャパン株式会社
株式会社イズミコーポレーション
株式会社イチグチ
株式会社イプロス
株式会社イワタツール（有限会社ツール・ディスカバリー）
株式会社岩間工業所
株式会社インテグラ技術研究所
イースタン技研株式会社
株式会社エイト
エクスロン・インターナショナル株式会社
SCSK株式会社
株式会社SPIエンジニアリング
株式会社NMC（極東貿易株式会社　基幹材料システム部）
NKワークス株式会社ハース事業部
株式会社Aiソリューションズ
大阪機工株式会社
株式会社岡本工作機械製作所
ORレーザージャパン株式会社
オーエスジー株式会社
オートデスク株式会社
オートフォームジャパン株式会社
オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
Vero Softwareグループ - エッジキャム

Vero Softwareグループ - セスクワ

Vero Softwareグループ - ヴェロ・ジャパン

公益財団法人科学技術交流財団

一般社団法人型技術協会ブース

　有限会社大高製作所

　キヤノンマーケティングジャパン株式会社

　近畿精工株式会社

　株式会社先端力学シミュレーション研究所

　株式会社タカオ設計事務所

　日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社

　株式会社ハヤシ

　パルステック工業株式会社

　株式会社峯村金型

　若園精機株式会社

株式会社片桐製作所

株式会社金型新聞社

株式会社カナック

関東物産株式会社

カールツァイス株式会社

一般財団法人機械振興協会 技術研究所

キャムタス株式会社

キヤノン電子株式会社

株式会社キーエンス

倉敷機械株式会社

株式会社クロダ（ケー・ケー・ヴィコーポレーション株式会社、株式会社三興製作所）

株式会社グリーンプラス

株式会社ケイズデザインラボ

株式会社小坂研究所

コダマコーポレーション株式会社

榮製機株式会社

株式会社ササヤマ

株式会社サン工機（株式会社アストロテック、株式会社NaITO）

株式会社サンコー

三和商工株式会社

株式会社　塩

株式会社システムクリエイト

信濃機販株式会社

清水電設工業株式会社

株式会社シルバーロイ

SHENZHEN USON PLASTIC MOULD CO.,LTD（株式会社ワイテック）

株式会社C&Gシステムズ

株式会社CAEソリューションズ

株式会社CGTech

株式会社シー・アイ・エム総合研究所

株式会社ジェイアンドシー

株式会社JMC

Jクリエイト株式会社

株式会社JSOL

GENIO Solutions株式会社（株式会社ユーズ・コーポレーション）

株式会社ジェービーエム

一般社団法人　次世代型航空機部品供給ネットワーク

OWOブース

　宏栄スプリング工業株式会社

　高砂電気工業株式会社

　株式会社東京チタニウム

　日東商事株式会社

　野田金型有限会社

　株式会社ミナミダ 

ジャパン・フィールド株式会社

GFマシニングソリューションズ株式会社

株式会社ジーベックテクノロジー

株式会社ストラタシス・ジャパン

株式会社スリーエー産業

株式会社セイコーアイ・インフォテック

西部電機株式会社

株式会社セイロジャパン

株式会社ゼネテック

双和化成株式会社

蘇州先創精密模具有限公司

株式会社ソディック

ソマックス株式会社

象印チェンブロック株式会社

太陽物産株式会社（赫鎂精密股份有限公司、和盈五金製品有限公司）
株式会社タカノ

多賀電気株式会社

大昭和精機株式会社

ダイジェット工業株式会社

大連金型工業団地弁公室

伊達機械株式会社

中日クラフト株式会社

ZOLLER Japan株式会社

ツールドインターナショナル株式会社

TACC株式会社

テクノコート株式会社

株式会社テクノソリューションズ

株式会社ディーメック

株式会社デルキャムジャパン

株式会社データ・デザイン

株式会社東京精密

東京貿易テクノシステム株式会社

東芝機械株式会社

東洋研磨材工業株式会社

東レエンジニアリング株式会社

株式会社トリオエンジニアリング（株式会社 トリオセラミックス）

トーヨーエイテック株式会社

株式会社ナカニシ

中日本炉工業株式会社

株式会社ナガセインテグレックス

浪速鉄工株式会

株式会社ナノソフト

株式会社日刊工業新聞社

日工機材株式会社

日進工具株式会社

日本製紙クレシア株式会社

日本アイ・ティ・エフ株式会社

日本工業出版株式会社

一般社団法人日本自動車部品工業会ブース 

　協和工業株式会社

　株式会社神戸製作所

　埼玉自動車大学校

　三和ニードルベアリング株式会社

　中庸スプリング株式会社

　日光金属株式会社

　日本発条株式会社

　ファインツール・ジャパン株式会社

　矢島工業株式会社

　株式会社ワイピーシステム 

日本スピードショア株式会社（株式会社ヤマシタワークス）

日本製図器工業株式会社

日本レヂボン株式会社（株式会社 菱和）

株式会社ネクストサイエンス

ノガ・ジャパン株式会社

株式会社野村鍍金

ハイウィン株式会社

ハイマージャパン株式会社

白銅株式会社

株式会社橋本テクニカル工業

株式会社阪神交易

ひょうご航空ビジネス・プロジェクト

枚岡合金工具株式会社

ファナック株式会社

福田交易株式会社

株式会社不二越

冨士ダイス株式会社

双葉電子工業株式会社

ブルーム-ノボテスト株式会社

株式会社プライオリティ

プラストロン株式会社

株式会社フュージョンテクノロジー

株式会社平安コーポレーション

ヘキサゴン・メトロジー株式会社

有限会社ベストテクニカル

株式会社ホリテック

ボーラー・ウッデホルム株式会社

株式会社ポイントナイン

株式会社牧野フライス製作所

株式会社マシンソル

丸紅情報システムズ株式会社

まんてんプロジェクトブース

　荒木技研工業株式会社

　新日産ダイヤモンド工業株式会社

　鈴幸商事株式会社

　大同工機株式会社

　株式会社東栄超硬

　東都冶金工業株式会社

　株式会社中野製作所

　有限会社野島製作所

　株式会社ベリテ　CAE教育研究所

　株式会社山崎技研

　株式会社よろづ鉸製作所

マーポス株式会社

三鷹光器株式会社

有限会社三井刻印

三井精機工業株式会社

株式会社ミツトヨ

三菱重工業株式会社

三菱電機株式会社

三菱日立ツール株式会社

三菱マテリアル株式会社

ミリヒルジャパン株式会社

武藤工業株式会社（株式会社ムトーエンジニアリング）

メック株式会社

株式会社メトロール

株式会社本山合金製作所

株式会社MOLE'S ACT

安田工業株式会社

矢野金属株式会社

株式会社彌満和製作所

ユテクジャパン株式会社

ユニオンツール株式会社

ユニテック・ジャパン株式会社

株式会社ユーテック

株式会社ユーロテクノ（AGATHON.AG、Alicona Imaging GmbH.）

ヨシカワメイプル株式会社

株式会社ルッドリフティングジャパン

ルンキーメタルジャパン株式会社

レニショー株式会社

ロイアルエンジニアリング株式会社

ワルターエワーグジャパン株式会社

株式会社エスワイ精機

株式会社オンサイド

川島金属株式会社

株式会社J・３D

清雅技研株式会社

株式会社ＷＴＭ

友鉄工業株式会社

日本ハードウェアー株式会社

一般社団法人日本金型工業会ブース 

　株式会社ＩＳ ＤＥＳＩＧＮ

　明石プラスチック工業株式会社

　株式会社アルファーテック

　池上金型工業株式会社

　株式会社イケックス工業

　株式会社井上製作所

　魚岸精機工業株式会社

　株式会社打田製作所

　株式会社内山精工

　株式会社エムアイモルデ

　有限会社エムテックエンジニアリング

　大垣精工株式会社

　樫山金型工業株式会社

　株式会社カワマタ・テクノス

　株式会社キメラ

　キヤノンモールド株式会社

　株式会社クライム・ワークス

　黒田精工株式会社

　株式会社KMC

　KTX株式会社

　小林工業株式会社

　株式会社サイベックコーポレーション

　株式会社狭山金型製作所

　株式会社三琇ファインツール

　株式会社サン精機

　JFE精密株式会社

　七宝金型工業株式会社
　株式会社猩々テクノ
　株式会社湘南サンライズ工業
　昭和精工株式会社
　聖徳ゼロテック株式会社
　株式会社新日本テック
　株式会社鈴木
　株式会社セントラルファインツール
　タミー株式会社
　株式会社チバダイス
　株式会社テクノクラーツ
　東洋金型工業株式会社
　中辻金型工業株式会社
　株式会社長津製作所
　中村製作所株式会社
　株式会社ナガラ
　株式会社名古屋精密金型
　日型工業株式会社
　日進精機株式会社
　株式会社ニッパク
　野田金型有限会社
　橋場鐵工株式会社
　株式会社橋本工業
　株式会社橋本テクニカル工業
　日嶋精型株式会社
　福井精機工業株式会社
　株式会社藤岡製作所
　株式会社フジタ

　株式会社ペッカー精工
　ベントム工業株式会社
　株式会社前田技研
　松田金型工業
　株式会社松野金型製作所
　株式会社三幸
　株式会社三井ハイテック
　株式会社三不二超硬
　株式会社ムトウ
　株式会社明輝
　株式会社明和製作所
　株式会社モルテック
　山崎工業株式会社
　有限会社吉中精工
　株式会社リバン・イシカワ
　株式会社ワークス
　若園精機株式会社 
福州華莉模具（金型）有限公司
株式会社林インターナショナル

アイダエンジニアリング株式会社
アクア化学株式会社
株式会社アミヤ
JX日鉱日石エネルギー株式会社
株式会社内藤製作所
一般社団法人日本金属プレス工業協会ブース 
　相栄産業株式会社
　飯田金属工業株式会社
　株式会社大貫工業所
　株式会社カサタニ
　株式会社協栄製作所
　株式会社キョーワハーツ
　株式会社ケツト科学研究所
　株式会社阪口製作所
　サトープレス工業株式会社
　正栄工業株式会社
　須川工業株式会社
　株式会社関プレス
　株式会社セラ
　株式会社先端力学シミュレーション研究所
　株式会社ソーデナガノ
　株式会社大喜金属製作所
　タイメック株式会社
　太陽工業株式会社
　株式会社タイヨーアクリス
　株式会社高井精器
　株式会社寺方工作所
　株式会社豊島製作所
　有限会社豊岡製作所
　新潟三吉工業株式会社
　日本フォーミング株式会社
　株式会社野島製作所
　橋本精密工業株式会社
　ヒルタ工業株式会社
　株式会社富士プレス
　株式会社プロキオン
　株式会社平安製作所
　株式会社三雲製作所
　株式会社三井三池製作所 精密機器事業本部
　ミヤマ精工株式会社
　柳下技研株式会社
日本メカケミカル株式会社
ベスト

ユニコントロールズ株式会社
横山興業株式会社
株式会社レイケン

Bosucc Precision Mould Co.,Ltd
Changhua Diecasting Industries Co., Ltd.
DongGuan Dingxin Mold Factory
DongGuan Wethink Plastic Mold Co.,Ltd
Dongguan Yongsheng Hardware Plastic Co., Ltd.
エラスティール
HONPE TECHNOLOGY (SHEN ZHEN) Co.,LTD
Ka Shin Technologies (S) Pte Ltd.
SHENZHEN SHI JIN YONGXIN PRECISION METAL PRODUCTS CO., LTD
Thai-German Institute
Yoke Industrial Corp.
Chen Yi Hardware Manufacture Factory
漢德威精密部品株式會社
東莞市弘钰金型有限公司
Sing Yang Precision Industry Co., Ltd.
WELLMEI MOLD AND PLASTICS IND. (HK) Co., Ltd.
asiamold
arabiamold
UKUB -Tool Manufacturers' Association of Turkey
Kunshan Dersun Precision Mould Co., Ltd
Korea Die & Mold Industry Cooperative
　ASPIC CO Ltd.
　Won Jin Industry Co.
　SMC CHUCK 3000 Co., Ltd.
　Convergence Mold Development Association
　SAMKI CORE CO., LTD
　三又金型
　Jukwang Precision Co., Ltd.
　SHINIL BESTECH Co.,Ltd.
　Daejeon Die & Mold Cooperation
　Dongnam KTC Co., Ltd
　POWERTEC CO., LTD.
　First M&D Co., LTD.
　BLUECORE Co.,Ltd.
　MIJU PRECISION
　Mstech. Co.Ltd
　株式会社永進金型
昆山益勝精密模具有限公司
嘉興NYC機械工業有限公司
TMS TECHNOLOGY PRECISION CO.,LTD.
東莞市清昱機械有限公司
東莞協揮精密五金有限公司
東莞市永舜精密金型有限公司
東莞市長安正瑞五金製品廠
DongGuan Weizhi Precise Mold Co., Ltd
Ningbo Mould Industrial Park Investment Co., Ltd
PLASTech Brasil
MOULDING EXPO
Korea Association for Die & Mold Industry Development (Mold Mecca) 
　S.D.M Co., Ltd.
　Sangoh Precision Co., Ltd
　NAMDO MOLD CORPORATION
　PISTAMCO CO.,LTD.
　BESTEC CO., Ltd
　KWANGSAN HI-TECH CO.,LTD
Mould Eurasia
euromold
euromold Brasil
力勝精密模具（珠海）有限公司
RosMould

サ
INTERMOLD 2015

金型展 2015

金属プレス加工技術展 2015
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韓国、中国、台湾、マレーシア、アメリカ、シンガポール、ドイツ、ガーナ、パキスタン、スリランカ、インド、フィリピン、
セネガル、タイ、フランス、イタリア、インドネシア、メキシコ、ベトナム、デンマーク、ニュージーランド、オランダ、イギリス、
香港、ロシア、エクアドル、リトアニア、ガンビア共和国、アラブ首長国連邦、モンゴル

■P03-04

ソディック
ファナック

三菱電機

西部電機

アマダマシンツール
牧野フライス製作所

多賀電気

キヤノン
電子

平安
コーポレーション

伊達機械

サンコー

三菱重工業

大阪機工安田工業
岡本工作
機械製作所

トーヨー
エイテック

NKワークスシー・アイ・エム
総合研究所

Lip Sheng
Precision

(Zhuhai)Co.,Ltd.

Lip Sheng
Precision

(Zhuhai)Co.,Ltd.

MOLE'S
ACT

TMS
Technology
Precision
Co., Ltd.

TMS
Technology
Precision
Co., Ltd.

イースタン技研
日本製紙
クレシア

イプロス

タカノ武藤工業/
ムトーエンジニアリング

ナノ
ソフト

デルキャムジャパン

倉敷機械

テクノ
ソリュー
ションズ

榮製機
GFマシニング
ソリューションズメック

日本自動車部品
工業会

JMC

ササヤマ セイロジャパン

東レ
エンジニアリング

DongGuan Dingxin
Mold Factory
DongGuan Dingxin
Mold Factory

CAEソリュー
ションズ
CAEソリュー
ションズ

ディーメック

レニショー

ケイズデザインラボ/
岩間工業所

システム
クリエイト
システム
クリエイト

ストラタシス・ジャパン

SCSK

ロイアル
エンジニアリング

ユニ
コントロールズ

センコーアイ・
インフォテック

Thai-German
Institute

Ningbo Mould Industrial
Park Investment Co., Ltd.

Molding
EXPO
Molding
EXPO

大連金型
工業団地弁公室

塩

白銅 三井精機工業 東芝機械

アルプスツール 三和商工 清水電設工業
グリーン
プラス

旭プレシジョン

片桐
製作所テクノコート

ナカニシ

ミリヒル
ジャパン

日工機材
ZOLLER Japanワルターエワーグ

ジャパン
ハイマー
ジャパン大昭和精機

Yoke Industrial
Corp.

ハイウィン蘇州先創精密模具
ジェイアンドシー

ベスト

JX日鉱日石
エネルギー

キーエンス

内藤
製作所

日本メカ
ケミカル 横山興業

アイダ
エンジニアリング

レイケン
Korea Association
For Die & Mold
Industry Development

HONG YU
MOLD
Co.,Ltd.

HONG YU
MOLD
Co.,Ltd.
ベスト
テクニカル
ベスト
テクニカルアクア化学

アミヤ

関東物産/
ヨシカワメイプル

Ｃ＆Ｇ
システムズゼネテック

Vero Softwareグループ
‒セスクワ
Vero Softwareグループ
‒エッジキャム
Vero Softwareグループ
‒ヴェロ・ジャパン

データ・
デザイン型技術協会

マック

コダマ
コーポレーション

CGTech

マーポス

ブルーム－
ノボテスト 小坂研究所 キャムタス

マシンソルマシンソル

日本アイ・ティ・エフ

ひょうご航空
ビジネス
プロジェクト

まんてんプロジェクト
次世代型航空機部品供給
ネットワークOWO

ジェトロ
（海外ビジネス商談会）

Wellmei Mold and
Plastics (HK) Co. Ltd.

GOLD STAR
東莞市清昱機械
有限公司

Hip Fai
(Dong Guan)
Precision
Ind Ltd.

Korea Die & Mold Industry Cooperative

Korea Die & 
Mold Industry 
Cooperative

三菱日立ツール ダイジェット
工業

オーエスジー ブラストロン

矢野金属

冨士
ダイス 日本レヂボン/

菱和

ユテク
ジャパン

Ka Shin
Technologies(S)

Pte Ltd.

Ka Shin
Technologies(S)

Pte Ltd.
Dongguan
Youngsun
Dongguan
Youngsun

Bosucc
Precision
Mould
Co.,LTD

Bosucc
Precision
Mould
Co.,LTD

昆山益勝
精密

ツールド
インター
ナショナル

ツールド
インター
ナショナル

ホリテックホリテック

信濃機販

双葉電子工業

ユニテック・
ジャパン

カナック

ＯＲレーザー
 ジャパン
ＯＲレーザー
 ジャパン

ルンキーメタル
ジャパン

ルッド
リフティング
ジャパン

彌満和
製作所

三井刻印ノガ・ジャパン

ユニオンツール
東洋研磨材
工業

東洋研磨材
工業

日進工具双和化成

イスカルジャパン

スリーエー産業

日本工業
出版

エイト

ジーベック
テクノロジー シルバーロイ

asiamoldasiamold

クロダ/
ケー・ケー・ヴィコーポレーション/

三興製作所

三菱マテリアルソマックス

福州華莉
模具

川島金属

ボーラー・
ウッデホルム

Headway 
Trading
Co., Ltd.

HONPE TECHNOLOGY
(SHEN ZHEN)CO.,LTD.

エスワイ
精機J・3Dオン

サイド

林インター
ナショナル
林インター
ナショナル清雅技研

WTMプライ
オリティ

日本金属プレス工業協会

枚岡合金工具/
ネクストサイエンス

浪速鉄工

メトロール

SPIエンジニア
リング

メトロール

カールツァイス東京精密

TACC

ジェービーエム

ユーテックユーテック

SHENZHEN USON PLASTIC
MOULD CO., LTD./ワイテック

オートフォーム
ジャパン

丸紅情報
システムズ ユーロテクノ ヘキサゴン・メトロジー

金型
新聞社

学生金型グランプリ

登録所
登録所

東京貿易
テクノシステム

友鉄工業

機械振興協会
技術研究所

DongGuan Weizhi
Precise Mold Co.,Ltd.

エクスロン・インターナショナル

科学技術
交流財団

三鷹光器

JSOL ミツトヨ オートデスク

SPIエンジニア
リング

日本金属プレス工業協会 日本金型工業会

イワタツール/
ツール・
ディスカバリー

日本スピードショア/
ヤマシタワークス

象印チェン
ブロック
象印チェン
ブロック

不二越
イズミ
コーポレーション
イズミ
コーポレーション

本山合金製作所イチグチ 中日本炉工業
Sing Yang
Precision
Industry
Co., Ltd.

Sing Yang
Precision
Industry
Co., Ltd.
Chen Yi Hardware
Mannufacture Factory

J
クリエイト

オープン・マインド・
テクノロジーズ・
ジャパン

フュージョン
テクノロジー

Ai
ソリューションズ

GENIO Solutions/
ユーズ・コーポレーション

愛知産業

ジャパン・
フィールド
ジャパン・
フィールド

インテグラ
技術研究所
インテグラ
技術研究所

アルテック

橋本
テクニカル
工業

橋本
テクニカル
工業

アイピー
エス

SHENZHEN SHI
JIN YONGXIN PRECISION
METAL PRODUCTSCO.,LTD

Dongguan Changan Zhengrui
Hardware Products Factory

ポイント
ナイン

DongGuan Wethink
Plastic Mold Co.,Ltd.

休
憩
コ
ー
ナ
ー

阪神交易 中日クラフト

日刊工業
新聞社

福田交易

ERASTEELERASTEEL

野村鍍金

ナガセ
インテグレックス

371 471

571 671 771 871

971

962

963

964862861764763

762668665
761669667666

662
663

566
567
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562

463
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455451
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364363263

264

265261
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461366

354351

353253
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255

242

241
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542

543 641 643 741 742 841 842 941 944

942

943

642
646 645 644

251151

141

131

252

352

361

362 365

564561

565
568

661 664

753754653654651

652

554
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555551

552 752
755

751

953952

954951852851

961

1153

1152

1151

1141
1041

1042 1043

1044

10331032

10341031932931832831731634635

633

631534535536

533532

531

432431334331233

231
232

222
221

223 321 323 421 423

412

413411312311213

212

112
111

211

201 202 203 401 402

204

422

521

501

622

621 620 629 628 627 626 721 724 723 821 822 921 923

913912

914911812811

803

802

801

804 902 903

901

711

922623 624 625 722

322

333332

632

1116

1115

11141022
1023

1021 1113

1111

1112

1012

10131011

1001 1002

1063

1064

1065

10531052

1051

1054

1061
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出入口出入口

東4H 東5H

出入口 出入口Euromold/
Demat
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ワークショップ
第２会場

ワークショップ
第２会場

ワークショップ
第1会場

ワークショップ
第1会場

オープンセミナー
第1会場

オープンセミナー
第1会場

Samki Core Co., Ltd.

日本製図器工業

オープンセミナー
第２会場

オープンセミナー
第２会場

トリオエンジニアリング/
トリオセラミックス
トリオエンジニアリング/
トリオセラミックス

Changhua Diecasting
Industries Co.,Ltd.
Changhua Diecasting
Industries Co.,Ltd.

Kunshan Dersun Precision
Mould Co., Ltd.
Kunshan Dersun Precision
Mould Co., Ltd.

NMC/
極東貿易㈱
基幹材料
システム部

NMC/
極東貿易㈱
基幹材料
システム部

Dongguan Yongsheng
Hardware Plastic
Co.,Ltd.

Dongguan Yongsheng
Hardware Plastic
Co.,Ltd.

サン工機/
アストロテック/
ＮａＩＴＯ

サン工機/
アストロテック/
ＮａＩＴＯ

JIAXING NYC
INDUSTRIAL
CO., LTD.

JIAXING NYC
INDUSTRIAL
CO., LTD.

INSいわて金型研究会/
サンアイ精機/和田工業
INSいわて金型研究会/
サンアイ精機/和田工業

●基調講演 「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 
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

併催企画（一部抜粋）

「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～」

●特別講演会 「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」 
(一社)日本自動車部品工業会　技術担当顧問　松島 正秀氏

●特別セミナー

出展状況
金型・金型材・金型部品等（326社）
工作機械（88社）
工作機械用付属機器など（42社）
切削工具（60社）
機械工具・研磨・砥石関連（53社）
金属加工関連機器（59社）
各種油剤・ケミカル製品など（34社）
プレス加工機（20社）

プレス加工機用周辺機器（33社）
プラスチック加工機械・関連機器（21社）
精密測定機器・光学測定機器（95社）
CAD／CAM／CAEシステムなど（71社）
試作・モデリング・3Ｄプリンター関連（48社）
精密部品加工技術（193社）
各種団体・研究機関など（14社）
ロボット・自動化（10社）
図書・文献・資料（8社）

講演１  「3Dプリンティングがもたらすインジェクションモールディングの短期化への大きな一歩」
Stratasys Inc. バーティカル・ソリューション事業部 製造ツール シニアマネージャー
ナダブ・セッラ氏(Nadav Sella)

講演２  「デジタルモールド技術が設計開発現場にもたらす課題と可能性」
有限会社スワニー 代表取締役社長　橋爪 良博氏

●テクニカル・ワークショップ  全17セッション開講
●オープンセミナー  全32セッション開講

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
海外特別セミナー＆フォーラム

●主催者特別企画
●第7回「学生金型グランプリ」
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開催概要／出展料金／申込方法

※電気使用料金は別途出展者の負担となります。<参考 : 前回開催時電気使用料 : 1kwあたり2,000円（税別）>
※受付カウンター、パイプイスは小間数にかかわらず1台（脚）のみ装備されます。
※角小間の場合は通路に面する側壁は設置されません。

300,000円（出展料金）＋消費税

●後壁（バック）、側壁（間仕切り）、パラペット、
カーペット
●社名文字（青色／角ゴシック体／15文字以内）
●受付カウンター（1台）
●パイプイス（1脚）
●スポットライト（2灯）
●蛍光灯（2灯）
●コンセント（300W／1個）
●上記電気設備に関する幹線工事費用

株式会社ABCDE

コンセント

※ただし、満小間になり次第締切となります。

出展料金

370,000円（出展料金）＋消費税
320,000円（出展料金）＋消費税 390,000円（出展料金）＋消費税

種別 Aタイプ Bタイプ
一般

会員
※会員価格は一般社団法人日本金属プレス工業協会正会員のみ適用

小間設備内容
Aタイプ（スペースのみ）
小間仕切りのパネルなどは一切装備されません。

小間仕様

単列または複列を選択（複列は4小間以上の出展に限る）

Ｂタイプ（基本装備・設備付き）
ユニット･システムブースによる基本装備に電気設備と備品が装備されます。

Ｂタイプ設備内容（1小間あたり）

Bタイプ
参考例

1 最終ページの出展規程をご了承の上、下記「出展申込みサイト」より
お申込みください。  

2 出展申込書裏面に主な出展規程を記載しておりますので、内容を
確認・ご承諾のうえ、お申し込みください。また、出展申込書を郵送
される場合は、必ず控えを出展者にて保管してください。

3 出展内容が本展開催趣旨・目的に沿わない場合は、出展受付を保留
またはお断りすることがありますのでご了承ください。
詳細は事務局までお問い合わせください。

4 出展申込数は1小間を単位とします。2小間以上の小間を申し込む
場合、AタイプとBタイプを混在して申し込むことはできません。

5 申込出展者以外に共同出展する企業を表記する場合は、出展申込み
後にご案内する「出展者専用ページ（Web）」にて共同出展者名を
お知らせください。

※出展申込み受付は、2015年8月3日（月）（予定）より開始します。
　なお、初めて出展する場合は、会社案内および出展製品のカタログを必ず提出してください。
　今年度より出展申込みは、インターネットを通しての申込みとなります。
　インターネット環境をお持ちでない場合は、事務局までお問い合わせください。    

申込締切日 2015年12月22日（火）

※事務局からの請求により、出展料金全額を指定の銀行口座にお振込み戴きます。

支払期日 2016年  1月29日（金）

サイズ／間口約3ｍ×奥行約3ｍ×高さ2.7ｍ（約9m²）

テクニカル・ワークショップ
オープンセミナー開催のご案内
テ
オ

プレゼンテーションセミナー（有料）

オープンセミナー 前回開講実績

金属プレス加工技術展 2016 開催概要

出展対象

出展規程 申込方法

05 06

テクニカル・ワークショップ 前回開講実績
https://www.intermold.jp/application/

■工作機械
マシニングセンタ、ターニングセンタ、
ドリリングセンタ、各種研削盤、各種立
削り盤、各種フライス盤、各種放電加
工機、各種仕上機械、各種複合加工
機、各種旋盤、各種ボール盤、各種中
ぐり盤、モジュラユニット・専用機、自動
組立機、特殊加工機械（レーザー加
工機・電解加工機など）、金型自動磨
き装置、その他

■工作機器
工作物保持具、工具保持具、付属
品、部分品、付属機械（位置決めテー
ブル、切削処理装置、給油潤滑装
置）、その他

■特殊鋼工具・超硬工具・ダイヤモンド
　工具
工具材料、高速度鋼工具、超硬工具、
ダイヤモンド及びCBN工具、サーメット
工具、セラミック工具、その他機械工具

■研削砥石・研磨材

■精密測定器・光学測定機・試験器
ノギス、マイクロメーター、ダイヤルゲー
ジ、ブロックゲージ、ゲージ、三次元測
定機器、形状・あらさ測定機器、自動
精密測定機器、投影機、金属顕微
鏡、試験機器、その他

■プレス機械
サーボプレス、液圧プレス、機械プレス、

ベンディングマシン、剪断機、鍛造機・
装置、線材加工機、各種塑性加工
機、その他

■プラスチック加工機械
各種射出成形機、真空成形機、ブ
ロー成形機、真空注型機、圧縮成形
機、熱成形機、発砲成形機、押出機、
押出成形装置、遠心成形装置、その他

■プラスチック加工機械周辺機器
　および原材料・副資材など
成形機械部品・付属装置、試験機・
測定機、計器・コントローラ、二次加工
機器、ロボット（取出機・インサート装置
など）、原材料・副資材、成形サンプル
（製品・半製品）、その他

■機械系・金型用 CAD／CAM／
CAEシステム

■造形システム（ラピッドプロトタイピ
ングシステム）

■試作・モデリング関連

■FA関連機器・装置、NC装置、　
　自動プログラミング装置

■生産管理システム
●各種金型
プレス用、鍛造用、粉末冶金用、鋳造用、
ダイカスト用、プラスチック用、ゴム用、
ガラス用、窯業用など
●成形サンプル
●試作金型

●各種研究機関・工業会・組合など

■金型材、金型部品、金型加工システム、
　金型表面処理、その他関連製品

■金型周辺機器
金型温度調節機、金型自動交換装置、
金型内ガス抜き装置、金型反転機、
金型冷却装置、ホットランナ装置、
モールドベース、金型監視装置、金型
補修機器、その他

■金型メンテナンス関連

■図書・文献・資料

■コダマコーポレーション株式会社
「TOPprogressによるプレス金型設計・製作の
効率化事例」 
「経営者様のための最新CAD/CAMセミナー」
「TOPmoldによるプラスチック金型設計・製作
の効率化事例」

■株式会社J・3D
「金属3Dプリンターを使ったものづくり」
代表取締役　高関 二三男氏

■株式会社タカノ
「進化する無給油化技術」
営業部 部長　関口 聡一郎氏

■オーエスジー株式会社
「高精度荒加工の高能率提案!」
デザインセンター 開発グループ エンジニア　
遠藤 康幸氏

■株式会社イワタツール
［「高硬度材穴あけによる金型」製作工程短縮］
代表取締役　岩田 昌尚氏

■オートデスク株式会社
「Automotive and The Future of Making 
Things　～複合材料が変える、自動車デザイン
および製造プロセス～」
シミュレーション スペシャリスト　梅山 隆氏
「複合材性能向上のための樹脂流動解析と
複合材解析ソフトの連携利用」
株式会社計算力学研究センター 技術営業部 
次長　河辺 康正氏

■三菱日立ツール株式会社
「高精度金型加工に向けた新コンセプト「Hi-Pre2」
のご紹介」 
技術本部 ソリューションセンター 主任技師　
城戸 好信氏

■株式会社本山合金製作所
「金型における精密加工の現状」
製造部 部長　池内 恒二氏

■株式会社ナノソフト
「プレス金型設計者におくる3次元ＣＡＤ活用の
ための方法」
大町 勝一郎氏

■三菱マテリアル株式会社
「最新工具と加工方法による高能率加工の提案」
開発本部加工技術センター センター長補佐　
田中 洋光氏

■株式会社データ・デザイン
「ハンディ型3Dスキャナを活用した新たな3D
デジタルプロセス」
テクニカルユニット 技術G　二見 祐也氏

■株式会社JSOL
「自動車部品の溶接組立とシミュレーションの
適用について」
エンジニアリングビジネス事業部　中田 将夫氏
「JSOLの考える自動車部品生産技術部門様
向けCAEソリューション」
エンジニアリングビジネス事業部　加納 俊哉氏

■株式会社ディーメック
「Microwave Mouldingゴム型を用いた熱可塑性
樹脂の成形」 
光成形 統括　栗原 文夫氏

■オートフォームジャパン株式会社
「AutoFormにおける工程最適化とロバストな
見込み補正」 
事業開発部 アプリケーション・キーアカウント
エンジニア　鈴木 渉氏

■三菱日立ツール株式会社
「高精度金型加工に向けた新コンセプト「Hi-Pre2」
のご紹介」 
技術本部 ソリューションセンター 主任技師　　
城戸 好信氏

■日工機材株式会社
「ジェイコア～加工段差ゼロを目指して」
株式会社ジェイネット　代表取締役 理化学研
究所 技術員　長谷川 浩幸氏

■武藤工業株式会社／株式会社ムトーエンジ
ニアリング
「アーク溶接を利用した高速・高強度造形が
可能な金属3Dプリンタの開発について」
武藤工業株式会社　3Dプリンタ事業部　
技術主幹　村田 秀和氏

■株式会社狭山金型製作所
「ものづくりの現場を日本に残して―ものづくりで
日本を元気にしたい―」
代表取締役　大場 治氏

■柳下技研株式会社
「金型磨きの最新無人化技術」
柳下技研株式会社　精密部品事業部　
久保 貴義氏

■JASPA株式会社／（一社）日本中小企業
共同事業会　新説の匠
＜航空機部品製造技術フェア＞特別セミナー
「新鋭の匠、航空機産業参入支援などの取組み」
新鋭の匠　理事長　阿部 和幸氏
「＠engineerのサイバーナビ社より、航空機
産業ポータルのご案内」
サイバーナビ株式会社　
代表取締役　山﨑 慎也氏

■型技術協会
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
「3Dプリンターを活用した生産性向上のご支援」
BS直販統括事業推進本部ソリューションビジネス
推進部 SIビジネス推進第二課 主任　齋藤 義之氏

株式会社先端力学シミュレーション研究所
「樹脂射出成形解析ソフトASU/MOLDの技術
を利用した発泡成形およびSMCシミュレーション」
取締役 兼 営業・事業企画部 部長　池田 貴氏

■まんてんプロジェクト
「まんてんプロジェクトの取り組みと今後の展開」
専務理事　愛 恭輔氏

■（一社）次世代型航空機部品供給ネットワークOWO
「（一社）次世代型航空機部品供給ネットワーク
の設立から現在の活動と実績」
（一社）次世代型航空機部品供給ネットワーク
OWO　事務局長（OWO元会長）
金 炫修（キン ヒョンスウ）氏　FAA&JCABプラ
イベートパイロット

■東レエンジニアリング株式会社
「樹脂・複材成形CAEシステム“3D TIMON”に
よる設計・開発の革新」 
CAEソフト事業部技術課 課長　澤田 聡氏

■メック株式会社
「樹脂・金属接合技術『アマルファ』の紹介」 
新事業開発室　林 知紀氏

■オートデスク株式会社
「Autodesk Simulation Moldflow 新機能紹介」 
シミュレーション スペシャリスト　宮﨑 寿氏

■ブルーム-ノボテスト株式会社
「生産工程の自動化のための機内測定導入の
手引き」 
営業技術部 リーダー　加藤 力也氏

■オーエスジー株式会社
『最適加工方法と最新特化工具で難削材を攻略!』 
デザインセンター 加工技術グループ エンジニア
中山 逸穂氏

「金型生産の新時代！段取りから加工までの最適化」
デザインセンター 加工技術グループ エンジニア
増井 賢氏

■株式会社牧野フライス製作所
「形彫放電加工機の最新技術」 
「最新切削加工技術のご紹介」

■日進工具株式会社
「高付加価値を生み出す高硬度材・超硬合金の
微細精密切削加工」 
営業部 営業技術課 担当員

■三菱電機株式会社
「高精度加工はお任せあれ!!　三菱ワイヤ放電
加工機 MP,MX 最新技術紹介」 
放電製造部 放電加工機設計課　原 永志氏

■ユニオンツール株式会社
「硬合金向けUDC-F シリーズの最新加工事例
と鋼材向けシリーズのご紹介」
エンドミル工具開発課 課長　渡邉 英人氏

■ダイジェット工業株式会社
「革新的新コーティング材種を採用した切削
工具とその加工事例」
技術部 材料開発課 課長代理　春日 良一氏

■アルテック株式会社
「最新3DプリンタのDDM活用と未来について」
デジタルプリンタ事業部3Dプリンタ営業課 
主任　坂 義博氏

■P05-06

事前登録制、クローズド、オープン形式など、
出展者が目的に応じて運営できるプレゼン
テーションセミナーです。
製品・技術のＰＲセミナーとしてだけではなく、
「ユーザー会」「新製品発表会」のほか、有料
セミナー会場として利用することができます。

会　場 インテックス大阪　会議室または会場内特設会場

会　場 インテックス大阪　展示場内特設会場

開講料 １時間／60,000円（税別）

出展者の展示効果を高めるために、「出展者による新技術発表」「新製品
PR」「ユーザーによる製品活用事例の紹介」など、様々な用途に応じて活用
できるセミナースペース（有料）を設置します。開講を予定もしくは検討
される出展者は、「出展申込書」のセミナー開講希望欄にご記入ください。
なお、開講希望の出展者には、改めて開講申込書をご提出頂きます。

テクニカル・ワークショップ

展示ホール内に、オープン形式の
セミナー会場を設けます。来場者は
展示ブースを移動する間に、興味の
あるセミナーを自由に聴講できます。
新規顧客に対して、新製品・新技術
のPRが可能となり、自社ブースへ
誘導するチャンスにもなりますので、
展示との相乗効果に期待できます。

オープンセミナー

定　員 50～100名程度※スクール
　形式

開講料 45分／50,000円（税別）定　員 約30名

展示場内にオープン形式の特設会場を設置します。通路に面した囲いのないオープン形式の会場。
（参考図参照）来場者が自由に聴講できる仕様です。

（座席設置数。但し、
 立ち見も可能です）

※複数のセッションを開講することも可能です。（複数開講値引き有り）
※プログラムは、事務局にて調整します

プログラム

時間延長は出来ません。

①10:30～11:15　②11:30～12:15　③12:30～13:15　
④13:30～14:15　⑤14:30～15:15　⑥15:30～16:15

※プログラムは事務局にて調整を行います。

プログラム
①11:00～12:00　②12:30～13:30　③14:00～15:00　
④15:30～16:30

公 式 サ イト
同 時 開 催
予想来場者数
入 場 料

名　　　　称
会　　　　期
会　　　　場
主　　　　催
運　　　　営

金属プレス加工技術展 2016
2016年4月20日(水)～23日(土)　10:00～17:00　※最終日は16:00まで
インテックス大阪（〒559-0034大阪市住之江区南港北1-5-102）
一般社団法人日本金属プレス工業協会
インターモールド振興会（テレビ大阪エクスプロ内）

http://intermold.jp
INTERMOLD 2016(第27回金型加工技術展)　金型展2016
50,000人（同時開催展を含む） 
1，000円（招待券持参者および事前来場登録者は無料）

協　　　　賛

一般社団法人日本自動車部品工業会、一般社団法人日本鍛圧機械工業会、一般社団法人日本金型工業会、
一般社団法人型技術協会、一般財団法人素形材センター、一般社団法人日本産業機械工業会、
一般社団法人日本ダイカスト協会、日本金属熱処理工業会、一般社団法人日本鋳造協会、
一般社団法人日本鍛造協会、一般社団法人日本バルブ工業会、日本粉末冶金工業会、一般社団法人日本塑性加工学会、
一般社団法人日本機械学会、公益財団法人天田財団、公益財団法人金型技術振興財団（順不同／申請予定）
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開催概要／出展料金／申込方法

※電気使用料金は別途出展者の負担となります。<参考 : 前回開催時電気使用料 : 1kwあたり2,000円（税別）>
※受付カウンター、パイプイスは小間数にかかわらず1台（脚）のみ装備されます。
※角小間の場合は通路に面する側壁は設置されません。

300,000円（出展料金）＋消費税

●後壁（バック）、側壁（間仕切り）、パラペット、
カーペット
●社名文字（青色／角ゴシック体／15文字以内）
●受付カウンター（1台）
●パイプイス（1脚）
●スポットライト（2灯）
●蛍光灯（2灯）
●コンセント（300W／1個）
●上記電気設備に関する幹線工事費用

株式会社ABCDE

コンセント

※ただし、満小間になり次第締切となります。

出展料金

370,000円（出展料金）＋消費税
320,000円（出展料金）＋消費税 390,000円（出展料金）＋消費税

種別 Aタイプ Bタイプ
一般

会員
※会員価格は一般社団法人日本金属プレス工業協会正会員のみ適用

小間設備内容
Aタイプ（スペースのみ）
小間仕切りのパネルなどは一切装備されません。

小間仕様

単列または複列を選択（複列は4小間以上の出展に限る）

Ｂタイプ（基本装備・設備付き）
ユニット･システムブースによる基本装備に電気設備と備品が装備されます。

Ｂタイプ設備内容（1小間あたり）

Bタイプ
参考例

1 最終ページの出展規程をご了承の上、下記「出展申込みサイト」より
お申込みください。  

2 出展申込書裏面に主な出展規程を記載しておりますので、内容を
確認・ご承諾のうえ、お申し込みください。また、出展申込書を郵送
される場合は、必ず控えを出展者にて保管してください。

3 出展内容が本展開催趣旨・目的に沿わない場合は、出展受付を保留
またはお断りすることがありますのでご了承ください。
詳細は事務局までお問い合わせください。

4 出展申込数は1小間を単位とします。2小間以上の小間を申し込む
場合、AタイプとBタイプを混在して申し込むことはできません。

5 申込出展者以外に共同出展する企業を表記する場合は、出展申込み
後にご案内する「出展者専用ページ（Web）」にて共同出展者名を
お知らせください。

※出展申込み受付は、2015年8月3日（月）（予定）より開始します。
　なお、初めて出展する場合は、会社案内および出展製品のカタログを必ず提出してください。
　今年度より出展申込みは、インターネットを通しての申込みとなります。
　インターネット環境をお持ちでない場合は、事務局までお問い合わせください。    

申込締切日 2015年12月22日（火）

※事務局からの請求により、出展料金全額を指定の銀行口座にお振込み戴きます。

支払期日 2016年  1月29日（金）

サイズ／間口約3ｍ×奥行約3ｍ×高さ2.7ｍ（約9m²）

テクニカル・ワークショップ
オープンセミナー開催のご案内
テ
オ

プレゼンテーションセミナー（有料）

オープンセミナー 前回開講実績

金属プレス加工技術展 2016 開催概要

出展対象

出展規程 申込方法

05 06

テクニカル・ワークショップ 前回開講実績
https://www.intermold.jp/application/

■工作機械
マシニングセンタ、ターニングセンタ、
ドリリングセンタ、各種研削盤、各種立
削り盤、各種フライス盤、各種放電加
工機、各種仕上機械、各種複合加工
機、各種旋盤、各種ボール盤、各種中
ぐり盤、モジュラユニット・専用機、自動
組立機、特殊加工機械（レーザー加
工機・電解加工機など）、金型自動磨
き装置、その他

■工作機器
工作物保持具、工具保持具、付属
品、部分品、付属機械（位置決めテー
ブル、切削処理装置、給油潤滑装
置）、その他

■特殊鋼工具・超硬工具・ダイヤモンド
　工具
工具材料、高速度鋼工具、超硬工具、
ダイヤモンド及びCBN工具、サーメット
工具、セラミック工具、その他機械工具

■研削砥石・研磨材

■精密測定器・光学測定機・試験器
ノギス、マイクロメーター、ダイヤルゲー
ジ、ブロックゲージ、ゲージ、三次元測
定機器、形状・あらさ測定機器、自動
精密測定機器、投影機、金属顕微
鏡、試験機器、その他

■プレス機械
サーボプレス、液圧プレス、機械プレス、

ベンディングマシン、剪断機、鍛造機・
装置、線材加工機、各種塑性加工
機、その他

■プラスチック加工機械
各種射出成形機、真空成形機、ブ
ロー成形機、真空注型機、圧縮成形
機、熱成形機、発砲成形機、押出機、
押出成形装置、遠心成形装置、その他

■プラスチック加工機械周辺機器
　および原材料・副資材など
成形機械部品・付属装置、試験機・
測定機、計器・コントローラ、二次加工
機器、ロボット（取出機・インサート装置
など）、原材料・副資材、成形サンプル
（製品・半製品）、その他

■機械系・金型用 CAD／CAM／
CAEシステム

■造形システム（ラピッドプロトタイピ
ングシステム）

■試作・モデリング関連

■FA関連機器・装置、NC装置、　
　自動プログラミング装置

■生産管理システム
●各種金型
プレス用、鍛造用、粉末冶金用、鋳造用、
ダイカスト用、プラスチック用、ゴム用、
ガラス用、窯業用など
●成形サンプル
●試作金型

●各種研究機関・工業会・組合など

■金型材、金型部品、金型加工システム、
　金型表面処理、その他関連製品

■金型周辺機器
金型温度調節機、金型自動交換装置、
金型内ガス抜き装置、金型反転機、
金型冷却装置、ホットランナ装置、
モールドベース、金型監視装置、金型
補修機器、その他

■金型メンテナンス関連

■図書・文献・資料

■コダマコーポレーション株式会社
「TOPprogressによるプレス金型設計・製作の
効率化事例」 
「経営者様のための最新CAD/CAMセミナー」
「TOPmoldによるプラスチック金型設計・製作
の効率化事例」

■株式会社J・3D
「金属3Dプリンターを使ったものづくり」
代表取締役　高関 二三男氏

■株式会社タカノ
「進化する無給油化技術」
営業部 部長　関口 聡一郎氏

■オーエスジー株式会社
「高精度荒加工の高能率提案!」
デザインセンター 開発グループ エンジニア　
遠藤 康幸氏

■株式会社イワタツール
［「高硬度材穴あけによる金型」製作工程短縮］
代表取締役　岩田 昌尚氏

■オートデスク株式会社
「Automotive and The Future of Making 
Things　～複合材料が変える、自動車デザイン
および製造プロセス～」
シミュレーション スペシャリスト　梅山 隆氏
「複合材性能向上のための樹脂流動解析と
複合材解析ソフトの連携利用」
株式会社計算力学研究センター 技術営業部 
次長　河辺 康正氏

■三菱日立ツール株式会社
「高精度金型加工に向けた新コンセプト「Hi-Pre2」
のご紹介」 
技術本部 ソリューションセンター 主任技師　
城戸 好信氏

■株式会社本山合金製作所
「金型における精密加工の現状」
製造部 部長　池内 恒二氏

■株式会社ナノソフト
「プレス金型設計者におくる3次元ＣＡＤ活用の
ための方法」
大町 勝一郎氏

■三菱マテリアル株式会社
「最新工具と加工方法による高能率加工の提案」
開発本部加工技術センター センター長補佐　
田中 洋光氏

■株式会社データ・デザイン
「ハンディ型3Dスキャナを活用した新たな3D
デジタルプロセス」
テクニカルユニット 技術G　二見 祐也氏

■株式会社JSOL
「自動車部品の溶接組立とシミュレーションの
適用について」
エンジニアリングビジネス事業部　中田 将夫氏
「JSOLの考える自動車部品生産技術部門様
向けCAEソリューション」
エンジニアリングビジネス事業部　加納 俊哉氏

■株式会社ディーメック
「Microwave Mouldingゴム型を用いた熱可塑性
樹脂の成形」 
光成形 統括　栗原 文夫氏

■オートフォームジャパン株式会社
「AutoFormにおける工程最適化とロバストな
見込み補正」 
事業開発部 アプリケーション・キーアカウント
エンジニア　鈴木 渉氏

■三菱日立ツール株式会社
「高精度金型加工に向けた新コンセプト「Hi-Pre2」
のご紹介」 
技術本部 ソリューションセンター 主任技師　　
城戸 好信氏

■日工機材株式会社
「ジェイコア～加工段差ゼロを目指して」
株式会社ジェイネット　代表取締役 理化学研
究所 技術員　長谷川 浩幸氏

■武藤工業株式会社／株式会社ムトーエンジ
ニアリング
「アーク溶接を利用した高速・高強度造形が
可能な金属3Dプリンタの開発について」
武藤工業株式会社　3Dプリンタ事業部　
技術主幹　村田 秀和氏

■株式会社狭山金型製作所
「ものづくりの現場を日本に残して―ものづくりで
日本を元気にしたい―」
代表取締役　大場 治氏

■柳下技研株式会社
「金型磨きの最新無人化技術」
柳下技研株式会社　精密部品事業部　
久保 貴義氏

■JASPA株式会社／（一社）日本中小企業
共同事業会　新説の匠
＜航空機部品製造技術フェア＞特別セミナー
「新鋭の匠、航空機産業参入支援などの取組み」
新鋭の匠　理事長　阿部 和幸氏
「＠engineerのサイバーナビ社より、航空機
産業ポータルのご案内」
サイバーナビ株式会社　
代表取締役　山﨑 慎也氏

■型技術協会
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
「3Dプリンターを活用した生産性向上のご支援」
BS直販統括事業推進本部ソリューションビジネス
推進部 SIビジネス推進第二課 主任　齋藤 義之氏

株式会社先端力学シミュレーション研究所
「樹脂射出成形解析ソフトASU/MOLDの技術
を利用した発泡成形およびSMCシミュレーション」
取締役 兼 営業・事業企画部 部長　池田 貴氏

■まんてんプロジェクト
「まんてんプロジェクトの取り組みと今後の展開」
専務理事　愛 恭輔氏

■（一社）次世代型航空機部品供給ネットワークOWO
「（一社）次世代型航空機部品供給ネットワーク
の設立から現在の活動と実績」
（一社）次世代型航空機部品供給ネットワーク
OWO　事務局長（OWO元会長）
金 炫修（キン ヒョンスウ）氏　FAA&JCABプラ
イベートパイロット

■東レエンジニアリング株式会社
「樹脂・複材成形CAEシステム“3D TIMON”に
よる設計・開発の革新」 
CAEソフト事業部技術課 課長　澤田 聡氏

■メック株式会社
「樹脂・金属接合技術『アマルファ』の紹介」 
新事業開発室　林 知紀氏

■オートデスク株式会社
「Autodesk Simulation Moldflow 新機能紹介」 
シミュレーション スペシャリスト　宮﨑 寿氏

■ブルーム-ノボテスト株式会社
「生産工程の自動化のための機内測定導入の
手引き」 
営業技術部 リーダー　加藤 力也氏

■オーエスジー株式会社
『最適加工方法と最新特化工具で難削材を攻略!』 
デザインセンター 加工技術グループ エンジニア
中山 逸穂氏

「金型生産の新時代！段取りから加工までの最適化」
デザインセンター 加工技術グループ エンジニア
増井 賢氏

■株式会社牧野フライス製作所
「形彫放電加工機の最新技術」 
「最新切削加工技術のご紹介」

■日進工具株式会社
「高付加価値を生み出す高硬度材・超硬合金の
微細精密切削加工」 
営業部 営業技術課 担当員

■三菱電機株式会社
「高精度加工はお任せあれ!!　三菱ワイヤ放電
加工機 MP,MX 最新技術紹介」 
放電製造部 放電加工機設計課　原 永志氏

■ユニオンツール株式会社
「硬合金向けUDC-F シリーズの最新加工事例
と鋼材向けシリーズのご紹介」
エンドミル工具開発課 課長　渡邉 英人氏

■ダイジェット工業株式会社
「革新的新コーティング材種を採用した切削
工具とその加工事例」
技術部 材料開発課 課長代理　春日 良一氏

■アルテック株式会社
「最新3DプリンタのDDM活用と未来について」
デジタルプリンタ事業部3Dプリンタ営業課 
主任　坂 義博氏

■P05-06

事前登録制、クローズド、オープン形式など、
出展者が目的に応じて運営できるプレゼン
テーションセミナーです。
製品・技術のＰＲセミナーとしてだけではなく、
「ユーザー会」「新製品発表会」のほか、有料
セミナー会場として利用することができます。

会　場 インテックス大阪　会議室または会場内特設会場

会　場 インテックス大阪　展示場内特設会場

開講料 １時間／60,000円（税別）

出展者の展示効果を高めるために、「出展者による新技術発表」「新製品
PR」「ユーザーによる製品活用事例の紹介」など、様々な用途に応じて活用
できるセミナースペース（有料）を設置します。開講を予定もしくは検討
される出展者は、「出展申込書」のセミナー開講希望欄にご記入ください。
なお、開講希望の出展者には、改めて開講申込書をご提出頂きます。

テクニカル・ワークショップ

展示ホール内に、オープン形式の
セミナー会場を設けます。来場者は
展示ブースを移動する間に、興味の
あるセミナーを自由に聴講できます。
新規顧客に対して、新製品・新技術
のPRが可能となり、自社ブースへ
誘導するチャンスにもなりますので、
展示との相乗効果に期待できます。

オープンセミナー

定　員 50～100名程度※スクール
　形式

開講料 45分／50,000円（税別）定　員 約30名

展示場内にオープン形式の特設会場を設置します。通路に面した囲いのないオープン形式の会場。
（参考図参照）来場者が自由に聴講できる仕様です。

（座席設置数。但し、
 立ち見も可能です）

※複数のセッションを開講することも可能です。（複数開講値引き有り）
※プログラムは、事務局にて調整します

プログラム

時間延長は出来ません。

①10:30～11:15　②11:30～12:15　③12:30～13:15　
④13:30～14:15　⑤14:30～15:15　⑥15:30～16:15

※プログラムは事務局にて調整を行います。

プログラム
①11:00～12:00　②12:30～13:30　③14:00～15:00　
④15:30～16:30

公 式 サ イト
同 時 開 催
予想来場者数
入 場 料

名　　　　称
会　　　　期
会　　　　場
主　　　　催
運　　　　営

金属プレス加工技術展 2016
2016年4月20日(水)～23日(土)　10:00～17:00　※最終日は16:00まで
インテックス大阪（〒559-0034大阪市住之江区南港北1-5-102）
一般社団法人日本金属プレス工業協会
インターモールド振興会（テレビ大阪エクスプロ内）

http://intermold.jp
INTERMOLD 2016(第27回金型加工技術展)　金型展2016
50,000人（同時開催展を含む） 
1，000円（招待券持参者および事前来場登録者は無料）

協　　　　賛

一般社団法人日本自動車部品工業会、一般社団法人日本鍛圧機械工業会、一般社団法人日本金型工業会、
一般社団法人型技術協会、一般財団法人素形材センター、一般社団法人日本産業機械工業会、
一般社団法人日本ダイカスト協会、日本金属熱処理工業会、一般社団法人日本鋳造協会、
一般社団法人日本鍛造協会、一般社団法人日本バルブ工業会、日本粉末冶金工業会、一般社団法人日本塑性加工学会、
一般社団法人日本機械学会、公益財団法人天田財団、公益財団法人金型技術振興財団（順不同／申請予定）



http://intermold.jp ■ 主催／一般社団法人日本金属プレス工業協会　■ 運営／インターモールド振興会

インテックス大阪
2016年4月20日(水)    23日(土)

10:00    17:00

世
界
基
準
の
プ
レ
ス
技
術
の
進
化
が
こ
こ
に
。

出展の
ご案内

※ただし最終日は16:00まで

主催／一般社団法人日本金型工業会
　　　テレビ大阪併催展

お問い
合わせ

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　（株）テレビ大阪エクスプロ内
TEL ： 06-6944-9911　FAX ： 06-6944-9912　
E-mail : infoim2016@tvoe.co.jp

主な出展規程

事務局が出展申込書の記載事項を確認の後、出展者に出展料金の
請求書を送付します。これに基づき、出展者は、2016年1月29日（金）
までに出展料金全額を事務局指定の口座へ振込むものとします
（お支払いは銀行振込のみで、手形・小切手・直接現金でのお支払い
は受け付けておりません）。なお、出展料金を含め本展示会に関する
全ての請求についての振込手数料は出展者が負担するものとします。

5．小間の転貸等の禁止
出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡・
貸与もしくは出展者相互において交換することはできません。

6．共同出展者の取り扱い
2社以上の会社が共同出展をする場合は、原則として1社が代表して
申し込むものとし、出展料金などの各請求をはじめとする事務局から
の全ての連絡は、申込者の実務担当者へのみ通知するものとします。
なお、共同出展する社名などを申込時に事務局へ通知するものとします。

9．損害賠償
出展者は、出展者自身または出展者指定の業者などの代理人の不注意、
その他の理由により、展示会場設備または展示会建造物もしくは人身
などに対して与えた一切の損害について責任を負うものとします。
出展者は保険へ加入するなど、十分な対策を講じて下さい。

11.規程の遵守
出展者は本出展規程をはじめとする主催者が定める諸規程を遵守
することに同意のうえ出展申込みをするものとし、この点において将来
いかなる時点においても一切の異議を申し立てないこととします。
出展者は主催者が定める全ての規程を本展および出展者の利益
保護のためのものと解釈し、その実行に協力するものとします。

10.展示会開催の変更・中止
（1）主催者は、天災、その他の不可抗力により会期・会場を変更、展示

規模の縮小、または開催を中止することがあります。主催者は、
これによって生じた損害の補償や費用の増加、その他不利な事態
に陥るなどに対する責任を負わないものとします。なお、展示会
開催を事前に中止した時は、既納出展料金より既発生の費用を
控除した残額の一部を返金します。

（2）出展申込みは、変更された会期等について有効とし、会期変更
などを理由として出展を取消すことはできません。

7．出展物および展示装飾に関する規制と撤去・搬出
(1)小間内の出展物および装飾物等が、後日事務局より通知される
期日内に撤去・搬出されない場合は、出展者の費用負担で、事務局
により撤去・搬出できるものとします。

(2)いかなる方法でも、近隣の小間の妨げとなる小間の造作はでき
ないものとし、近隣小間の出展者から苦情がでた場合、事務局が
展示会運営上の立場から判断し、小間装飾などの変更が必要と
判断した場合は、当該小間の出展者はその変更に同意するものと
します。この場合に発生する費用は、出展者の負担とします。

(3)事務局は展示会開催趣旨・目的などの観点から問題があると思わ
れる出展物の展示や装飾に関して規制または撤去する権限を
有するものとします。この場合、事務局は出展者に対して輸送・展示
費用などの負担や出展料金などの返金について一切の責任を
負わないものとします。

1．出展料金の請求と支払い

8．出展物の管理と免責
主催者は、出展物の管理・保全について警備員を配置するなど会場
全般の管理・保全にあたりますが、出展物への天災、不可抗力、盗難、
紛失などあらゆる原因により生じる出展物への損失または損害に
ついてその責任を負わないものとします。出展物、備品の管理は出展者
の責任の下、万全を期して行って下さい。

■表 1-4

出展者が事務局の定める手続きを行い、その出展申込書(申込みシステ
ムの利用、出展申込書の郵送、ファックス、eメールなど)を事務局が受領
した時点で申込成立とします。ただし、出展内容が展示会趣旨にそぐわ
ない場合や出展資格を有しないと事務局が判断した場合は出展をお断
りする場合があります。

3．出展申込の取消（キャンセル）
(1)出展申込の取消または申込内容の変更は原則として認めませんが、
やむなく出展の取消もしくは申込内容の変更（出展小間数の一部
キャンセルなど）を行う場合には、その理由を明記した文書を事務局
に提出し、承諾を得て下さい。

4．小間位置の決定
(1)小間の位置は、出展物の内容、申込順位、出展実績、会場全般の
構成、実演の有無などを考慮して事務局が行い、後日通知します
（予定）。出展者は小間の割当について、苦情や出展取消等を申し
出ることはできません。

(2)主催者は、消防法令上または出展者の展示効果向上のために
小間図面を変更し、それに伴い小間を再配置することができます。
その際、出展者は小間位置変更に関する損害賠償請求はでき
ないものとします。

(2)出展申込締切日の翌日（2015年12月23日）以降、やむなく出展の
取消もしくは申込内容の変更を行う場合には、その時期に応じて
下記の出展取消料をお支払い下さい。なお、下表は事務局が出展者
からの取消・変更通知書面を受領した日を基準とします。

(3)出展者が上記相当金額を支払っていないときは、取消通知後、直
ちに支払うものとします。出展者が既に支払った金額が上記相当
金額を超過している場合は、超過分を事務局より返金します。この
場合、振込手数料は出展者の負担とします。

(4)事務局は、次に該当する場合、出展者に対し、何らの予告無しに出
展を取消することができ、また、出展料金全額をお支払いいただ
きます。この場合、事務局は当該場所を適切な方法で使用するこ
とができるものとします。

　 ①2016年1月29日（金）までに出展料金を完納しない場合
　 ②事前申告なしに搬入日の2016年4月19日12時までに小間の

使用を開始しない場合
　 ③出展規程および関連規程に記載の事項に違反し、事務局の催告

によっても改善が認められない場合

書面による取消・変更通知を受領した日

2015年12月23日～2016年1月  9日

2016年  1月10日～2016年1月31日

2016年  2月  1日 以降

出展取消料

出展料金の  50％

出展料金の  75％

出展料金の100％

2．出展申込みの受理、成立期日について




