※ 本展示会の取材は、事前の取材申込が必須となります。
【取材のご案内】
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報道関係者各位

リード エグジビション ジャパン株式会社

世界最大級の材料総合展!!

「高機能素材ワールド 2015」 を開催
4 月 8 日（水）～4 月 10 日（金） 東京ビッグサイト東 1-6 ホール
リード エグジビション ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 石積 忠夫）は、2015 年 4
月 8 日（水）～4 月 10 日（金）の 3 日間、「高機能素材ワールド 2015」を開催いたします。
「第 6 回 高機能フィルム展」、「第 4 回 高機能プラスチック展」、「第 2 回 高機能金属展」から構成される「高
機能素材ワールド 2015」は、フィルム、プラスチック、金属、複合材など材料技術が一堂に集結する総合展で
す。
素材や材料技術は、人々の生活を便利にする生活家電や情報端末、医療機器から、電気自動車・燃料電
池自動車、数ヶ月後に初飛行が予定されている国産小型旅客機「MRJ」まで、さまざまな分野においての製品
の土台となり、新しいものを産み続けるために必要不可欠なパーツとなっています。ものづくりの土台を司る材
料技術の世界最大級の総合展として、国内外の有力企業 580 社が出展する本展を、ぜひご取材ください。

■第 6 回 高機能フィルム展 注目製品
【新製品】
透明蒸着フィルムの世界トップシェア

凸版印刷(株)
【新製品】

品番は 100 種以上！離型フィルム

耀陽科技(中国)

金属の強靭さとプラスチックの機能性・意匠性を
兼ね備えた素材

三菱樹脂(株)
【新製品】各種加飾フィルム

日昌（株）

※出展社名、製品等は当日変更となる可能性がございます。
ご紹介する製品は一部抜粋で、展示会の「出展社・製品 検索」および各社 HP より引用しております。予めご了承ください。

■第 4 回 高機能プラスチック展 注目製品
【新製品】

紫外線硬化型液状シリコーン
ゴム（PDMS)

【世界初】

【世界初】

高耐熱、機械強度に優れた
スーパーエンプラ

改質ペット樹脂から成る新素材

信越化学工業（株)

（株)中屋敷技研

【新製品】

各種エンプラ素材
オーダーメード品・試作生産も対応！

ユニチカ（株)
【世界初】3 次元成形回路用 樹脂素材

クレハエクストロン（株)

エンズィンガージャパン(株)

■第 2 回 高機能 金属展 注目製品
【新製品】【世界初】

銅系超弾性合金

（株)古河テクノマテリアル
【世界初】

医療・新エネルギー分野など
先端技術材料

田中貴金属グループ

【新製品】

【新製品】

特殊アルミニウム合金

金属繊維「ナスロン」製
フィルター

九州三井アルミニウム工業（株)

日本精線（株)

【世界初】

超高密度、超耐熱、高強度
タングステン合金ヘビイメタル

(株)アライドマテリアル

※出展社名、製品等は当日変更となる可能性がございます。
ご紹介する製品は一部抜粋で、展示会の「出展社・製品 検索」および各社 HP より引用しております。予めご了承ください。

■注目の基調講演を併催！（敬称略）
■高機能フィルム展 基調講演（4 月 8 日（水）14 時 00 分～16 時 00 分）
【高機能フィルムが創り出す“新たな価値への挑戦”】
高機能フィルムの研究・技術開発
～東レの戦略と挑戦～
東レ(株)
取締役 研究本部長
基礎研究センター所長
恒川 哲也

三菱樹脂の
高機能フィルム事業戦略
～KAITEKI の実現に向けて～

大日本印刷の光学機能性フィルム
の現状と将来展望
大日本印刷(株)
役員
ファインオプトロニクス
事業部
事業部長
土屋 充

三菱樹脂(株)
理事
高機能フィルム所管
垣本 昌久

■高機能プラスチック展 基調講演(4 月 10 日（金）10 時 00 分～12 時 00 分)
【業界キーマンが語る！ 炭素繊維・樹脂開発の最前線】
航空機産業等における複合材の適
用状況と技術課題
三菱重工業(株)
執行役員
交通・輸送ドメイン
民間機事業部長
巽 重文

三菱レイヨンにおける炭素繊維・複
合材料事業の取組みと将来展望

カネカにおける高機能性樹脂技術
開発と事業化構想

三菱レイヨン(株)
三菱レイヨン(株)
常務執行役員
常務執行役員
炭素繊維・複合材料
炭素繊維・複合材料
ブロック
ブロック
担当
担当
山本 厳
山本 厳

(株)カネカ
執行役員
先端材料開発研究所長
西村 理一

■高機能 金属展 基調講演（4 月 9 日（木）10 時 00 分～12 時 00 分）
【政策・鉄鋼・銅 各分野における高機能化への挑戦】
ものづくり産業から見た金属を中心と
する高機能素材産業の現状と展望
経済産業省
製造産業局長
黒田 篤郎

新日鐵住金の高機能鋼と今後の展望
～未来に挑戦する鉄づくり～
新日鐵住金(株)
代表取締役副社長
宮坂 明博

持続可能な社会の実現に貢献し続
ける古河電工の高機能金属材料
古河電気工業(株)
執行役員
鋼条・高機能材
事業部門長
小林 敬一

＜開催概要＞
高機能素材ワールド 2015
日 時：2015 年 4 月 8 日(水)～4 月 10 日（金）10：00～18：00
会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明）東1-6ホール
出展社数 ：580社 ※3展合計/予定
同時開催展：第 25 回 ファインテック ジャパン
Photonix 2015 -第 15 回 光・レーザー技術展来場予定者数 ： 70,000名 ※同時開催展含む／予定
主 催：リード エグジビション ジャパン株式会社
前回（2014 年）会場風景

―取材に関するお問い合わせ先―
高機能素材ワールド 広報事務局（共同 PR 内） 担当：高田・樋口・峰松
TEL03-3571-5236 FAX03-3574-9364 E-mail: ftj_pr@kyodo-pr.co.jp
当日の連絡先：090-1605-1085（樋口）

※本展の取材は事前登録が必要です。事前にお申込みいただけない場合、取材をお断りさせていただく可能性がございます。
※お申し込み後、「取材確認書」を送付いたしますので、当日必ずお持ちください。
※以下、必要事項をご記入の上、事務局まで FAX にてご返送ください。

■取材申込用 FAX用紙■
高機能素材ワールド 広報事務局 高田、樋口、峰松宛
世界最大級の材料総合展!!
「高機能素材ワールド 2015」を開催
4 月 8 日（水）～4 月 10 日（金） 東京ビッグサイト東 1-6 ホール

FAX ：03-3574-9364
ご取材いただきます場合には、4 月 7 日（火）迄に FAX にてお申し込みください。
また、WEB からの申し込みも承っております。http://www.filmtech.jp/shuzai/よりお申込みください。
※同リリースは事務局からも提供を行うため、重複する事がございますがご了承下さい。

◆アクセス
会 場：東京ビッグサイト東1-6ホール
住 所：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
日 時：2015年4月8日(水)～4月10日（金）
10：00～18：00
◆りんかい線
「 国際展示場 」駅下車 徒歩約 7 分
◆ゆりかもめ
「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約 3 分

●貴社名/媒体名
●部署名
●ご芳名

（他

●ご取材予定日
●撮影

有（□スチール

●ご連絡先

(ＴＥＬ)

□ムービー）

無

（e-mail）

●備考
ご要望・ご希望のある方はご一報くださいますようお願い申し上げます。
今後このような FAX が不要の方は、次の□にチェックをし、そのまま FAX 03-3571-5236 宛にご返信ください。
□今回送られた展⽰会に関する FAX を停止してください。
□今後 E-mail での配信にしてください。（E-mail ：

）

名）

