


　勤　啓
　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。この度は「MF-Tokyo 
2011 プレス・板金・フォーミング展」の開催にあたりまして格別の
ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　皆様の絶大なるご支援、ご協力をいただきました本展は４日間の会
期を無事終了することができました。これもひとえに、出展者各位、
ご後援、特別協賛、ご協賛をいただいた関係官公庁ならびに産業諸団
体のご後援、ご協力によるものと深く感謝いたしております。
　なお、本展の開催模様につきましては日刊工業新聞紙面等で逐次報
道いたしましたが、ここにその結果をまとめましたのでご報告いたし
ます。今度とも関係各位の一層のご支援、ご指導をよろしくお願い申
し上げます。

勤　白
2011年10月

一般社団法人　日本鍛圧機械工業会
日刊工業新聞社

関係各位
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結果報告

日　付 天　気 人数（うち海外来場者数） 前回同日比

８月３日㈬ ☁ 6,099人（124人） ＋990人

８月４日㈭ ☀ 7,377人（107人） ＋551人

８月５日㈮ ☀ 8,542人（120人） ＋239人

８月６日㈯ ☀ 7,502人   （30人） ＋578人

４日間合計 29,520人（381人） 前回比2,358人増

※重複無し実人数

■開 催 名 称　日本名称　MF-Tokyo 2011   プレス・板金・フォーミング展

　　副　　題　“日本を元気に、そして世界を！”

　　　　　　　－世界最新のエコ鍛圧機械とエコ塑性加工技術を提案します。－

　　英語名称　 MF-Tokyo 2011   Metal Forming & Fabricating Fair Tokyo

■主　　　　催　 一般社団法人 日本鍛圧機械工業会／日刊工業新聞社

■後　　　　援　経済産業省／厚生労働省／環境省

■特 別 協 賛　日本塑性加工学会／日本鍛造協会／日本金属プレス工業協会／日本金型工業会

■協　　　　賛　日本自動車工業会／日本電機工業会／日本建設機械工業会／日本溶接協会／レーザ加工学会

 （順不同・法人格略）

■海 外 協 賛　中国机床工具工業協会／中国鍛圧協会／台湾区機器工業同業公会／インド工作機械工業会／

　　　　　　　　米国製造技術協会／韓国工作機械産業協会

■会　　　　期　2011年８月３日㈬～６日㈯　４日間

　　10：00～17：00

■会　　　　場　東京ビッグサイト　東４・５・６ホール

■入　場　料　一般　1,000円　※招待状をお持ちの方・事前登録者は無料

■併催セミナー　シンポジウム、基調講演、特別講演、塑性加工学会セミナー、出展者テクニカルセミナー、

　　　　　　　　塑性加工学会研究室紹介

■開 催 規 模　148社・団体（内部出展・共同出展含め228社）891小間（約8,000㎡）

■入 場 者 数　
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開会式

◎「MF-Tokyo2011プレス板金・フォーミング展」　開会式・テープカット
日　時：2011年８月３日㈬　９：40～10：00
場　所：東京国際展示場（東京ビッグサイト・有明）　東５ホール前（ガレリア内）

出席者：来賓

  経済産業省 製造産業局 素形材産業室長 田中　哲也 殿

  社団法人 日本塑性加工学会 会長 石川　孝司 殿

  社団法人 日本鍛造協会 副会長 後藤　充啓 殿

  社団法人 日本金属プレス工業協会 副会長 三原　佑介 殿
 主催者

  一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 代表理事会長 高瀬　孔平
  一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 副会長 兼 企画委員会委員長 岡田　　正
  一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 副会長 兼 広報見本市委員会委員長 坂木　雅治
  日刊工業新聞社  取締役社長 井水　治博

《 式次第 》

  ●主催者挨拶：一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 代表理事会長 高瀬　孔平
  ●来 賓 祝 辞：経済産業省 製造産業局 素形材産業室長 田中　哲也 殿

  　　　　　　　社団法人 日本塑性加工学会 会長 石川　孝司 殿
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歓迎レセプション

◎「MF-Tokyo2011プレス板金・フォーミング展」　歓迎レセプション
日　時：2011年８月３日㈬　17：30～19：00
場　所：東京国際展示場（東京ビッグサイト）　会議棟レセプションホールＡ

一般社団法人
日本鍛圧機械工業会 副会長
兼 広報見本市委員会委員長

坂木　雅治

主催者挨拶

社団法人 日本鍛造協会
副会長

後藤　充啓 殿

特別協賛代表挨拶

社団法人
日本金属プレス工業協会
副会長

三原　佑介 殿

特別協賛代表挨拶

一般社団法人
日本鍛圧機械工業会 副会長

岡田　 正

乾　杯

次　第：
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講演・セミナー
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小間配置図　※は共同出展者

出展企業 小間番号
アIHI E4-39

相澤鐵工所 E5-33
アイ・シイ・エス E6-36
ICSコンベンションデザイン E4-22
アイシス E4-68
アイセル E5-35
アイダエンジニアリング E4-44
アクア化学 E4-65
旭サナック E5-24
旭精機工業 E5-04
アジア技研 E6-16
アマダ E6-32
イージーデータジャパン E6-08
板屋製作所 E5-22
イリス E4-58
　※FELSS GmbH
Indian Machine Tool Manufacturers' Association E4-29
エイチアンドエフ E4-34
エイム E6-29
エー・ピーアンドティー E5-08
エコールド・ジャパン E6-20
エステーリンク E6-10
エヌエスシー E4-40
　※楠精工
榎本機工 E4-48
　※クリアテック
MTSセンサーテクノロジー E5-49
OSY・Jern・ Yao・3View E5-39
オーセンテック E6-22
大峰工業 E6-09
オプトン E5-27
オリイメック E5-37

カ片桐製作所 E5-43
型研精工 E5-42
金型新聞社 E4-25
兼松KGK E4-74
川副機械製作所 E5-09
ギア E4-47
協同エンジニアリング E5-23
旭光製作所 E6-35
倉敷レーザー E6-26
栗本鐵工所 E4-37
ケツト科学研究所 E4-66

出展企業 小間番号
ゲルブ・ジャパン E4-63
鋼鈑工業 E5-47
向洋技研 E6-17
ゴーショー E5-19
　※SACMA Limbiate S.p.A
小島鐵工所 E4-57
コニック E6-31
コマツ E4-33
　※コマツ産機、コマツNTC
小森安全機研究所 E5-45
Korea Machine Tool Manufacturers' Association E4-27
コロナ社 E4-23
Confederation of Chinese Metalforming Industry E4-30

サThe Association For Manufacturing Technology E4-78
阪村機械製作所 E5-17
SANES PRESSES CO., LTD. E4-73
Samjin Machinery Co., Ltd. E5-10
サルバニーニジャパン E6-03
SUNG-WON ENG E4-76
三起精工 E5-20
三共製作所 E4-49
三桂機械 E5-06
　※マツモトマシナリー
三光産業 E6-21
　※アシスト
サンテスト E6-05
シージーケー E4-52
Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd.（協易機械工業） E4-35
しのはらプレスサービス E5-36
ジャパンコントロールス E5-25
　※ROLAND ELECTRONIC GmbH
シュマルツ E4-55
商工経済新聞社 E4-21
シルバーロイ E5-38
杉山電機システム E4-46
住友重機械テクノフォート E4-38
星光工業 E4-64

タ大東スピニング E5-28
大平製作所 E5-31
ダイマック E5-40
Taiwan Associaiton of Machinery Industry E4-28
髙橋金属 E4-77
ダテ E5-01
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出展企業 小間番号
伊達機械 E5-48
DAVI Promau S.r.l. E4-59
China Machine Tool & Tool Builders' Association E4-26
中部エンジニアリング E4-54
Chin Fong Machine Industrial Co., Ltd. E4-43
ティーエスプレシジョン E5-26
東栄工業 E6-12
東洋プレシジョン E4-72
トックスーリックスプレソテクニック E5-14
トルンプ E6-04
　※エフエーサービス

ナ内藤製作所 E6-02
中島田鉄工所 E5-30
中田製作所 E5-11
西島 E6-11
日刊工業新聞社 E4-20
日伸工業 E5-41
ニッセー E5-34
日本タッパー E5-50
日本ウエルディング E6-19
日本エリコンバルザース E4-60
日本オートマチックマシン E5-12
日本スピードショア E6-06
　※ヤマシタワークス
日本鍛造協会 E4-32
アイシン・メタルテック／旭商事／アサヒフォージ／
アルミニウム鍛造技術会／インダクトグループ／ウチノ／
エア・ウォーターNV／太田鉄工所／大智鍛造所／
大宮日進／角田鉄工所／金型溶接テクニカルセンター／
川上鉄工所／近畿鍛工品事業協同組合／ゴーシュー／
コタニ／サムテック／サン・アロイ／サンアロイ工業／
新東工業／タイチク／タンレイ工業／ティエフオー／
ディサ／テクノメタル／東京鍛造工業協同組合／
東邦工機／図南鍛工／中日本鍛造協同組合／浪速鉄工／
日本アジャックス・マグネサーミック／日本黒鉛工業／
林鍛造所／日立金属／福光精機／藤田製作所／
PRESSTRADE／北陸工業／丸茂工業／三井造船／
峰山鉄工所／ミヤジマ／メタルアート／八木工業／
山崎機械製作所
日本電産キョーリ E4-61
日本フェイウィック E4-69
　※GOIZPER S.COOP.
日本ムーグ E6-01

出展企業 小間番号
ニュースダイジェスト社 E4-24
能率機械製作所 E5-05

ハパスカル E5-07
BLM Group E6-24
Hyodong Machine Co., Ltd. E5-16
枚岡合金工具 E4-70
ファブエース E6-15
Fontijne Grotnes B.V./Leifeld Metal Spinning AG E5-15
　※佐藤商事
富士機工 E6-28
富士スチール工業 E4-51
フナボリ E6-23
プラズマ技研工業 E5-29
Fladder Danmark A/S E6-13
放電精密加工研究所 E4-67
本多電子 E5-02

マMAQUINARIA GEKA S.A. E6-18
マコー E4-53
マツモト産業 E6-14
　※マツモト機械
マテックス精工 E4-45
万陽 E4-41
三菱電機 E6-34
三菱長崎機工 E4-32
三菱UFJリース E5-51
村田機械 E6-33
メガテック E4-50
森鉄工 E4-71

ヤヤマザキマザックオプトニクス E6-30
ヤマダコーポレーション E6-37
山田ドビー E4-62
ヤマナカゴーキン E4-36
山本水圧工業所 E5-21
ユーザック E6-27
ユーロテック E6-25
湯川王冠 E6-07
ユタカアドバンス E5-13
ユタニ E5-32

ラ理研オプテック E5-46
理研計器奈良製作所 E5-03
Locatelli Meccanica S.r.l. E5-18
ロス・アジア E5-44

■大学研究室ブース （日本塑性加工工学会会員） 小間番号
足利工業大学 斎藤栄 研究室 E4-02
神奈川工科大学 自動車システム開発工学科 E4-16
静岡大学工学部 塑性加工研究室 E4-17
首都大学東京 機能デバイス研究室・微細加工研究所 E4-11
首都大学東京 塑性工学研究室 E4-12
拓殖大学 工学部 小奈研究室 E4-10
玉川大学 工学部 機械情報システム学科 春日・川森研究室 E4-13
千葉大学 工学部 材料加工学研究室 E4-06
東海大学 吉田研究室 E4-15
東京工業大学 機械制御システム専攻　吉野・山本研究室 E4-08
東京工業大学 機械物理工学専攻 創形力学研究室 E4-09
東京農工大学 桑原研究室 E4-75
豊橋技術科学大学 極限成形システム研究室 E4-18
日本工業大学 機械工学科 精密加工研究室 E4-03
日本大学 生産工学部 機械工学科 久保田研究室 E4-05
日本大学 生産工学部 機械工学科 高橋進研究室 E4-04
弓削商船高等専門学校 商船学科 中研究室 E4-19
横浜国立大学 工学部 塑性加工学研究室 E4-14
早稲田大学 基幹理工学部 浅川基男研究室 E4-07
社団法人日本塑性加工学会 E4-01

■特設コーナー 小間番号
MF技術大賞2010-2011受賞製品／鍛造環境パネルエリア E4-31



�

入場者登録カードによる来場者分析　（対象者29,520人）
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来場者アンケート　（801人のサンプル調査）
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出展者アンケート　回答数107社（会員58社　非会員49社）
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広報宣伝活動

【広告・広報】
媒体種別 媒体名 掲載日・発行日 出稿サイズ 発行元

新聞

日刊工業新聞
2011.6.1 全面

日刊工業新聞社2011.7.14・25・26・27 全５段
2011.8.3 全面6ページ　

金型新聞 2011.7.6 全３段 金型新聞社
ガスメディア 2011.7.10 全３段 ガスメディア社
金属産業新聞 2011.7.11 ５段1/2 金属産業新聞社
商経機械新聞 2011.7.14 全５段 商工経済新聞社
レーザー新報 2011.7.18 ５段1/2 新報
日刊自動車新聞 2011.7.19 ４段1/2 日刊自動車新聞社
日本物流新聞 2011.7.25 ５段1/2 日本物流新聞社
日本経済新聞 2011.8.2 ３段1/2 日本経済新聞社

ウェブサイト MF－Tokyo 2011　プレス・板金・フォーミング展公式HP 2011.6.1 来場者事前登録開始

雑誌・機関誌

型技術 2011.8月号
全面27ページ 日刊工業新聞社

プレス技術 2011.9月号

生産財マーケティング
2011.6月号 普通頁　４色１頁

ニュースダイジェスト社
2011.7月号 普通頁　１色１頁

塑性と加工
2011.6月号 表紙４　４色１頁

日本塑性加工学会
2011.7月号 表紙３　４色１頁

ねじの世界 2011.6月号 普通頁　１色１頁 ねじの世界社
EMIDAS 2011.6月号 前付　　４色１頁 NCネットワークチャイナ
溶接技術 2011.7月号 前付   　４色１頁 産報出版
Industrial Laser Solution 2011.7月号 普通頁　１色１頁 ICSコンベンションデザイン
SARVO METAL FORUM 2011.7月号 前付　   ２色１頁 メタル・フォームテック・フォーラム社
溶接技術 2011.8月号 前付　   １色１頁 産報出版

交通広告

国際展示場駅 2011.7.26～8.1 B1ポスター１枚 りんかい線
新橋駅・国際展示場正門駅 2011.7.26～8.1 B1ポスター各１枚 ゆりかもめ
名古屋駅・浜松駅・豊橋駅 2011.7.26～8.1 B1ポスター各１枚 JR東海
京急蒲田駅・追浜駅 2011.7.27～8.2 B1ポスター１枚 京急線
羽田空港 国内線ターミナル駅 2011.7.27～8.2 B1ポスター１枚 京急線
新高島駅 2011.7.27～8.2 B1ポスター１枚 みなとみらい線
和光市駅 2011.7.27～8.2 B1ポスター１枚 東武東上線
三河豊田駅 2011.7.27～8.2 B1ポスター１枚 愛知環状鉄道
新大阪駅 2011.7.29～8.4 B1ポスター１枚 JR西日本
宇都宮駅 2011.7.28～8.3 B1ポスター１枚 JR東日本

【配布物等】
配布物 数量 配布先 実施月日

招待券

出展者用 310,000部 出展者に無償配布 2011.6月～

主催者用 150,000部

・主催者保有のDMリストより関連企業・団体へ

2011.6月～
・各地域の金属・プレス関連工業会へ
・展示会協賛団体
・在外公館・貿易促進団体（主に海外版招待券）
・アジア各国の関連工業会

電子メール配信
約130,000件 ・「事前登録」案内メールの配信（５回） 2011.6月～
約25,000件 ・登録者への「来場確認」メールの配信（３回） 2011.7月～

ハンディガイド、ガイドブック 35,000部 来場者・出展者に配布 会期中

【記事】
媒体名 日付 記事内容 発行元

日刊工業新聞

2011.7.25付 事前記事「ものづくり技術革新　後押し」

日刊工業新聞社

2011.7.25・26・27付 紙上プレビュー（出展者紹介）
2011.8.3付 きょう開幕
2011.8.4付 開幕
2011.8.4付 会場レポート「実機で性能アピール」
2011.8.4付 最終面レポート「次世代レーザーの新潮流」
2011.8.5付 基調講演　レポート
2011.8.5付 会場レポート「海外勢が“猛追”」
2011.8.8付 特別講演　レポート
2011.8.8付 盛況裏に閉幕

金型新聞
2011.7月号 開催案内

金型新聞社2011.8月号 開催案内
2011.9月号 終了報告

商経機械新聞 2011.7.28付 開催案内 商工経済新聞社

日本物流新聞
2011.8.10付 鍛圧機械「総合力」で加工域拡大

日本物流新聞社
2011.8.25付 鍛圧機械　サーボ、エコ化の流れ

ファスニングジャーナル 2011.8.27付 出展者紹介記事 ファスニングジャーナル社

金属産業新聞
2011.7.25付 開幕迫る／出展内容の紹介

金属産業新聞社2011.8.15・22合併号 フォトルポ
2011.9.5付 フォトルポ

潤滑経済 2011.9号（9月5日発行） 開催報告 潤滑通信

プレス技術
2011.8月号（7月8日発売） Pickup ｢安心と信頼に応えるプレス作業環境整備｣

日刊工業新聞社2011.9月号（8月5日発売） 特集２ ｢プレス･板金･フォーミング展｣ ガイド
2011.10月号（9月8日発売） 詳報「MF-Tokyo2011に見る鍛圧機械・周辺技術の潮流」

ねじの世界 2011.8月号（8月20日発行） 紹介記事 ねじの世界社
Sheetmetal ましん＆そふと 2011.10月号 マシニスト出版



��

広告＆記事

■来場動員広告
（日刊工業新聞　全面　2011.6.1付）



��

■出展者募集広告
（日刊工業新聞　全５段　2011.7.25付）

■出展者募集広告
（日刊工業新聞　全５段　2011.7.26付）

■出展者募集広告
（日刊工業新聞　全５段　2011.7.27付）



��

■日刊工業新聞社　ホームページ
（「MF-Tokyo2011」公式ホームページ）



��

■企画特集
（日刊工業新聞社　合同誌上展　月刊「型技術」　2011.8月号　月刊「プレス技術」　2011.9月号）



��

■企画特集
（日刊工業新聞　別刷　2011.8.3付）



��

■記事
（日刊工業新聞　2011.7.25付）



��

■記事
（日刊工業新聞　2011.7.26付）



��

■記事
（日刊工業新聞　2011.7.27付）
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■きょう開幕
（日刊工業新聞　2011.8.3付）

■MF-Tokyo開幕
（日刊工業新聞　2011.8.4付）



��

■記事
（日刊工業新聞　2011.8.4付）



��

■記事
（日刊工業新聞　2011.8.4付）



��

■記事
（日刊工業新聞　2011.8.5付）

■記事
（日刊工業新聞　2011.8.8付）

■記事
（日刊工業新聞　2011.8.8付）



��

■いよいよ開幕！
（金型新聞　2011.7.6付）



��

■MF-Tokyo2011から
（日本物流新聞　2011.8.10付）

■MF-Tokyo2011から
（日本物流新聞　2011.8.25付）



��

■MF-Tokyo2011、開幕迫る
（金属産業新聞　2011.7.25付）

■鍛圧塑性加工技術の専門展示会
（月刊ねじの世界　2011.8月号）



��

写真で見るMF-Tokyo 2011



��



��

○特別講演

○日本塑性加工学会セミナー

○日本塑性加工学会研究室紹介

○出展者テクニカルセミナー



�0

「MF-Tokyo 2011　プレス・板金・フォーミング展」会期中の取材報道機関

ICSコンベンションデザイン

iDOデジタル出版

朝日新聞社

エンジニアリングニュース社

オーム社

オプトロニクス社

化学工業日報

ガスメディア社　

金型新聞社

Gicho ビジネスコミュニケーション

金属工業新聞社

金属産業新聞社

株式会社　産業タイムズ社

産報出版

CS朝日放送　

じゃぱんお宝ニュース

株式会社　潤滑通信社

商工経済新聞社

新報

中部経済新聞社

株式会社　鉄鋼新聞社

テレビ東京

塗装報知新聞社

日刊自動車新聞

日経BP社

日本経済新聞社

日本工業出版

日本物流新聞社

日本工業出版株式会社

ニュースダイジェスト社

ねじの世界社

ばね新聞社

ピ－・オ－・ピ－

ファスニングジャーナル

福井新聞社

プレスフォーミングジャーナル社

マシニスト出版

ものづくり新聞社

読売新聞東京本社

（50音順　法人格略）
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お 問 い 合 せ

●一般社団法人　日本鍛圧機械工業会
〒105−0011　東京都港区芝公園3−5−8　機械振興会館３Ｆ
TEL：03-3432-4579　FAX：03-3432-4804
http://www.j-fma.or.jp

●日刊工業新聞社　業務局イベント事業部
〒103−8584　東京都中央区日本橋小網町14−1
TEL：03-5644-7221　FAX：03-5641-8321
http://mf-tokyo.jp/


