アディティブマニュファクチャリングがけん引する
次世代加工技術
出展のご案内
内

東京開催

2019年
名古屋開催

2019年

東京ビッグサイト

4月17日(水) 20日(土)
6月19日(水) 22日(土) ポートメッセなごや

http://intermold.jp

青海展示棟

〒135-0064 東京都江東区青海1丁目2番33他

〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭2-2

■

主催／一般社団法人日本金型工業会 ■ 運営／インターモールド振興会

ブース展示だけでは終わらない出展！
INTERMOLD2018名古屋展では、日本国内外のメーカー様に3Dプリンタを使った最新モノづくりに関するご
りに関するご講演をいただき、期待を超え
る集客がありました。
2019年開催のINTERMOLDでは、アディティブマニュファクチャリング業界の企業様それぞれの狙いに応じてご出展方法をお選びいただ
けるよう、通常小間の出展に加え、セミナー講演、サンプル展示、機械展示に特化した多彩な出展方法をご用意しました。
ブース出展だけでは伝わりにくかった活用事例、問題解決方法等を、セミナーを通して直接、生産技術・試作・設計・開発・購買部門の方々へ
アプローチできる絶好のチャンスです。パビリオン出展の特別パッケージを裏面でご紹介しています。是非この機会にご検討下さい。さら
に、パビリオン周辺には、積層造形技術に関する商品をお持ちの一般ブース出展者を配置し、試作・デザイン・解析&3Dプリンティングフェ
アとして展開することにより、積層造形技術に関心をお持ちの来場者の集客を高めます。パビリオン出展以外にも、一般ブースで出展する
ことで積層造形技術を含めた、金型加工全般の技術提案も可能です。

出展対象
■ 積層造形技術全般（金属、樹脂、ハイブリット）

■ ３D データソリューション

■ 造形機器、装置、技術

■ ３D プリント受託サービス

（3D プリンタ、3D スキャナー、ラピッドプロトタイピング機器、
ラピッドマニュファクチャリング機器）

■ 樹脂材料、セラミック材料、金属材料、複合・機能性材料

来場対象
製造業の製造、生産技術、試作、設計、開発、購買部門の方
自動車産業、航空機部品産業、医療機器産業に従事されている方
３Ｄプリンタをビジネスに活用したい、
３Ｄプリンタの活用法を知りたい方
※セミナー聴講無料・予約不要

来場者、出展者、講演者の皆様が気軽にコミュニケーションが
とれるラウンジを設置します。

パビリオン構成案

一般ブース出展
積層造形技術関連

機械展示
エリア

一般ブース出展
積層造形技術関連

セミナーエリア

サンプル展示
エリア
一般ブース出展
積層造形技術関連

一般ブース出展
積層造形技術関連

一般ブース出展
積層造形技術関連

3Dプリンティングパビリオン内の展示エリアや
隣接する一般ブース、積層造形技術関連企業との相乗効果

前回実績
INTERMOLD名古屋内
会期：2018年6月13日〜16日
会場：ポートメッセなごや
特別協力：一般社団法人日本３D プリンティング産業技術協会
出展／セミナー開催者（順不同）
：
トルンプ、フラウンホファー/ACAM、
ドイツ機械工業連盟（VDMA）、GE/コンセプトレーザー、三菱商事テクノス
株式会社、オークマ株式会社、大同特殊鋼株式会社、DMG 森精機株式会社、三菱重工工作機械株式会社
■ セミナープログラム
11:30

6月13日（水）Wednesday, June 13

6月14日（木）Thursday, June 14
大同特殊鋼

「大同特殊鋼の粉末製品及び
積層造形に求められる粉末製品について」

12:00

大同特殊鋼株式会社 粉末製品部 粉末ソリューション室 主任部員

日本3Dプリンティング産業技術協会

三菱重工工作機械

「製品製造に向かう海外3Dプリンター動向」
一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会 研究員

13:30
14:00

同時通訳
（英/日）あり

「Formnext
- 国際次世代製造技術展・国際次世代製造技術会議」

同時通訳
（英/日）あり

ドイツ機械工業連盟（VDMA）

「積層造形のユーザーからみる機械工学」

14:30
フラウンホファー/ACAM

15:00

技術本部

副本部長

大庭 秀章 氏
フォームネクスト（Formnext）

「金型・部品製造における先進製造技術
―未来のプロセスチェーン」
トルンプ

同時通訳
（英/日）あり

「Formnext
- 国際次世代製造技術展・国際次世代製造技術会議」

同時通訳
（英/日）あり

ドイツ機械工業連盟（VDMA）

フラウンホファー/ACAM

「金型・部品製造における先進製造技術
―未来のプロセスチェーン」

オークマ株式会社 技術本部 先端技術開発課 課長

実用化へのアプローチ」 「次世代の金属積層造形加工

石原 洋成 氏
同時通訳
同時通訳
（英/日）あり

フォームネクスト（Formnext）
新規事業開発部

次長

小柳 宏文 氏
同時通訳
（英/日）あり

フォームネクスト（Formnext）

「Formnext
- 国際次世代製造技術展・国際次世代製造技術会議」

同時通訳
（英/日）あり

ドイツ機械工業連盟（VDMA）

「積層造形のユーザーからみる機械工学」
同時通訳
（英/日）あり

「切削加工と金属積層造形の融合による
工程集約の動向」

「3Dプリンター技術を用いた金型作り」

二井谷 春彦 氏
フォームネクスト（Formnext）

トルンプ

「次世代の金属積層造形加工

近藤 昌樹 氏

三菱商事テクノス株式会社

「積層造形のユーザーからみる機械工学」
同時通訳
（英/日）あり

オークマ

DMG森精機株式会社 AM統括部 統括部長

三菱商事テクノス

「レーザデポジション方式
三次元金属積層造形技術の適用について」
三菱重工工作機械株式会社

6月16日（土）Saturday, June 16

「積層造形と切削、旋削加工とを融合した
複合加工機と積層専用機、及び加工事例の紹介」

秋山 和範 氏

12:30
13:00

6月15日（金）Friday, June 15
DMG森精機

フラウンホファー/ACAM

「金型・部品製造における先進製造技術
―未来のプロセスチェーン」

同時通訳
（英/日）あり

トルンプ

「Formnext
- 国際次世代製造技術展・国際次世代製造技術会議」

同時通訳
同時通訳
（英/日）あり

ドイツ機械工業連盟（VDMA）

「積層造形のユーザーからみる機械工学」
フラウンホファー/ACAM

「金型・部品製造における先進製造技術
―未来のプロセスチェーン」

同時通訳
同時通訳
（英/日）あり

トルンプ

「次世代の金属積層造形加工

実用化へのアプローチ」

GE/コンセプトレーザー

実用化へのアプローチ」 「次世代の金属積層造形加工

実用化へのアプローチ」 「アディティブ革命： 次世代の大型金属3Dプリンター」

15:30
GE/コンセプトレーザー

GE/コンセプトレーザー

「アディティブ革命： 次世代の大型金属3Dプリンター」

GE/コンセプトレーザー

「アディティブ革命： 次世代の大型金属3Dプリンター」

「アディティブ革命： 次世代の大型金属3Dプリンター」

16:00
6/13-15 13:30-14:00, 6/16 13:00-13:30

フォームネクスト
formnext

メサゴメッセフランクフルト

副社長

ドイツ機械工業連盟（VDMA）

サッシャ F ウェンツラー 氏

VDMA/Working Group Additive Manufacturing ライナー ゲープハルト 氏

フラウンホファー/ACAM
ACAMアーヘン積層造形センター

業務執行役員

トルンプ

同時通訳（英/日）
あり

6/13-15 14:00-14:30, 6/16 13:30-14:00

同時通訳（英/日）
あり

6/13-15 15:00-15:30, 6/16 14:30-15:00

トルンプ株式会社 営業技術部 レーザ溶接・3Dレーザ課 課長 岡 寛幸 氏（日本語講演）

GE/コンセプトレーザー

6/13-15 15:30-16:00, 6/16 15:00-15:30

GEアディティブ 日本統括責任者 トーマス パン 氏（日本語講演）

6/13 12:30-13:30

大同特殊鋼株式会社

6/14 11:30-12:30

三菱重工工作機械株式会社

6/14 12:30-13:30

DMG森精機株式会社

6/15 11:30-12:30

三菱商事テクノス株式会社

6/15 12:30-13:30

オークマ株式会社

6/16 12:00-13:00

同時通訳（英/日）
あり

6/13-15 14:30-15:00, 6/16 14:00-14:30
クリスティアン アーンツ 博士

一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会

出展料金
■ 3Dプリンティングパビリオン内出展料（30社限定）
※セミナー開講数に限りがあるため、パビリオンへの出展者数は限定数とさせていただきます。セミナーのみの申込はできません。

プランS

プランM

・セミナー会期中2回開講
・サンプル展示（ショーケース1台含む）

200,000円（税別）

プランSM

・セミナー会期中2回開講
・機械１台展示
（機械搬送、設置、電気代は含まず）

400,000円（税別）

・セミナー会期中2回開講

（機械搬送、設置、電気代は含まず）

50,000円（税別）

500,000円（税別）

※単独でのお申込はできません。

※展示機械のサイズについては問いませんが、
事前に事務局へお問い合わせください。

※セミナーは会期4日間のうち異なる日に1回30分（入れ替え時間5分含む）
ｘ２回開講となります。
セミナープログラムは事務局で調整します。
※機械展示にかかる輸送、梱包、設置、電気工事、電気代などは含まれておりません。
ご出展者様でご手配ください。
※セミナーを希望されない場合は、事務局へお申し出ください。出展料金は減額できません。

追加プラン

・セミナー会期中2回開講
・サンプル展示
・機械１台展示

※展示機械のサイズについては問いませんが、
事前に事務局へお問い合わせください。
※サンプルのキャプションや機械についての説明パネルは各位でご用意ください。
※ショーケースのサイズはW600×D600×H920です。
※ショーケースには社名板を設置します。
※パビリオン内の装飾、レイアウト、備品の用意は事務局の規定により手配準備します。
※パビリオン内には共同の商談エリア（ラウンジ）を設けます。

■ 一般ブース出展
一般ブースでの出展も可能です。

A タイプ

株式会社

ABCD
E

B タイプ
コンセント

・基礎装備・設備付

・スペースのみ
東京
名古屋

Bタイプ
参考例

320,000円/１小間
350,000円/１小間
（９平米、税別）

（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）

東京
名古屋

390,000円/１小間
420,000円/１小間
（９平米、税別）

●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
●蛍光灯
（2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

※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）>
※社名板、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。

他、出展料・設備詳細は、別紙インターモールド2019、インターモールド名古屋 出展案内または公式サイトをご確認ください。

3Dプリンティングパビリオンに隣接した形でレイアウトをいたします。一般ブースをご選択で3Dプリンティングパビリオンでのセミナーを
ご希望の場合は、会期中2回（各30分）開講／50,000円（税別）でお申し込みが可能です。出展小間お申し込み時に3Dプリンティング
パビリオンセミナーにもお申込みをお願いします。

■ イメージ写真※前回実績より

サンプル展示

パビリオン内ラウンジ

セミナーエリア

申込方法
出展規程をご了承の上、3Dプリンティングパビリオン出展申込書を、事務局までEmail またはFAX でご提出ください。
一般ブースでのお申し込みの場合は、下記「出展申込みサイト」より出展規程をご了承の上、お申込みください。

http://www.intermold.jp/application/
申込締切
東京開催
名古屋開催

お問い
合わせ

2019年1月18日（金）
2019年2月15日（金）

支払期日
請求書発行日の翌月末
● 出展申込手続き完了後、事務局が受理し、請求書を発行いたします。
● 出展申込手続き完了後、事務局受理日以降の出展申込の取消は出来ません。

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 : infoim2019@tvoe.co.jp

※控えとして必ずコピーをお取りください。

3Dプリンティングパビリオン出展申込書
INTERMOLD 2019 【会期】2019年4月17日(水)～20日(土)
INTERMOLD 名古屋 【会期】2019年6月19日(水)～22日(土)
インターモールド振興会殿

申込日：

年

月

日

【会場】東京ビッグサイト青海展示棟
【会場】ポートメッセなごや

公式サイト及び出展案内パンフレットに記載の出展規程を遵守することを承諾し、下記の通り出展を申し込みます。

*は必須項目です。(青色の項目は公開情報)

<1>*出展申込者
フリガナ

和文

*会社名

英文
*本社所在地
英文住所
*TEL
<2>*出展社名

(役職)
(氏名)

*代表者
㊞

URL
E-mail

〒
FAX

英文FAX

英文TEL

※出展申込者名と同じ場合はチェックを、異なる場合は下記に出展者名をご記入ください。

出展者名

出展申込者(上記会社名)と同じ
<3>*出展実務(連絡)担当者

*会社名

FAX

*TEL
E-mail

フリガナ

*住所 〒
所属
役職

*氏名

フリガナ

㊞

<4>*出展料請求先

出展実務(連絡)担当者
*会社名

その他(請求先情報をご記入ください)

フリガナ

*TEL

*住所 〒
所属
役職

*氏名

<5>*3Dプリンティングパビリオン内出展料金（30社限定）
プラン名

フリガナ

※セミナー開講数に限りがあるためパビリオンへの出展者数は限定数とさせていただきます。展示のないセミナーのみの申込はできません。

出展料金

プラン内容

プランS

セミナー会期中2回開講＋サンプル展示（ショーケース1台含む）

\20,0000+消費税

プランM

セミナー会期中2回開講＋機械1台展示（機械搬送、設置、電気代は含まず）

\40,0000+消費税

セミナー会期中2回開講20分＋サンプル展示＋機械展示

\50,0000+消費税

プランSM

セミナー追加プラン セミナー会期中2回開講 （上記プランにセミナーのみ追加or下記一般ブースお申込者）

<6>出展申込出展料金

㊞

チェック

支払期限：請求書発行日の翌月末
※ 申込後、出展を取消する場合は、
出展取消料が発生します。

\50,000+消費税

※パビリオン内出展と同時に一般ブースをお申込される方、または一般出展をお申込の方はwebサイトからお申込みお願いいたします。

東京
名古屋

Aタイプ

Bタイプ

小間単価

小間単価

320,000円+消費税
350,000円+消費税

390,000円+消費税
420,000円+消費税

<7>*主な出展製品について

支払期限：請求書発行日の翌月末
※ 申込後、出展を取消する場合は、
出展取消料が発生します。

※50文字以内でご記入ください。

出展製品(最大7項目)
<8>*重量物展示

予定あり

予定なし

東京ビッグサイト 青海展示棟の規定により重量物を設置できない箇所があります。
INTERMOLD東京展へのご出展で、重量物を展示予定の場合は、「予定あり」にチェックお願いします。事務局より展示物について確認をさせていただきます。

<9>連絡欄

※ご入力いただいた内容は、事務局にて検討いたします。全てのご要望を受理できるということではありませんので、ご了承ください。

※出展申込の取消(キャンセル)：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ください。
INTERMOLD 2019＜東京展＞

書面による取消・変更通知を受理した日
出展申込日～2018年12月21日(金)
2018年12月22日(土)～2019年1月7日(月)

出展取消料
出展料金の10%
出展料金の50%

書面による取消・変更通知を受理した日
2019年1月8日(火)～2019年1月31日(木)
2019年2月1日(金)以降

出展取消料
出展料金の75%
出展料金の100%

出展取消料
出展料金の10%
出展料金の50%

書面による取消・変更通知を受理した日
2019年2月15日(金)～2019年2月28日(木)
2019年3月1日(金)以降

出展取消料
出展料金の75%
出展料金の100%

INTERMOLD 名古屋＜名古屋展＞

書面による取消・変更通知を受理した日
出展申込日～2019年1月31日(木)
2019年2月1日(金)～2019年2月14日(木)

