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＜取材のご案内＞

いよいよ 4月17日（水） 開幕！ぜひ取材にお越しください！

*

1,150社 が出展する、中部地域最大級のものづくり専門展「名古屋 ものづくり ワールド 2019」が、いよいよ4月
17日（水）～19日（金）の3日間、ポートメッセなごやで開催いたします。
本展のオープニングセレモニーとして、会期初日の17日（水） 午前9時30分より、「開会式（大テープカット）」を行
います。毎年 会場全体が熱気に包まれ、割れんばかりの拍手で始まる盛大な開会式は、まさに圧巻の光景です。
*
今年は河村 名古屋市長をはじめ、総勢35名 が集結し、ものづくり産業を盛り上げます。本リリースでは、昨年の
*予定。
様子を交えながら、開催概要をご紹介いたします。ぜひ、取材にお越しください。
※取材には、事前のお申込が必要です。下記ＵＲＬまたは最終ページの申込書より、ご返信ください。

*

～ 今年も、開会式に2,000名 が来場！ ～
名古屋市長をはじめ、地元をあげての開幕

* 予定

昨年の開会式で、歓迎の言葉とともに「名古屋は、製造業の世界の中心地となる可
能性を十分に持っている」と、力強い言葉をくださった、ポートメッセなごやのオーナー
である河村たかし名古屋市長。今年も公務の合間をぬって、開催初日にご参列いた
だきます。
下の写真は、まさに参列者をご紹介している時の写真です。約2,000名の観客が詰
めかけ、入り口から人が溢れるほど、会場は熱気に包まれました。今年は大手製造業
*
のVIP35名 を参列者として迎えるだけでなく、今大注目の3Dプリンタに関する展示会
も新規開催することで、さらに多くの人で溢れかえる事が予想されます。ものづくり集
積地にて、日本のものづくり業界の方々が一堂に会する、またとない機会です。
本展のオープニングを盛り上げるため、ぜひご参加ください。
（※テープカッター一覧は次ページを参照ください。）

河村 たかし 名古屋市長

前回 （2018年4月） 開会式の様子

取材の申込みはこちら

https://www.japan-mfg-nagoya.jp/shuzai/
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～ テープカットにご参列いただく方々 ～
名古屋 ものづくり ワールド 2019 「開会式（大テープカット）」 参列者一覧
＜ 主催者 ＞

＜ 行政・会場 ＞

● リード エグジビション ジャパン（株） 代表取締役社長 石積 忠夫

● 名古屋市長 河村 たかし

＜ 中部地域 来場ユーザーのVIP ＞
● トヨタ自動車(株) 先進安全領域 領域長 鯉渕 健

● （株）アドヴィックス 常務役員 安田 光宏

● （株）デンソー 経営役員 山崎 康彦

● イビデン（株） 代表取締役副社長 児玉 幸三

● アイシン・エィ・ダブリュ（株） 常務執行役員 安藤 敏行

● 浜松ホトニクス（株） 取締役 鈴木 貴幸

● 川崎重工業（株） 副社長執行役員 並木 祐之

● 愛三工業（株） 取締役 小坂 純文

● （株）SUBARU 執行役員 若井 洋

● フタバ産業（株） 取締役 専務執行役員 吉田 隆行

● 三菱重工業（株） シニアフェロー 種子田 裕司

● 愛知製鋼（株） 代表取締役副社長 浅野 弘明

● （株）豊田自動織機 常務役員 宮島 久典

● CKD（株） 取締役 常務執行役員 奥岡 克仁

● 三菱自動車工業(株) 常務執行役員 藤本 直也

● （株）三五 執行役員 深牧 道昭

● アイシン精機(株) 執行役員 坂本 由夫

● 日本車輌製造（株） 常務執行役員 伊藤 順一

● ジヤトコ（株） 常務執行役員 吉野 智昭

● 東芝機械（株） 取締役 上席常務執行役員 小林 昭美

● （株）東海理化 取締役・常務執行役員 林 茂

● 日東工業（株） 取締役副社長 COO 黒野 透

● 日本特殊陶業（株） 代表取締役 取締役会長 尾堂 真一

● 大豊工業（株） 専務取締役 鈴木 徹志

● コニカミノルタ（株） 執行役 竹本 充生

● （株）ニデック 取締役 杉浦 幹彦

● THK（株） 取締役副社長 寺町 俊博

● 林テレンプ（株） 取締役・主席執行役員 松浦 昭博

● （株）明電舎 取締役 兼 専務執行役員 竹川 徳雄

● パナソニック エコシステムズ（株） 執行役員 岡本 剛

● リンナイ（株） 執行役員 中島 忠司

● リコーエレメックス（株） 執行役員 千葉 浩司
＜敬称略・順不同

2019年4月9日 現在＞

今年の会期中 経済効果は、約40億円 の見込み！

～ 日本中から 38,000名が来場予定 ～
愛知県は、製造業を代表する企業の本社や
工場が多く存在する、まさに“ものづくり集積地”
です。経産省が出している「平成30年工業統計
速報」によると、愛知県の製造品出荷額等は、
昭和52年以来 41年連続で全国1位を獲得。
日本一のものづくり県 として産業を支えています。
また、日本の中心に位置している事から、東京
や大阪をはじめ、各地から出展社・来場者ともに
集まりやすいのが特徴です。今年は、日本全国
から約38,000名の来場を予定しています。さら
に、宿泊・交通・飲食・ブース装飾などに使われ
る金額を考えると、開催中の3日間だけでも、約
40億円にのぼる見込みです。本展のような大規
模な展示会を開催することで、名古屋に大きな
経済効果をもたらします。

取材の申込みはこちら
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名古屋 ものづくり ワールド 2019 展示会概要
日

時：2019年4月17日[水]～19日[金]
10：00～18：00 （19日のみ17：00まで）
会
場：ポートメッセなごや
来場者数：38,000名（予定）
出展社数：1,150社（予定）
主
催：リード エグジビション ジャパン（株）
＜本展の見どころ＞

＜構成展示会＞
第4回 名古屋 設計・製造ソリューション展
第4回 名古屋 機械要素技術展
第3回 名古屋 航空・宇宙機器 開発展
第3回 名古屋 工場設備・備品展
第1回 名古屋 次世代 3Dプリンタ 展

会場レイアウト図 （ポートメッセなごや 第1、2、3展示館）

◆初めて 名古屋で開催！
「第1回 名古屋 次世代3Dプリンタ展」
東京で大盛況だった「３Ｄプリント」の
専門展が、ついに名古屋に上陸。
金属３Ｄプリンタ／３Ｄプリント受託
サービスなど、製造業に携わる方には
必見の展示会です。
◆「名古屋 ものづくり ワールド」は、
計5つの展示会で構成され、1,150社
が出展する ものづくり専門展。
「自動化、省人化」「モノづくりのデジタ
ル化に貢献するIoTソリューション」など、
ひとつの会場内で、業界の最新動向を
一気に見ることができるため、比較検
討・情報収集の場として最適です。

ご希望の取材テーマにあわせて、ご出展社様の情報をお送りいたします

取材の申込みは 下記ＵＲＬ または 下記の取材申込書をＦＡＸしてください

https://www.japan-mfg-nagoya.jp/shuzai/
※本展の取材は事前登録が必要です。
※取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
※事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は
当日プレス受付をお断りする可能性がございます。あらかじめご了承ください。
【 返信FAX送信先 ≫ 03-3349-8500 】
社名：

媒体名：

所属・役職：

氏名：

連絡先E-mail：
連絡先TEL：

連絡先FAX：

ご質問/ご要望：

(問合せ先) リード エグジビション ジャパン(株) 広報担当：山田 舞 E-mail：yamadam001@reedexpo.co.jp
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18F TEL：03-3349-8506 FAX：03-3349-8500
3/3

