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印刷・加工機械／
関連機器メーカー12.0%

材料メーカー

24.0%

印刷・加工業

23.2%
商社・流通15.6%

加工製品ユーザー5.8%

その他 19.4%

営業・販売・
マーケティング 34.3%

製品開発・設計 19.8%生産管理・製造技術 13.5%

研究・開発（応用研究） 9.7%
経営者 8.4%

経営企画・事業開発 6.0%
研究・開発（基礎研究） 3.1%

大学・独法の研究 0.6%
その他（情報・サービスなど）

 4.6%

来場者の興味  ※一部抜粋

来場者データ

コーター、スリッター、静電気対策、エアーシャフト

CNT、GFRP、樹脂材料への添加剤関連

水性フレキソ印刷、グラビア印刷

3Dプリンター向けの樹脂、UV硬化樹脂など

医療、アンチエイジング

異種材料接合水素センサー

耐傷付性向上技術

自動車用ガラス系ハードコート各種・コーティング関連製品、 
自動車外装加飾フィルム関連技術

伝統工芸・伝統素材およびそれらの代替技術・素材

センサ、AI、電導性生地を駆使したウェアラブル

グリーンナノテク材料、放熱性を高めたナノデバイス

放熱シート・材料、耐熱性粘着樹脂

ディスプレイ材料（特に有機EL）

自然現象を用いた
製品開発

セルロースナノファイバー

プラスチック代替材料

分散・混合分野での製造委託先

Q3 職種

2017年2月15日（水）～17日（金）
東京ビッグサイト 東ホール 出展者数 小間数

124 376

142 184

47 66

17 37

5 12

8 11

計 343 686

出展募集要項2017年開催実績
●申込方法 
「出展申込書」に必要事項をご記入の上、展示会係宛へFAXにてお申込みください。
1. 仮申込有効期限：2018年7月31日（火）
 申 込 締 切 日：2018年9月28日（金）

※	仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合、もしくは書面にて本申込への切替えの連絡
がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有します。

※	締切前でも予定小間数になり次第締切ますので、お早めにお申込みください。

2. 入  金  期  日：2018年10月31日（水）
※請求書記載の日時が上記と異なる場合、請求書記載の日時までにご出展料を指定口座へお振込みください。

3. 出展申込の取消：出展申込書提出後の取消は原則として出来ません。
※但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、右記の基準で解約料をお支払いいただきます。
※但し、仮予約期限は除く。詳細は出展申込書「裏面	規約1.」をご確認ください。

●パッケージブースプランのご案内 
1小間ブースプラン	 ※2小間・3小間プランもございます。

●申込小間数および出展料金 （1小間：3m×3m＝9m2）	

書面による解約通知を
受領した日を基準とする

解約料率

2018年9月28日（金）まで ご請求額の50％

2018年9月29日（土）以降 ご請求額の100％

オプションパッケージブース　1小間用
品名 数量

展示台（W990mm×D700mm×H750mm） 3台
受付カウンター（W900mm×D450mm×H900mm） 1台
パラペット（H300mm） 3m
社名板 ゴシック系打ち文字（W1800mm×H300mm） 1枚
パイプイス 2脚
カタログスタンド（A4縦型 12段） 1台
貴名受 1ヶ
スポットライト（100W） 3ヶ
床面カーペット（カーペット止め入り） 9㎡
幹線工事（電気使用料込み） 1kW
コンセント（2口） 1ヶ
ゴミ箱 1ヶ
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展示台：H750　引戸付

カタログスタンド

壁面：H2700

ゴミ箱

床：カーペット

受付
カウンター

※パッケージブースの料金は参考価格です。

※備品のサイズは変わる可能性があります。詳細は事務局までお問合せください。

参考	 価格：￥110,000	(消費税別/※予定)
	 素材：システムパネル

［展示会事務局］

株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335　東京都港区芝3-23-1　
セレスティン芝三井ビルディング12・13階
TEL: 03-5657-0761　FAX: 03-5657-0645
E-mail: ● Convertech JAPAN convertech@jtbcom.co.jp
  3次元表面加飾技術展
  先進印刷技術展
 ●新機能性材料展 kinousei@jtbcom.co.jp
 ●JFlex jflex@jtbcom.co.jp

［出展に関するお問合せ先］

株式会社 加工技術研究会
〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-4-6　VORT岩本町Ⅰ
TEL: 03-3861-3858　FAX: 03-3861-3894
E-mail: ● Convertech JAPAN con@ctiweb.co.jp
  3次元表面加飾技術展
  先進印刷技術展
 ●新機能性材料展 kinousei@ctiweb.co.jp
 ●JFlex jflex@ctiweb.co.jp

企業
1～7小間 1小間 ¥320,000（税別）

8小間以上 1小間 ¥300,000（税別）

独法・公的機関・海外パビリオン・学校各研究室 1小間 ¥160,000（税別）

※小間位置は、出展内容、小間数を勘案した上でお申込み順にてご案内します。

●開催までのスケジュール 

開催スケジュール（予定）

2018年7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月

▲
7月31日（火）

出展仮申込
有効期限

▲
9月28日（金）

出展本申込
締切日

12月上旬
各種提出書類
締切日

1月28日（月）～29日（火）
搬入・設営

1月30日（水）～2月1日（金）
展示会開催 10:00～17:00

2018年
2月14日（水）～16日（金） マテリアルゾーン／新機能ペーパーゾーン

試作・受託ゾーン／機械・機器ゾーン Printable Electronics

2019年
1月30日（水）～2月1日（金） マテリアルゾーン／新機能ペーパー・繊維ゾーン

軽量化材料ゾーン／試作・受託ゾーン

2020年
1月29日（水）～31日（金）

▲
10月下旬（予定）

出展者説明会

10月31日（水）
入金期日

来場者数
2月15日（水） 15,928名

2月16日（木） 18,125名

2月17日（金） 19,053名

53,106名

3日間合計



◉半導体・電子部品製造業
樹脂製タッチパネル開発において、PCフイルムを接着し、3次元賦形した
後、一定の環境下で剥離せず耐えられる光学接着剤を探している。
◉精密機器・産業機械製造業
数十mm×数mの回路パターンをμmの精度で形成する手法を検討している。
◉印刷・加工業・受託加工業
表面加工に付加価値を与える新素材を探している。また、平圧式多段プレ
ス機の新しい使い道を模索している。
◉医療・医薬品
AIによる触媒設計に関心がある。
◉商社
EV自動車、加飾フィルム関連製品を探している。

◉商社
現在は「紙パルプ」を主な取扱をしているが、収益を支える新たな「新素
材」を探している。

◉化粧品・トイレタリー
福島原発廃炉に関する研究開発を進めている。使えそうなシーズを持つ
企業・研究機関の他、新たなニーズを求める企業・研究機関と面会したい。

◉建設・不動産
宇宙エレベーターに利用できる軽量・高強度かつ宇宙耐性のある素材を
探している。

来場者の課題

意匠と機能を融合して新しい価値を
生み出す「加飾技術」の専門展

印刷が切り拓く新たな未来!

“塗る・貼る・切る”加工機械/技術の総合展
「曲がる・伸びる・つながる」
フレキシブルデバイスを実現する加工技術と材料の専門展

デジタル技術やIoT社会の進展により、これまでの「薄くて軽い」素材や加工技術は、さらに「曲がる・伸びる・つながる」機能
が求められ、フレキシブル材料やデバイスの開発が現在急務となっています。
ひとのセンシングを通してバイタルサインを読み取るヘルスケアのウエアラブル端末や自動車のシートセンサ、また、コックピット
の大画面フレキシブルディスプレイやRFIDのパッケージング技術など、曲面に対応する最先端の素材や加工技術が集結します。

［フレキシブルセンサ］圧力検出／温度検出／ひずみ分布計測／タッチセンサ／筋電位計測／光センサ／バイオセンサ／他

［フレキシブルデバイス・ソリューション］有機TFT／有機EL／電子ペーパー／太陽電池、フレキシブル電池／ RFID／生体認証／
測定・評価・分析装置・顕微鏡／各種開発ツール／ワイヤレス給電技術・高速充電技術／各種デバイスソリューション　他

［マテリアル］フレキシブル基板（フィルム・繊維・紙・金属箔・ガラス等）／導電性材料（e-テキスタイル、帯電防止剤、導電性高分子、
金属インク・ナノインク・ペースト）／絶縁材料／ナノ材料／コーティング剤／接着剤・接着性樹脂、各種材料／他

［プロセス技術・装置］印刷技術・装置（グラビア、スクリーン、フレキソ、インクジェット、転写印刷、フォトリソグラフィ、その他）／
FHE技術／インプリント／スパッタリング／微細パターン露光装置／レーザーアブレーション／乾燥・硬化・焼成装置／
各種実装システム／他

モノの価値は、デザインはもちろん視覚、触覚、使い勝手、そこから生まれてくる愛着などその要因は多岐にわたります。
「3次元表面加飾技術展」は製品の意匠性や機能性を付加する技術や材料に関する展示会です。
テクノトレンドの情報発信はもちろん、エンドユーザーやデザイナー・ブランド戦略担当者などを招いて、魅力あるモノづくりにつ
いても考えます。

［加飾フィルム・転写箔］インモールド用ラミネートフィルム／インモールド用転写フィルム／オーバーレイ転写フィルム／
オーバーレイラミネートフィルム／水圧転写用フィルム／蒸着フィルム／転写箔／ホログラムフィルム／他

［加飾・転写装置］3次元加飾成形技術／インサート成型／インモールドラミネーション／インモールドデコレーション／表面加工技術／
トリミング装置／各種金型／他

［加工技術］各種加飾技術／各種成型加工／シボ加工／ヘアライン・サンドブラスト／ヒート＆クール成形／加飾めっき技術／塗装技術／
光沢加工技術／仕上技術／デザイン・設計／他

理想的な大量生産手法である印刷技術。しかし、これまでの大量生産から「少ロット」「製版レス」「バリアブル」など印刷に対す
るニーズは時代とともに大きく変化しています。ただし、全情報の8割が視覚情報から得られる限り、アイキャッチとしての印刷
の役割は依然として大きいと考えます。「先進印刷技術展」は新しく価値ある印刷の形を考える場といたします。

［印刷機］グラビア印刷機／フレキソ印刷機／スクリーン印刷機／オンデマンド印刷機／デジタル印刷機／インクジェットプリンター／
軟包装用オフセット印刷機／ラベル印刷機／パッド印刷機／3Dプリンター／少ロット印刷技術／他

［製版装置・周辺機器］各種製版システム（グラビア、フレキソ、スクリーン）／DTP・画像処理・編集システム／CCM／
プルーファー・各種校正機／スリーブシステム／チャンバーシステム／画像検査装置／印刷インキ／他

［印刷加工］各種印刷加工（グラビア、フレキソ、スクリーン、インクジェット等）

コンバーティング（Converting）技術を支える「塗る・貼る・切る」に関する装置・資機材の展示会。スマートフォンやディスプ
レイの部材はもちろん、スマートハウス、スマートグリッドなどの新エネルギー分野においても、コンバーティング技術は製造プロ
セスの根幹を担っています。「Convertech JAPAN」は新しい価値の創出、製造現場が抱える課題に対してソリューションを生
産面から提案する展示会です。

［加工機械・製膜装置］コーター／真空成膜装置／ラミネーター・貼合装置／印刷機械／スリッター／カッター／打抜機／箔押機／
エンボス機／巻出機／巻取機／フィルム成膜装置／スチールベルト／Tダイ／丸ダイ／他

［周辺資機材］印刷面検査装置／欠点・欠陥検出装置／静電気除去装置／ウェブクリーナー／プラズマ処理装置／ドライブ制御／
ロール・コア／シャフト・チャック／ウェブガイドシステム／刃物／ナイフホルダー／試験・計測・分析機器／造粒・粉砕・混合機器／加湿装置／
UVランプ／EB硬化システム／遠赤外線／ポンプ／フィルター／その他周辺機器

Cross-border, Cross-industry
コンバーティングテクノロジーは、医療や食品の包装材料からエレクトロニクス分野のフィルムや部材、そして自動車の電池材料に至る
まで、製品の質を左右する加工プロセスとしてモノづくりの現場を支えてきました。

IoT時代に突入し、技術革新や市場ニーズの多様化・複雑化の波は一気に加速、グーグルやBaiduが自動車業界へ参入を果したように、
今日の業界リーダーが明日もトップを走り続けるとは限らない、そんな現実が今、目の前で起きています。

このドラスティックに変化し続ける社会を、わたしたちはビジネスチャンスと捉えます。
国籍や業種を超えた新しいモノやコトづくりを共に考え、付加価値を生み出しアピールする場として、常に社会に寄り添っていたい――。

生産現場に息づく、皆さまの付加価値という名の“DNA”を、ここ東京から世界に共に発信してみませんか？

会 期 2019年1月30日（水）～2月1日（金）

会 場 東京ビッグサイト　東ホール

主 催 株式会社加工技術研究会

共 催 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

出 展 者 400社　750小間（予定）

来場者数 50,000名（予定）　※同時開催展含む

東1ホール東2ホール東3ホール

フロアレイアウト

コンバーティングテクノロジー総合展2019

“新しい”付加価値を創造する機能性マテリアルの総合展
激しい海外市場からのキャッチアップ、それに対抗するには常に新しい「価値」や「機能」をクリエイトしていく必要があります。

「新機能性材料展」は市場が求める価値を実現するためのマテリアルを、その時々のトレンドとあわせて提案していきます。

マテリアルゾーン

［機能性マテリアル］コーティング剤・塗料・インキ／接着剤／粘着剤・離型剤／アンカーコート／
エマルジョン・カプセル材料／各種基材フィルム／金属箔／ガラス・無機高分子／複合材料／他

［機能性樹脂・機能性添加剤］合成樹脂・エンジニアリングプラスチック／エラストマー／帯電防止剤／
ナノマテリアル（ナノ粒子・CNT・グラフェン）／サーマルマネジメント材料（放熱・熱伝導性）／硬化剤／
界面活性剤／消泡剤／分散剤／各種防止剤／重合開始剤／各種改質剤／加工顔料／マスターバッチ／電池材料／他

［高機能フィルム］光学フィルム／電材フィルム／太陽電池・二次電池・燃料電池用フィルム／ハイバリアフィルム／
耐熱性フィルム／ハードコートフィルム／透明導電フィルム／自動車・産業用フィルム／包装材料／
メディカル用フィルム／建材用フィルム／サイン印刷用フィルム／他

新機能ペーパー・
繊維ゾーン

機能紙／紙・特殊紙／パルプ・原料繊維・製紙原料／木質系材料（セルロース・CNF・バイオマスプラスチック）／
製紙用薬品／不織布／機能性繊維・繊維シート・複合材料／フィルター／セパレーター／バイオマス資源・材料／
製紙機械・パルプ機械・塗工機・不織布製造設備・粉砕機／抄紙技術・紙加工技術・二次加工技術／他

NEW
軽量化材料ゾーン

軽量化樹脂素材（熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂・CFRP・GFRP・複合材料）／
コンポジット材料（CNT・CNF・ガラス繊維・その他フィラー）／複合化技術・装置／接合技術／
各種表面処理技術／他

試作・受託ゾーン

［受託加工ビジネス］受託塗工／粘着加工／ラミネート加工／塗装技術／表面処理／スリット・カット加工、抜き、
穴開け／ナーリング・エンボス加工／表面処理技術／表面研磨技術／重合技術／受託合成／配合技術／
分散技術／粉砕技術／受託製造／受託製膜・成膜／他

［その他サービス］研究受託・分析／測定サービス／少量試作／テスト生産・OEM／
試験片作製等のR&D支援サービス／コンサルティング／他

軽量化材料ゾーン 試作・受託ゾーン新機能ペーパー・繊維ゾーンマテリアルゾーン

開催概要

出展対象2019

来場者
課題・ニーズ
ユーザー価値観

出展者
高付加価値
ソリューション
アイデア

Business Matching!

剥ス

耐エル

繋ガル

付ク透ス

伸ビル

曲ガル

防グ

購買
新規ビジネス創出／事業パートナー発掘

サプライヤー

コンバーティングマシン　周辺機器　機能性マテリアル
粘･接着剤　機能性フィルム　加飾技術・装置

フレキシブルエレクトロニクス　印刷機器　受託加工技術

出　展

ユーザー
エレクトロニクス　自動車　航空・宇宙

医療・ヘルスケア　建築・インテリア　パッケージング
農業・食品　エネルギー　アミューズメント　スポーツ

テキスタイル　教育　他

来　場

商談相手をラクラク検索！

ふたりの空き時間に商談アポイントが自動設定!

キーパーソンとメッセージ交換

“会いたい人”を “会う人”に変える！ビジネスマッチングシステム

NEW

世界最大級のナノテクノロジーの展示会　　　　　　　　　　と同時開催！

2019 2019


