
申込締切日前であっても、定員になり次第締切りとさせていただきます。

よりご招待申し上げます。
特典
申込
締切

ID

基調講演（23,000円相当）・特別講演に無料ご招待貴殿への特典 事前申込制 受講希望の方は、下記の URL よりお申込みください

１．本VIP招待券にお名前が印字されたご本人のみ、申込みが
可能です。（ご後任の方はVIP事務局にご連絡ください）

２．Webでのお申込みには、上部記載のIDが必要です。

注
意
事
項

本展の詳細  は裏面へ

http://www.dms-tokyo.jp/priv/dm/特典の申込・詳細

必ず下記Webより事前にお申込みください

リード エグジビション ジャパン（株）主 催

2018年6月20日［水］～22日［金］会 期

東京ビッグサイト会 場

本招待券をVIP専用受付までお持ちください。

VIP招待券

同時開催 ヘルスケア・医療機器 開発展 3D&バーチャル リアリティ展

第
　
回

第
　
回

第
9
回

第
26
回

10：00～18：00（22日［金］のみ17：00終了）

29

22

（旧称：医療機器 開発･製造展）

世界最大級！ 2,580社が出展
同時開催展 合わせ

未来社会にむけた、Hondaの次世代技術の取組みと人づくり
本田技研工業（株）　取締役 専務執行役員

（株）本田技術研究所　代表取締役社長 社長執行役員　松本 宜之

イノベーティブな商品を生むための 開発部門の取組み について
カルソニックカンセイ（株）

　副社長執行役員 グローバルテクノロジー本部長　村上 秀人

［J-S2］  日本 ものづくり ワールド 特別講演② 6月21日［木］ 14：00～15：30

日産の新しいデザインの方向性と、現場での3D・VR技術の活用事例
日産自動車（株）

専務執行役員 グローバルデザイン担当　アルフォンソ E アルバイサ

これからのVRとテレイグジスタンス
～身体のネットワークと実世界アバタｰが拓く未来～ 東京大学

　名誉教授　舘 暲

［V-K］ 3D＆バーチャル リアリティ展 基調講演 6月21日［木］ 14：00～16：10

VR技術の新展開
東京大学大学院

情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻　教授　廣瀬 通孝

日立グループの「ＩＴ部門連合プロジェクト」の挑戦
～日立製作所と日立建機の取組みを事例として～ （株）日立製作所

IT統括本部　統括本部長　野村 泰嗣

「現場に溶けよ！」フジテックIT部門変革の全記録
フジテック（株）

常務執行役員 情報システム部長　友岡 賢二

［D-S1］ 設計・製造ソリューション展 特別講演① 6月21日［木］ 10：00～11：30

加速する3Dプリンタの「生産/製造分野」での活用
（株）ストラタシス・ジャパン
代表取締役社長　片山 浩晶

金属3Dプリンタの進化 ～試作を超えて量産のステージへ～

Desktop Metal, Inc.
CEO 共同創業者　リック フロップ

［M-S2］ ヘルスケア・医療機器 開発展 特別講演② 6月21日［木］ 10：00～11：30

AMEDが進める産学連携と
医療機器開発への取組みについて （国研）日本医療研究開発機構（AMED）

産学連携部　部長　高見 牧人

医療機器レギュレーションのトピックスについて 
～日本発の画期的 医療機器の創出に向けて～ 厚生労働省

医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課　課長　中井 清人

［M-S1］ ヘルスケア・医療機器 開発展 特別講演① 6月20日［水］ 14：00～15：30

オープニングスピーチ
～医療機器開発・製品化支援の最新動向について～ 国立循環器病研究センター

客員研究員　妙中 義之

IoTで実現するスマート治療室SCOT
～医工連携による次世代 医療機器開発と今後の展望～　 東京女子医科大学

脳神経外科/先端生命医科学研究所 先端工学外科分野　教授  村垣 善浩

［M-K］ ヘルスケア・医療機器 開発展 基調講演 6月20日［水］ 10：00～11：30

NECが考える、社会価値を生み出すものづくり
～ AI・IoTを活用したサプライチェーン改革により、お客様の価値を最大化～ 日本電気（株）

執行役員常務 サプライチェーン統括ユニット担当　大嶽 充弘

製造現場を革新する“ものづくりアプリケーション”
～Industry4.0時代におけるFAの先進技術活用事例～ オムロン（株）
執行役員 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 技術開発本部長　福井 信二

［J-S1］ 日本 ものづくり ワールド 特別講演① 6月20日［水］ 10：00～11：30

医療機器イノベーションの最新動向と今後の展望
～超スマート社会（Society 5.0）を支える医療機器産業をめざして～ （一社）日本医療機器産業連合会　会長

（株）日立製作所　執行役常務 ヘルスケアビジネスユニットCEO　渡部 眞也

オリンパスの「医療・科学機器」開発における技術戦略と今後の方向性
オリンパス（株）

取締役 専務執行役員 技術統括役員 兼 技術開発部門長　小川 治男

6月20日［水］ 14：00～15：30

マツダのものづくり　～選択と集中による開発革新～
マツダ（株）

常務執行役員・シニア技術開発フェロー　技術研究所・統合制御システム開発担当　人見 光夫

［J-K］ 日本 ものづくり ワールド 基調講演 6月22日［金］ 10：00～11：00

［D-S2］ 設計・製造ソリューション展 特別講演②

＊特別講演はVIP以外の方も無料でご受講いただけます。＊敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配布の無い場合もございます。また、掲載枠上、講師の役職・所属を省略している場合がございます。あらかじめご了承ください。
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SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE



VIPの特典  は表面へ  

本招待券に掲載の出展社数、来場者数は同時開催展・共同出展社も含めた、2018年3月9日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。

会場レイアウト図   （東京ビッグサイト  東1～8ホール、西1ホール／本招待券で全展に入場可）

●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、報告書など
に本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを
入れてください。　□　●日本展示会認証協議会による展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。
●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ(http://www.reedexpo.co.jp)をご覧ください。

主催者 リード エグジビション ジャパン（株）
VIP担当事務局（TEL受付時間 9：00～18：00）

TEL： 03-6661-2895　E-mail： jmw-vip@reedexpo.co.jp
問合せ先

出
入
口

東7・8ホール

出入口 出入口

東2ホール東3ホール

東6ホール 東5ホール 東4ホール

東1ホール
出入口

西1ホール
出入口

上司、同僚の方にも
VIP招待券をお届けします
VIPのご紹介は ▼ www.dms-tokyo.jp/vip/d/
＊事務局の判断により、VIP招待券をお送りできない場合がございますので予めご了承ください。

日本中･アジア中から9万名が来場
メーカーの技術者など

本図は実際のレイアウトと
異なる場合がございます

日本中・世界中の企業が一堂に出展！
北海道・東北 140社

北陸 100社

東海 190社関西 270社

中国・四国 140社

九州・沖縄 110社

東京 590社

信越 260社

東京
ビッグサイト

関東 360社
（東京以外）

普段会えない 遠方の企業の製品を
その場で比較検討できます。

海外 420社

このような通路が91本並んだ、前回の会場風景（2017年）

初出展530社を加え 計 2,580社が 出展
日本 ものづくり ワールド 4展合わせ

〈ご利用の流れ〉

今すぐ登録を www.dms.apposys.jp

より良い製品がスムーズに導入できる！
事前アポイントシステム 無料

◆  探している製品や自社の課題を登録
◆  出展社から課題解決に向けた提案メールが届く
◆  事前に希望日時でアポイント設定。会場で商談

A会場

1,040社が出展

400社が出展

第26回

3D&バーチャル
リアリティ展

90社が出展

ヘルスケア・
医療機器 開発展

第9回

250社が出展 430社が出展

機械要素
技術展

第22回

B会場

370社が出展

機械要素
技術展

第22回

C会場第22回 機械要素技術展

設計・製造
ソリューション展

第29回第29回

●VR・AR・MR
●ヘッドマウントディスプレイ
●3DCG、3D地図 …など

●モータ、アクチュエータ  
●ドライバ、コントローラ
●ロボット、FA、制御技術 
●ベアリング、ステージ
●減速機、歯車 
●ベルト、チェーン
●油空圧機器 …など

●CAD/CAM ●電気CAD ●3Dデータ活用

●CAE ●生産準備、VM ●図面・文書管理

●PLM/PDM/BOM ●3Dプリンタ ●3次元測定器

●ERP/SCM ●生産管理システム ●在庫・販売管理

● IoT、AI活用 ●設備管理システム ●アウトソーシング 
   …など

●電子部品、機械部品

●OEM、ポンプ

●加工技術、材料

●計測機器、センサ

●針、パイプ 
 …など

●めっき、コーティング 

●熱処理、表面改質

●配管部品

●ボルト、ナット 

●ねじ、締結技術

●ねじ締めドライバ 

●ばね、ワイヤー加工 

●試験機、計測機、センサ

●位置決め技術 

●カメラ

●工業用顕微鏡

●エンコーダ …など

●切削・プレス・板金加工 ●鋳造、鍛造 ●大物・厚物加工 ●微細・超精密加工

●難削材加工 ●射出成形 ●材料・素材 ●機構部品  

●バリ取り、表面仕上げ ●砥石 ●洗浄機、洗浄剤 ●工具、加工機 

●スピンドル、エンドミル ●ドリル、刃物 ●刻印機  …など

東ホール 西ホール

（旧称：医療機器 開発･製造展）
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