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JIMTOF2020 Online

主催：一般社団法人日本工作機械工業会／株式会社東京ビッグサイト
主催
一般社団法人 日本工作機械工業会 株式会社 東京ビッグサイト
後援：外務省、経済産業省、東京都、日本商工会議所（予定）

最先端の工作機械やその関連機器・技術が世界中から集結し、高度な情報交換の場としてご活用頂けるオンライン展示会。
●オンライン展示 世界8カ国・地域から約400社が出展！
最先端の製品・技術・サービスの情報が集結するJIMTOF2020 Onlineにぜひご来場ください。アンケート機能やチャット機能、セミナー動
画の配信等のオンラインならではの機能をご用意し、実りある商談の実現をサポートします。（出展者一覧は裏面をご参照ください）

●主催者セミナー 聴講無料、予約不要で参加できます! 海外向け再配信、オンデマンド配信もあり
5Gネットワークが作る新しい社会

【基調講演】
11月
16日
(月)

14:00 すべての人に移動の自由を
－未来のモビリティ社会に向けた自動運転開発の取組み－
～
15:00
トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー 先進安全領域 統括部長

鯉渕 健 氏

11月
19日
(木)

量子コンピュータ研究開発の現状と展望

11:00
～
12:00 東京工業大学
11月
17日
(火)

科学技術創成研究院 特任教授

東京工業大学 特定教授/人工知能学会 元会長・顧問

11月
20日
(金)

ガンダム、横浜で動く
～ガンダム GLOBAL CHALLENGE～

11:00 ガンダム GLOBAL CHALLENGE 代表理事
～
株式会社バンダイナムコエンターテインメント 代表取締役社長
12:00
宮河 恭夫 氏

©創通・サンライズ

周司 氏
ハルトノ 氏
石井 啓範 氏

GGCリーダー（中京大学工学部教授）ピトヨ

＜オンデマンド配信＞ 期間中はいつでも何度でも視聴可能！
山田 誠二 氏

金属材料のAdditive Manufacturingの基礎から見える

14:00 未来予想図
～
15:00 東京農工大学

14:00 多様な災禍を前にした産業防災
～
名古屋大学
15:00 減災連携研究センター長 教授 福和 伸夫 氏

GGCテクニカルディレクター

11:00 ～ 本当は、ずっと愚かで、はるかに使えるAI ～
～
12:00 国立情報学研究所 教授/総合研究大学院大学 教授/

山中 直明 氏

GGCリーダー（早稲田大学名誉教授）橋本

株式会社由紀精密 由紀ホールディングス株式会社
代表取締役社長 大坪 正人 氏

人工知能とともに生きる未来

11月
18日
(水)

慶應義塾先端科学技術研究センター 所長

【特別講演】

西森 秀稔 氏

ものづくりで夢を叶える
～経営危機から航空宇宙産業を支えるイノベーター企業へ・
14:00
挑戦し続ける由紀精密～
～
15:00

11:00 《ビッグデータからダイナミックデータへ》
～
12:00 慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 教授/

11月23日（月・祝）10：00～11月27日（金）17：00
全8講演 オンデマンド配信
＜海外向け再配信＞ 時差のある海外に向け、深夜に再配信

工学府 機械システム工学専攻 教授

午前の講演：セミナー配信日の23:00～24:00 ※11/20講演のみ24:00～25:00
午後の講演：セミナー配信日の24:00～25:00

笹原 弘之 氏

●学生限定 工作機械トップセミナー ～ようこそ夢のある工作機械の世界へ～
⃝主催：一般社団法人 日本工作機械工業会 ⃝聴講申込方法：JIMTOF2020 Online 工作機械トップセミナー特別サイト（11月上旬公開予定）よりお申込みください。

日時：２０２０年１１月２１日（土）
１３：３０～１６：３０ 会場：JIMTOF2020 Online 工作機械トップセミナー特別サイト
全国の学生の皆様を対象に、世界で活躍する工作機械やその技術の面白さを紹介する「工作機械トップセミナー」をオンラインで開催します。工作機械メー
カ経営者による講演、工作機械産業に従事するエンジニアによるラウンドテーブルトーク、工作機械メーカ各社とのオンライン交流会を予定しております。
講演

工作機械メーカ経営者から学生へのメッセージ

ラウンドテーブルトーク
オンライン交流会

講演者：株式会社岡本工作機械製作所

工作機械エンジニアとしての現在と未来

代表取締役社長

ファシリテータ：東京電機大学

交流会に参加する工作機械関連メーカとオンラインで交流いただけます。

石井

常路

工学部機械工学科教授

氏

松村

隆

氏

（※参加は学生の方限定です。）

出展者一覧 < 国内出展者…50 音順 海外出展者…アルファベット順 >
< 国内出展者 >

社名

ア行
愛知産業株式会社
ＩＤＥＣ株式会社
株式会社赤松電機製作所
曙機械工業株式会社
旭ダイヤモンド工業株式会社
株式会社アステック
足立総業株式会社
株式会社アヅマネジ
株式会社アマダ
株式会社アマダマシナリー
アメテック株式会社
株式会社アヤボ
株式会社アライドマテリアル
有限会社アリューズ
株式会社アルプスツール
阿波スピンドル株式会社
ANCA Machine Tools Japan 株式会社
EMG ルブリカンツ合同会社
株式会社ｅ－Ｔａｃｓ
イグス株式会社
育良精機株式会社
株式会社池貝
株式会社石井表記
イスカルジャパン株式会社
株式会社イタカジャパン
株式会社市川製作所
株式会社イチグチ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
伊藤忠マシンテクノス株式会社
株式会社イマオコーポレーション
株式会社イワシタ
株式会社イワタツール
株式会社岩間工業所
株式会社インテグラ技術研究所
永進テクノ株式会社
株式会社エグロ
株式会社エスアンドエフ
SMC 株式会社
株式会社エスティジェイ
株式会社エステーリンク
エス．ラボ株式会社
一般社団法人 Edgecross コンソーシアム
NK ワークス株式会社
エヌティーツール株式会社
NTN 株式会社
エバ工業株式会社
株式会社エフエーサービス
エフ・ピー・ツール株式会社
株式会社 MST コーポレーション
合同会社 LNS ジャパン
エレコム株式会社
株式会社エレニックス
エレメントシックス株式会社
エンシュウ株式会社
オーエスジー株式会社
株式会社オーエム製作所
オークマ株式会社
株式会社オーケイエス
ＯＫＫ株式会社
オーセンテック株式会社
オートデスク株式会社
株式会社大菱計器製作所
株式会社大宮マシナリー
株式会社小笠原プレシジョンラボラトリー
株式会社岡本工作機械製作所
オヂヤセイキ株式会社
ORiN 協議会
オリンパス株式会社
カ行
カールツァイス株式会社
株式会社カシフジ
カトウ工機株式会社
カネックス刃物工業株式会社
カネテック株式会社
兼房株式会社
株式会社唐津プレシジョン
菅機械産業株式会社
株式会社神崎高級工機製作所
関東精機株式会社
株式会社キーエンス

キソー株式会社
株式会社北川鉄工所
キタムラ機械株式会社
株式会社北村製作所
株式会社キャプテンインダストリーズ
キャムタス株式会社
株式会社ＱＭＣ
京セラ株式会社
株式会社共立合金製作所
協和精工株式会社
株式会社紀和マシナリー
近常精機株式会社
クール・テック株式会社
株式会社 XTIA
倉敷機械株式会社
グラボテック株式会社
グリーソンアジア株式会社
グリーンツール株式会社
グルンドフォスポンプ株式会社
クレトイシ株式会社
株式会社クロイツ
株式会社グローバル・パーツ
黒田精工株式会社
ＫＦカーバイドジャパン株式会社
京滋興産株式会社
株式会社京浜工業所
ケーティーアールジャパン株式会社
KEBA Japan 株式会社
光洋機械工業株式会社
株式会社向洋技研
広和エムテック株式会社
株式会社ゴーショー
株式会社コスメック
コダマコーポレーション株式会社
コニテク株式会社
小林工業株式会社
小原歯車工業株式会社
株式会社 Cominix
サ行
SATECH 株式会社
株式会社サイダ・UMS
株式会社サイトウ製作所
株式会社桜井製作所
サンアロイ工業株式会社
産機テクノス株式会社
サンゴバン株式会社
株式会社三洋製作所
サンワ・エンタープライズ株式会社
有限会社三輪鉱油
三和商工株式会社
三和ロボティクス株式会社
CKD 株式会社
株式会社シーケービー
株式会社 CGTech
株式会社ジーベックテクノロジー
シーメンス株式会社
CY カーバイドジャパン株式会社
株式会社ジェイテクト
ジェービーエムエンジニアリング株式会社
株式会社シギヤ精機製作所
株式会社静岡鐵工所
株式会社システムクリエイト
シチズンマシナリー株式会社
信濃機販株式会社
芝浦機械株式会社
澁谷工業株式会社
シュンク・ジャパン株式会社
SHODA 株式会社
聖和精機株式会社
株式会社シルバーロイ
進桜電機株式会社
新日本工機株式会社
株式会社スギノマシン
株式会社 SCREEN ホールディングス
スター精密株式会社
株式会社スピーディーターゲットグループ
住友重機械ファインテック株式会社
住友電気工業株式会社
セイコーインスツル株式会社
西部電機株式会社
株式会社西部ハイテック
株式会社セイロジャパン
セコ・ツールズ・ジャパン株式会社

株式会社ゼネテック
先生精機株式会社
株式会社ソディック
株式会社ソフィックス
ソマックス株式会社
株式会社ソルトン
タ行
株式会社第一測範製作所
ダイキン工業株式会社
ダイジェット工業株式会社
大昭和精機株式会社
大同興業株式会社
ダイナミックツール株式会社
大日金属工業株式会社
タイユ株式会社
株式会社太陽工機
大和化成工業株式会社
高島産業株式会社
株式会社タカハシキカイ
高松機械工業株式会社
高山商事株式会社
株式会社滝澤鉄工所
株式会社武田機械
竹田商事株式会社
ダッソー・システムズ株式会社
株式会社谷テック
株式会社田野井製作所
株式会社タンガロイ
株式会社チップトン
千代田通商株式会社
ツールドインターナショナル株式会社
ZOLLER Japan 株式会社
株式会社ツガミ
津田駒工業株式会社
津根精機株式会社
THK 株式会社
ディー・エフ・エム株式会社
DMG 森精機株式会社
株式会社 TMW
DP テクノロジー・ジャパン株式会社
株式会社テイケン
帝国チャック株式会社
株式会社データ・デザイン
テグテックジャパン株式会社
株式会社テクニスコ
株式会社テクノア
テクノコート株式会社
株式会社テクノ 21 グループ
テラスレーザー株式会社
テラル株式会社
株式会社東京エンジニアリング
株式会社東京精機工作所
株式会社東京精密
株式会社東京ダイヤモンド工具製作所
東京彫刻工業株式会社
株式会社東京テクニカル
株式会社東鋼
株式会社東振テクニカル
株式会社東陽
株式会社東陽
東洋研磨材工業株式会社
東洋スクリーン工業株式会社
トーメイダイヤ株式会社
トーヨーエイテック株式会社
豊田バンモップス株式会社
株式会社トリオエンジニアリング
トルンプ株式会社
ナ行
長島精工株式会社
株式会社ナガセインテグレックス
中日本炉工業株式会社
中村留精密工業株式会社
ナトコ株式会社
株式会社ナベヤ
鍋屋バイテック会社
株式会社ナベル
株式会社ナンゴー
株式会社ニイガタマシンテクノ
株式会社ニクニ
株式会社ニコン
西島株式会社
株式会社日刊工業新聞社
日機株式会社

株式会社日研工作所
株式会社日進機械製作所
日進工具株式会社
株式会社日進製作所
日東工器株式会社
日本シュネーベルガー株式会社
日本精工株式会社
日本特殊陶業株式会社
日本トムソン株式会社
日本ベアリング株式会社
株式会社日本アルシス
日本オートマチックマシン株式会社
日本音響エンジニアリング株式会社
日本キスラー株式会社
日本航空電子工業株式会社
日本ジャバラ株式会社
日本スピードショア株式会社
日本精機株式会社
日本電子株式会社
株式会社日本レーザー
株式会社ニューストロング
ニューレジストン株式会社
株式会社ネオス
株式会社野村製作所
野村 DS 株式会社
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
ハ行
株式会社パーツサプライセンター
ハイウィン株式会社
株式会社パイオニアマシンツール
ハイデンハイン株式会社
ハイマージャパン株式会社
ハインブッフ・ジャパン株式会社
HAWE ジャパン株式会社
株式会社白山機工
パスカル株式会社
株式会社長谷川機械製作所
浜井産業株式会社
株式会社速水マシンツール
パルステック工業株式会社
株式会社ビーアンドケイ
ピーアンドシー株式会社
株式会社ピーエムティー
株式会社 BBS 金明
株式会社ファーステック
株式会社フアクト
ファナック株式会社
株式会社ファブエース
フォルマー・ジャパン株式会社
福田交易株式会社
株式会社不二越
フジ産業株式会社
富士精工株式会社
株式会社不二製作所
株式会社冨士精密
冨士ダイス株式会社
藤田商事株式会社
富士電子工業株式会社
フジＢＣ技研株式会社
富士ホーニング工業株式会社
二村機器株式会社
株式会社プライオリティ
ブラザー工業株式会社
ブラザー・スイスルーブ・ジャパン株式会社
株式会社プラントサービス
ブリンクマン・ポンプ・ジャパン株式会社
ブルーム - ノボテスト株式会社
ブルカージャパン株式会社
ブレス株式会社
株式会社ブンリ
株式会社平安コーポレーション
平和テクニカ株式会社
ベクトリックス株式会社
ベッコフオートメーション株式会社
豊和工業株式会社
ホーコス株式会社
ポリテックジャパン株式会社
本多プラス株式会社
マ行
マーポス株式会社
Mair Research S.p.A. 株式会社
株式会社前田シェルサービス
牧野フライス精機株式会社

株式会社牧野フライス製作所
株式会社マクニカ
株式会社マシンソル
株式会社松浦機械製作所
丸紅情報システムズ株式会社
マンヨーツール株式会社
三木プーリ株式会社
三井精機工業株式会社
株式会社三井ハイテック
株式会社ミツトヨ
株式会社光畑製作所
三菱重工工作機械株式会社
三菱電機株式会社
三菱マテリアル株式会社
三星工業株式会社
ミドリ安全エア・クオリティ株式会社
三乗工業株式会社
株式会社ムラキ
村田機械株式会社
株式会社メクトロン
株式会社メトロール
株式会社 MOLDINO
ヤ行
安田工業株式会社
矢野金属株式会社
株式会社山崎技研
ヤマザキマザック株式会社
株式会社山善
山田マシンツール株式会社
株式会社彌満和製作所
株式会社ユーロテクノ
株式会社ユーロテック
ユキワ精工株式会社
ユシロ化学工業株式会社
ユナイテッドグライディンググループ
ユニオンツール株式会社
ユニテック・ジャパン株式会社
淀川電機製作所
ラ行
ライスハウァー株式会社
リープヘル・ジャパン株式会社
理研精機株式会社
株式会社理工社
リックス株式会社
リューベ株式会社
菱洋エレクトロ株式会社
レニショー株式会社
碌々産業株式会社
ワ行
株式会社和井田製作所
< 海外出展者 >

社名
BSQ Co., Ltd.
CENTURY PRECISION CO., LTD.
CHEIL E&M Co., Ltd.
CNC Software, Inc.
Derstrong Enterprise Co., Ltd.
detron Machine Co., Ltd
GEMTOOL CO.,LTD
Grind Master Machines Pvt Ltd
HABOR PRECISION INC.
Hunan Boyun-Dongfang Powder
Metallurgy Co.,Ltd
Hwacheon Machine Tool Co., Ltd.
Kaesung Technologies, Inc.
KAO FONG MACHINERY CO., LTD
MATRIX PRECISION CO.,LTD
MicroLab Precision Technology Co., Ltd.
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
REGG Inspection
RPS,.LTD
SAMICK MECHATRONICS CO.,LTD.
SEOAM MACHINERY INDUSTRY
STARTOOL CO.,LTD
WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
WinTool AG
WJT Co., Ltd.

2020.11.9 現在

■ お問い合わせ先
JIMTOF2020 Online 運営事務局（株式会社日経イベント・プロ内）

JIMTOF2020 Online 主催者（株式会社東京ビッグサイト）

〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-25 JR 神田万世橋ビル 16 階
TEL：03-6812-8673
E-mail：jimtof2020-online@nex.nikkei.co.jp（9:30～17:30 土、日、祝日は除く）

〒 135-0063 東京都江東区有明 3-11-1
TEL：03-5530-1333
E-mail：jimtof@tokyo-bigsight.co.jp（10：00 ～ 17：00 土、日、祝日は除く）

