2019 年 5 月
関係各位

ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ 名古屋／金型展名古屋
金属プレス加工技術展名古屋
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。
「INTERMOLD 名古屋／金型展名古屋」
（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
名古屋」(主催：一般社団法人日本金属プレス工業協会)に関する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。
随時本展のホームページにて開催に関する情報を更新し、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/nagoya/

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：infoim2019@tvoe.co.jp
担当:七堂

2019 年 5 月
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
ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ名古屋／金型展名古屋
金属プレス加工技術展名古屋
「金型の専門見本市 今年も名古屋で開催！！」
インターモールド振興会では 2019 年 6 月 19 日（水）から 22 日（土）まで 4 日間にわたりポート
メッセなごやにて「INTERMOLD 名古屋／金型展名古屋」
（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名古屋」
（主催：一般社団法人日本金属プレス工業協会）を開催いたしま
す。
東京・大阪にて、過去 30 回にわたり開催をしております「金型」の専門見本市「INTERMOLD／金型展」
が今年も名古屋にて開催いたします。
金型設計・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が集まり、最新のソリューショ
ン提案が行われる。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展示会が名古屋でも
見られることに。開催規模は工作機械などの設備機器メーカーや、国内外の金型メーカーやプレス加
工メーカーが一堂に集まり、出展者数 376 社・団体となる。
基調講演は、トヨタ自動車株式会社 執行役員 工場統括 安全健康推進部統括 副社長 河合 満 氏を
講師に迎え『モノづくりは、人づくり～技能伝承と人材育成～』と題した講演が行われる。また、自
動車部品や航空機部品に関する特別セミナー、工作機械、切削工具、ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＣＡＥ、測定
機器など出展企業によるテクニカル・ワークショップなども開催し、金型や金属プレス業界関係者へ
の最新技術の提案が行われる。
【公式ホームページ】
INTERMOLD 名古屋／金型展名古屋／金属プレス加工技術展名古屋
http://www.intermold.jp/nagoya/
【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

■開催概要■
《名古屋開催》
【名称】INTERMOLD 名古屋
【主催】一般社団法人日本金型工業会
【後援】経済産業省、外務省、愛知県、名古屋市、独立行政法人日本貿易振興機構、
名古屋商工会議所、日本経済新聞社名古屋支社
【協賛】一般社団法人日本工作機械工業会、一般社団法人日本鍛圧機械工業会、日本工作機械輸入協会、一
般社団法人日本金属プレス工業協会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、一般社団法人日
本鍛造協会、一般社団法人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、一般社団法人型技術協会、日本プラスチック機械工業会、一般社団法人日
本ダイカスト協会、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、公益社団法人精
密工学会、一般社団法人日本自動車部品工業会、一般社団法人日本鋳造協会（順不同）
【名称】金型展 名古屋
【主催】一般社団法人日本金型工業会
【名称】金属プレス加工技術展 名古屋
【主催】一般社団法人日本金属プレス工業協会
【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）
【会期】2019 年 6 月 19 日（水）から 22 日（土）4 日間
【開場時間】10：00～17：00（最終日 22 日は 16：00 まで）
【会場】ポートメッセなごや（名古屋市）
【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
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
【ＵＲＬ】http://www.intermold.jp/nagoya/

■基調講演・特別講演など■
(１)基調講演
『モノづくりは、人づくり～技能伝承と人材育成～』
自動車業界が 100 年に一度の大変革期をむかえる中、トヨタも協力会社のみなさんと力を結集しながら、も
っといいクルマづくりへの挑戦を続けています。
AI や IoT など IT 技術の進化はモノづくりを大きく変えようとしています。しかし、厳しい環境の中でも企業
が持続的な成長を続け、競争に打ち勝っていくためには、
“技術の進化”だけでなく、
“人の技能”のレベル
アップが不可欠です。
真に競争力のあるモノづくりに向けて、企業がさらに進化するために『人がより高い技術と技能を持ち続け
ることの必要性』と『あらゆる変化に対応できる人材を育てるための意識・考動』についてお話しをさせて
いただきます。
◆講師：トヨタ自動車株式会社 執行役員 工場統括 安全健康推進部統括 副社長 河合 満 氏
◆日時：2019 年 6 月 19 日(水) 11:00〜12:30
◆会場：ポートメッセなごや 交流センター 3F 会議ホール
◆定員：約 300 名（聴講無料、事前登録制）
（２）工場環境・設備ソリューションフェア 特別セミナー
『品質保証における最新技術の活用（IT/IoT/AI）
』
大手自動車部品メーカーのリコールから始まり、2017 年後半からの相次ぐ検査不正問題、製造不良による事
故の発生により日本の製造業の高品質なブランド意識が低下しています。これまでの日本の製造業の品質保
証はどう行われて来たのか、品質保証における問題は何か？問題解決の方策について日本の品質保証を支え
る TQM、QC サークル、ISO の規格類及び QFD 等の手法、IT/IoT/AI の技術活用、組織マネジメントのポイント
について取り上げていきます。
◆講師：株式会社アムイ 代表取締役 山田 浩貢氏
◆日時：2019 年 6 月 20 日(木) 15:00〜16:00
◆会場：ポートメッセなごや テクニカルワークショップ第 2 会場
◆定員：約 100 名（聴講無料、事前登録制）
(３)かながた小町集合！！！in インターモールド名古屋
『女性の為の金型 factory 改善計画』 『金型 factory 女性活躍プロジェクト』
≪かながた小町 パネルディスカッション≫
金型業界は男性中心の職場と思われがちですが、素形材産業の中でも比較的、女性が活躍しやすい業界でも
あります。その具体的な理由や現状を、ざっくばらんな雰囲気で座談会形式のパネルディスカッションを行
います。
『女性の働きやすい金型 factory（職場環境改善）を目指す！』を課題に、
「ダメ事例？→改善策？」
「これ
は OK 事例？」
「ピンクの作業服など、職場に女性が活躍していることの見せる化！」
「女性トイレの改善」な
どトークを展開します。
◆モデレータ：羽田 詩織氏
◆パネラー：(株)名古屋精密金型 営業部 部長 渡邊 祐子 氏
(株)アサヒダイテック 総務課 課長 小川 朋加 氏
ムツミ工業(株) 近藤 紗也子 氏
七宝金型工業(株) CAD/CAM 課 松岡 咲希 氏
産業ジャーナリスト兼フリーライター 那須 直美 氏
◆日時：2019 年 6 月 20 日(木) 13:00～14:30
◆会場：ポートメッセなごや 第 2 オープンセミナー会場（聴講無料）

(４) (一社)日本金型工業会 CAM ベンチマーク WG パネルディスカッション
『CAM ベンチマーク ガチンコ勝負～ユーザーの生の声～』
(一社)日本金型工業会東部支部では、技術委員会の作業部会として「CAM ベンチマークワーキンググループ」
を立ち上げ、参加金型メーカーが各社で使用する CAM システムを活用し、同一形状・同一加工条件の下で作
成した CAM データを計算時間・加工時間（CAM 内）
・パスの品質等について比較を行った。
それらの結果をもとにパネルディスカッションを進める。
◆主催：(一社)日本金型工業会 東部支部 技術委員会
◆司会：笠松 士郎 氏 日型工業(株) 技術開発チーム・チームリーダー
◆パネラー：小川 達郎 氏 (株)長津製作所 CAD グループ 統括リーダー
小川 知之 氏 (株)狭山金型製作所 技術部 主任
森安 啓一 氏 (株)打田製作所 生産技術課 ミーリング担当 主任
柳室 圭太 氏 (株)駿河エンジニアリング（マルスン駿河グループ）CAM グループ課長代理
山浦 宏徳 氏 (株)コガネイモールド 生産管理課 CAM 係 係長
◆日時：2019 年 6 月 21 日（金）14:00～15:30
◆会場：ポートメッセなごや 第 3 展示館内 第 2 オープンセミナー会場（聴講無料）
■3D プリンティングパビリオン■
3D プリンティング／アディティブマニュファクチャリング（AM）を中心としたものづくりの実態と今後を
出展者による展示と多彩なショートセッション（技術情報セミナー/会期中毎日開催）により発表。
◆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
◆出展者およびセミナー開講：金沢大学、GE Additive、TÜV SÜD、
経済産業省 近畿経済産業局 / 3D ものづくり普及促進会、オークマ株式会社
三菱重工工作機械株式会社、三菱商事テクノス株式会社、
株式会社データ・デザイン

■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」17 セッション以上／「オープンセミナー」23 セッション以上実施
※講演/セミナー/併催事業についての詳細情報（会場、開講スケジュール等）は公式サイトで公開中。

【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：七堂
〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-2-15 TEL: 06-6944-9911 FAX: 06-6944-9912
以上

