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開催概要

出展内容

運　輸
運輸、運航、運送

機体・機体主要部
機体・機体主要部、外装品、装備品

技術・設計・部品等
各種加工、熱処理・表面処理、
溶接・溶断・切断、鍛造・鋳造、
設計・試作、規格審査・認証、
調査、コンサルタント

工作機械・工具等
工作機械、産業用機械、工具・治具

測定機器等
測定機器、計測機器、試験機器、
分析機器

システム・周辺機器等
システム関連（ハード・ソフト）、
関連機器

素材・周辺機器等
材料、素材、電機・電装関連部品、
関連製品

宇　宙
宇宙関連技術、宇宙関連製品

海　外
海外企業、海外団体、大使館

自治体・クラスター
クラスター各企業、
企業誘致・立地案内

関連機関
後援団体、業界団体

アカデミックゾーン
航空宇宙関連学科を有する大学等

出入口

アカデミックゾーン

システム・
周辺機器等

宇　宙

プレゼンテーション
コーナー

機体・機体主要部

海　外

運輸 測定機器等 素材・
周辺機器等

環境
ゾーン

自治体・
クラスター

工作機械・
工具等

技
術
・
設
計
・

部
品
等

関
連
機
関

名　　称： 東京国際航空宇宙産業展2013
 AEROSPACE INDUSTRY EXHIBITION TOKYO 2013

会　　期： 2013年10月2日（水）～ 4日（金）　10:00～17:00

会　　場： 東京ビッグサイト　東4ホール

主　　催： 東京都、株式会社東京ビッグサイト

後　　援： 内閣府宇宙戦略室／文部科学省／経済産業省／国土交通省／防衛省／
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構／独立行政法人日本貿易振興機構／
 独立行政法人電子航法研究所／一般社団法人日本航空宇宙工業会／
 一般社団法人日本航空宇宙学会／公益社団法人日本航空技術協会／
 一般社団法人日本ビジネス航空協会／一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター／
 一般社団法人日本工作機械工業会／一般社団法人日本計量機器工業連合会／
 公益財団法人東京都中小企業振興公社／日本商工会議所／東京商工会議所／
 米国大使館商務部／アメリカ州政府協会（順不同）

インターナショナルパートナー： メッセ・ベルリン社／ILA・ベルリン国際航空宇宙ショー

同時期開催： 東京国際消防防災展2013※、危機管理産業展2013※、テロ対策特殊装備展’13
 （東京国際消防防災展2013のみ10月5日（金）まで開催）

入場方法： 2,000円（税込。但し、招待券持参者・Web事前登録者は無料）※上記2展示会と相互入場を実施

展示規模： 331社・団体、305小間（共同出展者含む）

分野別カテゴリー
会場構成図

東京ビッグサイト東4ホール
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ヘリコプターデモフライト

実機・モックアップ展示

出展者プレゼンテーション
展示会場内のプレゼンテーションコーナーで出展者がプレゼンテーションを行いました。

Green Sky（環境）ゾーン

特別出展

Green Skyゾーン出展者 （五十音順）

独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の環境観測
衛星のモデル展示をはじめ、関連機関や国内大手エアライン
等が航空宇宙分野の環境負荷低減に関する技術や研究、取
組み等を展示しました。

航空宇宙業界に関連している省庁や機関が研究内容や活動
を紹介しました。

独立行政法人宇宙航空研究開発機構、
全日本空輸株式会社、東レ株式会社、
独立行政法人電子航法研究所、日本航空株式会社

開催期間中に警視庁航空隊によるヘリコプターのデモフラ
イトを実施し、多くの見学者にお集まりいただきました。
また、同時期開催の東京国際消防防災展2013会場にお
いて、東京消防庁による消防訓練デモンストレーションを
行いました。
場所：東京ビッグサイト　

東屋外駐車場
日時：10月4日（金） 12:30～

場所：東京ビッグサイト
西屋外展示場

日時：10月2日（水）11:40～
10月3日（木）14:40～
10月4日（金）14:40～

会場内の実機・モックアップ展示の前には多くの来場者が訪れました。

東京ビッグサイト全体図

東4ホール

ヘリコプターデモフライト会場（屋外）

会議棟1F
レセプションホールA
101会議室

国際会議場 7F

10.2
水

111：00～12：00 ペリージョンソン　レジストラー株式会社
AS9100認証取得のポイント
新たに航空宇宙産業に進出する企業向けに、AS9100認証取得のポイントを解説し
ました。

13：00～14：30 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
海外バイヤーによるプレゼンテーション
ジェトロにて招へいした、日本のサプライヤー発掘に関心のある、海外メーカーの調
達・サプライチェーン担当者によるプレゼンテーションを行いました（逐次通訳付）。

16：00～17：00 株式会社ブルームLMT
TMAC　主軸負荷モニタリングと適応制御
最新の技術を使って主軸の負荷を高精度で測定できます。またPC上でリアルタイム
データをグラフ表示します。

10.3　
木

11：00～12：00 株式会社明和工作所
航空宇宙産業界への参入
2012年4月JISQ9100を取得し、航空機向け部品の試作製作を経て、航空宇宙業
界参入へ挑戦します。

13：00～14：00 米国バージニア州経済開発機構
バージニア州の航空宇宙産業と投資環境
バージニア州の航空宇宙産業とビジネスに最適な州として評価の高い投資環境をご
紹介しました。

15：00～16：00 株式会社CAEソリューションズ
航空宇宙業界でのCAE活用事例ご紹介
Femap with NX Nastranの航空宇宙業界ユーザ事例のご紹介と機能紹介をいた
しました。

10.4　
金

11：00～12：00 日本イーエスアイ株式会社
ESIグループの航空宇宙CAEソリューション
ESIグループは設計製造の最適化、バーチャルな性能検証を目指しCAEで航空宇
宙産業の様々な課題を解決します。

13：00～14：00 SMS Meer GmbH
航空宇宙向け最先端リング圧延・鍛造設備
SMS Meerはチタン合金等の様々な航空宇宙用鍛造品を製造する設備・技術をお
客様に提供いたします（同時通訳付）。

国際会議場 7

併催カンファレンス
次頁に内容を紹介しています

独立行政法人宇宙航空研究開発機構　航空本部

独立行政法人電子航法研究所 防衛省　技術研究本部・航空自衛隊

警視庁　航空隊
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東京ビッグサイト会議棟1階の会議施設と7階の国際会議場にお
いて、10テーマにおよぶセッションを実施しました。ASET講演企
画委員（代表委員：東京大学・鈴木真二教授）監修のもと、51名の
講師を招へいし、約3,000名の方々にご聴講いただきました。業界
の最新情報がわかりやすく理解できた等、高い評価をいただきま
した。

ASET講演企画委員　本委員のご協力のもと、ASET2013　　　併催カンファレンスを企画いたしました。 ※五十音順

10.2 水 10:30～12:30   国際会議場 10.3 木 10:30～12:45   国際会議場

10.3 木 13:00～15:00   101会議室

10.3 木 13:30～15:30   国際会議場

10.3 木 10:30～12:30   レセプションホールA

消防防災航空隊の幕明け

公益財団法人日本法制学会
事務長

前川　貞之 氏

LCC時代を迎えた
今後の航空政策について

国土交通省
航空局長

田村　明比古 氏
民間機装備品・部品市場参入
の概要と我が国メーカの
更なる参入を目指して
全日空商事株式会社
航空機事業部
プロジェクトディレクター
渡辺　進 氏

災害用ヘリコプターの
現状と将来について
ユーロコプタージャパン株式会社
業務本部技術部
主席

竹内　繁吉 氏

エアラインにおける戦略

Peach Aviation株式会社
代表取締役CEO

井上　慎一 氏
株式会社島津製作所の
海外参入事例について

株式会社島津製作所
航空機器事業部　技術部　部長

石井　岳 氏

総括講演/ディスカッション進行
帝京大学大学院
理工学研究科　教授
航空宇宙工学科　学科長
教授

平本　隆 氏

総括講演/ディスカッション進行

一橋大学大学院
商学研究科　教授

山内　弘隆 氏株式会社小糸製作所の
事例：LED読書灯の
開発ケース
株式会社小糸製作所
航空製造部　主管

加部　敏智 氏

イプシロンロケットの開発
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
イプシロンロケット
プロジェクトチーム
プロジェクトマネージャ

森田　泰弘 氏

基幹ロケットの
現状と将来への期待
三菱重工業株式会社
航空宇宙事業本部
宇宙事業部
宇宙システム技術部　部長
渥美　正博 氏

民間航空機
装備品産業の現状

一般社団法人日本航空宇宙工業会
技術部　部長

杉田　明広 氏

ヘリコプター搭載用
消火装置の研究開発
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
航空本部
事業推進部
特任担当役
齊藤　茂 氏

エアラインにおける戦略

ジェットスター・ジャパン株式会社
代表取締役社長

鈴木　みゆき 氏
ナブテスコ株式会社の
海外参入事例について
ナブテスコ株式会社
航空宇宙カンパニー
計画部　部長

碓井　浩 氏

災害時の
ヘリコプター運用の課題

元陸上自衛隊航空学校長
（現JAXA客員研究員）

山根　峯治 氏

空港における戦略

成田国際空港株式会社
代表取締役社長

夏目　誠 氏
横河電機株式会社の
海外参入事例について
横河電機株式会社
航空宇宙・特機事業部
民間機ビジネスセンター
マーケティング課　主任
神尾　圭子 氏

世界レベルの脚システム
サプライヤーを目指して
住友精密工業株式会社
取締役
航空宇宙事業生産・調達統轄

橋本　奈津雄 氏

衛星による
地球環境観測への利用
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
第一衛星利用ミッション本部
衛星利用推進センター
ミッションマネージャ
伊藤　徳政 氏

いかにしてアリアンスペース
は商業打上げビジネスの
リーダーになったのか
～欧州宇宙輸送の挑戦～
アリアンスペース社
東京事務所　代表 
高松　聖司 氏

代表委員

東京大学 大学院
工学系研究科 航空宇宙工学専攻
教授

鈴木　真二 氏

民間機装備品・部品市場参入
セミナー開催のあいさつ
/意見交換進行
住友精密工業株式会社
技師長

高橋　教雄 氏

我が国宇宙政策の
現状と課題

内閣府宇宙戦略室
宇宙戦略室長・宇宙審議官

西本　淳哉 氏

航空における安全・技術
の動向と課題
国土交通省
航空局　安全部
航空機安全課長

川勝　弘彦 氏

航空機産業の現状と課題

経済産業省
製造産業局
航空機武器宇宙産業課長

飯田　陽一 氏

防衛省技術研究本部に
おける航空機の開発
防衛省
技術研究本部　
技術開発官（航空機担当）

小城　真一 氏

委　員
名古屋大学 大学院
工学研究科 航空宇宙工学専攻
NCCセンター長
教授

石川　隆司 氏

委　員
独立行政法人
宇宙航空研究開発機構
理事
航空本部長

中橋　和博 氏

委　員

一般社団法人
日本航空宇宙工業会
常務理事

秦　重義 氏

委　員
帝京大学 大学院
理工学研究科 教授
航空宇宙工学科 学科長
教授

平本　隆 氏

委　員

一橋大学大学院
商学研究科
教授

山内　弘隆 氏

委　員

一般社団法人
日本航空宇宙学会
会長

李家　賢一 氏

基調講演 同時通訳

10.2 水 12:30～14:30   レセプションホールA

HEICOのビジネス活動

HEICO
副社長

Mr.Joseph P. DePaoli

PMAとは/
ディスカッション進行
東京都航空機産業参入支援事業
登録専門家、
JK Tech Consulting, Inc.
President
加藤　昭 氏

MARPAとその使命

MARPA
President

Mr.Jason Dickstein

JPEのビジネス活動

JPE 
VP Market Development,
Asia Pacific

Mr.Steven Johnson

海外市場セミナー/パネルディスカッション
「PMAホールダーが日本の製造業に望むもの」

同時通訳

10.2 水 14:30～17:00   国際会議場

エアバスが描く
未来の航空
エアバス・ジャパン株式会社
コミュニケーション・
ディレクター

野坂　孝博 氏

エンジンメーカーに
おける技術開発
ロールス・ロイス ジャパン株式会社
エンジニアリング&テクノロジー
ビジネスデベロプメント
ディレクター
小山　大祐 氏

JAXAにおける
次世代航空機の研究開発
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
理事
航空本部長

中橋　和博 氏

機体メーカーにおける
技術開発
ボーイング ジャパン株式会社
民間航空機部門
ビジネスディベロップメント
ディレクター
益田　直子 氏

MRJの技術開発と今後の
航空機技術の展望

三菱航空機株式会社 
技術本部　副本部長

佐倉　潔 氏

総括講演

東京大学 大学院
工学系研究科 航空宇宙工学専攻 
教授

鈴木　真二 氏

民間航空機分野の技術開発と今後の展望 同時通訳

民間機装備品・部品/市場参入セミナー

宇宙開発・宇宙利用の現状と展望

パネルディスカッション/LCCの戦略と航空輸送の展望

パネルディスカッション/
災害時におけるヘリコプターの活用とその可能性

航空輸送の未来について/
進行

RD Aerospace Consult
President

Mr.Rolf Doerpinghaus

JAXAが取り組む
航空環境技術

独立行政法人宇宙航空研究開発機構
航空本部　参与

村上　哲 氏

民間定期航空路線を
利用した大気観測

日本航空
ボーイング737型機　機長

佐々木　秀也 氏

政治、技術と市場需要の交差
について/航空輸送における
航空ショーと環境への挑戦
Messe Berlin GmbH
VP Business & Technology

Mr. Stefan Grave

航空交通管理による
環境負荷低減の展望

独立行政法人電子航法研究所 
航空交通管理領域　領域長

藤森　武男 氏

MRJ - Environmentally 
Friendly Next 
Generation Aircraft
三菱航空機株式会社 
営業部　マーケティンググループ
グループリーダー
神谷　英行 氏

10.4 金 10:30～13:30   レセプションホールA

Greener Skies Ahead Japan 2013
（航空機分野における環境への取組み）

同時通訳

超小型衛星による
新しい宇宙開発利用への
挑戦
東京大学大学院
工学系研究科 航空宇宙工学専攻
教授
中須賀　真一 氏

航空宇宙分野、
特に航空の将来展望
/全体質疑応答進行
一般社団法人日本航空宇宙学会
会長

李家　賢一 氏

次世代航空通信
システム

独立行政法人電子航法研究所
監視通信領域　主幹研究員

住谷　泰人 氏

再使用可能な
宇宙輸送システムの
実現に向けて
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 
宇宙輸送系システム技術研究センター
研究領域リーダ　博士
石本　真二 氏

航空宇宙分野に関する最新の研究
10.4 金 14:00～15:30   国際会議場

民間航空機向け炭素繊維
複合材料の技術開発
- 現状と将来動向 -
東レ株式会社
ACM技術部
航空・宇宙技術室長
京野　哲幸 氏

複合材利用における
効果と展望
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
航空本部
複合材技術研究センター長

岩堀　豊 氏

航空機用CFRP積層体/
Ti合金重ね板の
穴あけ加工技術の開発
独立行政法人国立高等専門学校機構
沼津工業高等専門学校　学校長

柳下　福蔵 氏

複合材利用の総括と
NCCの紹介
名古屋大学 大学院
工学研究科 航空宇宙工学専攻
NCCセンター長
教授
石川　隆司 氏

航空機分野における複合材利用について
10.4 金 10:30～12:30   国際会議場

■今後も継続的な展示会/講演会の実施をお願いします。

■タイトルに基づき1つのまとまりとして講演を聞けたので、分か
りやすくて良かった。

■新技術、将来予測等、非常に参考になりました。

■企業体力がなければ、単独での取組みは中小企業には難し
い。国内企業のネットワーク構築に向けた取り組みが必要では
ないかと感じた。

■「航空機用CFRPの積層体/Ti合金重ね板の穴あけ技術の開
発」が大変興味深かった。今後のさらなる研究、開発の成果を
講演していただきたい。

■宇宙利用の話は非常に興味深い内容でした。宇宙の活用がよ
り身近になってきていると感じた。

～聴講者アンケートより～
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あ
株式会社IHI
株式会社IHI検査計測
株式会社IHIジェットサービス
株式会社アイティティキャノン
株式会社アキュレイト
愛宕精工株式会社
AMATERAS
 株式会社エイチ・エー・ティー
 株式会社大崎金属
 株式会社上島熱処理工業所
 株式会社塩野製作所
 多摩冶金株式会社
 電化皮膜工業株式会社
 東成エレクトロビーム株式会社
 株式会社ナガセ
 三益工業株式会社
 株式会社吉増製作所
アライドテレシス株式会社
株式会社アルファーアビエィション
株式会社アンレット
株式会社石川組
公益財団法人板橋区産業振興公社
 技研精機株式会社
 株式会社サーマル
 大東電気株式会社
 株式会社タカトモインダストリ
 北陸軽金属工業株式会社
 大和合金株式会社
伊藤忠マシンテクノス株式会社
 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
独立行政法人　宇宙航空研究開発機構　航空本部
エアロスペース飯田
 有限会社アイエス精工
 株式会社赤羽製作所
 飯田精機株式会社
 株式会社エヌ・イー
 クロダ精機株式会社
 山京インテック株式会社
 有限会社野中製作所
 株式会社浜島精機
 有限会社矢崎製作所
 有限会社ユーズテック
株式会社エスエスティー
エビナ電化工業株式会社
オーエスジー株式会社
大田ブランド推進協議会
大塚精工株式会社
株式会社オノックスエムティーティー
オメガジャパン株式会社

か
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
かがつう株式会社
兼松エアロスペース株式会社
株式会社鎌田製作所
川崎重工業株式会社
株式会社キグチテクニクス
菊地歯車株式会社

KISCO株式会社
岐阜県
岐阜県/各務原市
 旭金属工業株式会社
 株式会社エフ・ピー・エス
 有限会社大堀研磨工業所
 川崎岐阜協同組合
 株式会社槌屋ティスコ
 天龍エアロコンポーネント株式会社
 中日本航空専門学校
 株式会社ブイ・アール・テクノセンター
九州工業大学・超小型衛星試験センター
九州航空宇宙開発推進協議会
 株式会社エルポート
 NPO法人円陣スペースエンジニアリングチーム
 NPO法人鹿児島人工衛星開発協議会
 株式会社熊防メタル
 黒木コンポジット株式会社
 株式会社大光研磨
 株式会社東郷
 株式会社中島ターレット
 株式会社中島田鉄工所
 株式会社藤田ワークス
 三菱重工業株式会社　特殊機械部
 ラサ工業株式会社
金属技研株式会社
株式会社クライム・ワークス
クロニクス株式会社
警視庁　航空隊
株式会社航空ニュース社
株式会社KOYO熱錬

さ
公益財団法人相模原市産業振興財団
 宇宙航空研究開発機構
 エヌ・デイ・ケー加工センター株式会社
 株式会社クライムエヌシーデー
 株式会社コバヤシ精密工業
 相模螺子株式会社
 城山工業株式会社
 株式会社精光技研
 ツツミ産業株式会社
 有限会社中村電機
 二宮電線工業株式会社
 日本サーモニクス株式会社
 株式会社パパス
 有限会社平栗
三協精器工業株式会社
山王テクノアーツ株式会社
三洋機工株式会社
株式会社CAEソリューションズ
株式会社ジーベックテクノロジー
JFEテクノリサーチ株式会社
株式会社ジェイ・エム・シー
株式会社ジェピコ
 アルデック・ジャパン株式会社
 株式会社ウェルリサーチ
 3D PLUS　SA
 e2v technologies Ltd

 Kontron
 Nicomatic SA
 Smiths Connectors
静岡県（浜松商工会議所）
 株式会社アオヤマ精工
 有限会社岩倉溶接工業所
 株式会社エステック
 エンシュウ株式会社
 株式会社オリオン工具製作所
 金子歯車工業株式会社
 サカイ産業株式会社
 株式会社テクノ・モーターエンジニアリング
 原田精機株式会社
 パルステック工業株式会社
 富士工業株式会社
 株式会社ブローチ研削工業所
株式会社清水精機
首都大学東京　システムデザイン研究科　航空宇宙システム工学域
株式会社シンキー
スナップオン・ツールズ株式会社
スペースリンク株式会社
住友精密工業株式会社
全日本空輸株式会社
株式会社ソニック
株式会社ソノテック

た
株式会社第一システムエンジニアリング
NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム（UNISEC）
大陽日酸株式会社
株式会社ダブリュー・ツー
ちゅうごく地域航空機関連産業クラスター
 ウイングウィン岡山
 株式会社キグチテクニクス
 株式会社サン・テクトロ
 公益財団法人しまね産業振興財団
 下関次世代産業研究チーム
 SUSANOO -Shimane Mechanical Art Group-
 株式会社ナカサ
 秦精工株式会社
 株式会社ひびき精機
 株式会社ヒロコージェットテクノロジー
 株式会社ファデコ
 馬潟工業有限会社
 株式会社明和工作所
 株式会社守谷刃物研究所
一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター
帝京大学　理工学部
株式会社ティケイワイプロダクツ
株式会社寺内製作所
独立行政法人電子航法研究所
東海大学　工学部　航空宇宙学科
東京アイデアル株式会社
株式会社東京測器研究所
東京大学　航空宇宙工学専攻　超小型衛星センター
 次世代宇宙システム技術研究組合
東京通信機材株式会社
東京都市大学　工学部　機械システム工学科　宇宙システム研究室
東京農工大学大学院　笹原研究室

東京理科大学　工学部機械工学科　山本研究室
株式会社東京ロストワックス工業
東北航空宇宙産業研究会
 RFtestLab有限会社
 秋田精工株式会社
 アキモク鉄工株式会社
 東工業株式会社
 アンクラジャパン株式会社
 株式会社エヌエス機器
 エムテックスマツムラ株式会社
 小野精工株式会社
 キョーユー株式会社
 株式会社コイワイ
 株式会社サンアイ精機
 株式会社三栄機械
 株式会社スター精機
 株式会社スペック
 株式会社　橘　機工
 株式会社千田精密工業
 鉄栄技研
 東光鉄工株式会社
 東北大学　流体科学研究所
 株式会社登米精巧
 引地精工株式会社
 株式会社フジ機工
 本田精機株式会社
 株式会社ミヤギタノイ
 NPO法人リサイクル材料技術研究所 株式会社セイシンハイテック
東レ株式会社
株式会社トードインターナショナル
とちぎ航空宇宙産業振興協議会/栃木航空宇宙懇話会
 株式会社アイ・シイ・エス
 株式会社井上製作所
 エーシーエム栃木株式会社
 加治金属工業株式会社
 株式会社サン　テクノロジー
 株式会社テツカクリエート
 東都工業株式会社
 株式会社栃澤金型製作所
 株式会社マツモトセイコー
 株式会社湯原製作所
富山県航空機産業交流会
 株式会社石金精機
 コマツNTC株式会社
 株式会社スカイ
 株式会社スギノマシン
 ファインテック株式会社
 株式会社ミズノマシナリー
 株式会社ユニゾーン
都立産業技術高等専門学校　荒川キャンパス

な
内閣府宇宙戦略室
公益財団法人長野県テクノ財団
 株式会社アルプスツール
 有限会社原製作所
 株式会社平出精密
 吉田工業株式会社
名古屋市役所（企業誘致担当）

新潟市
日刊工業新聞社
日本通運株式会社
日本飛行機株式会社
日本イーエスアイ株式会社
日本検査キューエイ株式会社
日本航空
一般社団法人日本航空宇宙工業会
公益社団法人日本航空技術協会
日本スペースイメージング株式会社
株式会社日本デジコム
一般社団法人日本ビジネス航空協会
独立行政法人日本貿易振興機構
日本マルコ株式会社
株式会社ノア
野田金型有限会社

は
白銅株式会社
原田精機株式会社
 株式会社TAKシステムイニシアティブ
平井精密工業株式会社
株式会社フィッテング久世（久世ベローズ工業所）
福岡県航空機産業振興会議
富士重工業株式会社
フナソー株式会社
 株式会社日本切断研究所
株式会社ブルームLMT
ヘキサゴン・メトロジー株式会社
ペリージョンソン レジストラー株式会社
公益財団法人防衛基盤整備協会（BSK）システム審査センター
防衛省　技術研究本部
防衛省　航空自衛隊
法政大学理工学部機械工学科　航空・機械音響研究室
ホンマ・マシナリー株式会社

ま
株式会社前田技研
株式会社マツケン
株式会社松屋アールアンドディ
株式会社マテリアル
丸紅情報システムズ株式会社
三井倉庫株式会社
三菱航空機株式会社
三菱重工業株式会社
室蘭工業大学　航空宇宙機システム研究センター

や
山梨県航空機産業タスクフォース
 株式会社ササキ
 山陽精工株式会社
 株式会社中家製作所
 藤精機株式会社
 株式会社フューチャーズクラフト
 有限会社丸眞熱処理工業
 株式会社茂呂製作所
 ユウアイ電子工業株式会社
郵船ロジスティクス株式会社
ユーフォニック・テクノロジー株式会社
有限会社横浜エンジニアリングサービス

横浜国立大学　航空宇宙システム研究室
ら

株式会社リアルビズ
レクトラ・ジャパン株式会社
レニショー株式会社

わ
株式会社ワカ製作所
若園精機株式会社
早稲田大学

海　外
アメリカ州政府協会
 米国アラバマ州　商務省
 米国ミズーリ州政府駐日事務所
 ノースカロライナ州政府日本事務所
 オレゴン州政府駐日代表部
 米国ウエストバージニア州政府　日本代表事務所
アリアンスペース社　東京事務所
DEFENCE EXHIBITION ORGANISATION (DEO) & EOI, TOKYO JAPAN
 Bharat Electronics Limited (BEL)
 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
イスラエル大使館　経済部
 AEROMAOZ Ltd.
 CONTROP Precision Technologies Ltd.
 DSIT Solutions Ltd.
 Elbit Systems Ltd.
 EL-FAR ELECTRONICS SYSTEMS 2000 LTD
 Gilat Satellite Networks Ltd
 IAI - BEDEK Aviation Group
 IAI - ELTA Systems Ltd.
 IAI - LAHAV Division
 IAI - LAHAV Division-TaxiBot
 IAI - MALAT
 IAI - MLM Division
 Kanfit Ltd.
 Magna BSP
 Mifram Ltd.
 Mobilicom Ltd.
 Ness TSG
 NSO Group
 SCD SemiConductor Devices
 Starcom Systems Ltd
 Tamar Group
 Verint Systems Inc.
ILA2014 ベルリン・エアショー/メッセ・ベルリン社
インフォテックエンタープライズジャパン株式会社
MARPA (Modification and Replacement Parts Association)
RD AeroSpace Consult
SMS Meer GmbH
米国ミシシッピ州政府駐日代表事務所
TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL
メキシコ大使館商務部 PROMEXICO
米国大使館　商務部
米国バージニア州経済開発機構

出展者一覧（331社、共同出展者を含む）/五十音順

会場内
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会期初日の夕方に、ASET2013、東京国際消防防災展2013、危機
管理産業展2013による合同レセプションを開催しました。出展者や
後援・協力機関の代表者をはじめ、航空宇宙関連業界の企業や研
究者の方々、約700名が出席しました。会場内では、異業種の出展者
同士の交流も行われ、盛況となりました。

ASET2013は東京国際消防防災展2013（※）と危機管理産業展2013と同時期開催いたしました。
※東京国際消防防災展の会期は10月2日（水）～5日（土）

ASET2013では、出展者の積極的な商談を促進するために、新たなビジネスパートナーとの出会いを
サポートする企画を実施しました。

SJAC技術関連委員会とASET2013出展者による交流会を開催しました。50名以上が参
加し、積極的な交流が行われました。

●SJAC技術関連委員会（五十音順）
（株）IHI／エーティー技研（株）／SJAC技術部 OB／（株）小糸製作所／（株）島津製作所／（株）ジャムコ／住友精密工業（株）／
全日空商事（株）／デロイト　トーマツ　コンサルティング（株）／東京計器（株）／ナブテスコ（株）／（一社）日本航空宇宙工業会／
（財）日本航空機開発協会／日本航空電子工業（株）／日本電気（株）／三菱重工業（株）／横河電機（株）／横浜ゴム（株）／
●ASET2013出展企業26社

●海外バイヤー一覧
AVCORP Industries（カナダ）／AgustWestland（英国）／Messier-Bugatti-Dowty（フランス）／Parker Hannifin（米国）
MARPA（米国）／HEICO（米国） 
●ASET2013出展企業・団体等約10社

ジェトロ招へい海外バイヤー、アメリカPMAメーカー、ASET2013海外出展者と
ASET2013国内出展者による交流会を実施しました。約30名が参加し、英語による活発
な意見交換が行われました。

これらの展示会においては関連する分野も多く、出展者同士の交流や来場者が相互に
会場を行き来するなどの相乗効果が得られました。

相互入場

3展示会合同レセプション

日時：10月2日（水）17:30～19 :00
場所：東京ビッグサイト 会議棟1階  レセプションホール

出展者を対象に、航空宇宙関連業界の大手企業がバイヤーとして参加する商談会を
実施しました。よりスムーズな商談を実現するため、主催事務局が各バイヤー企業の
ニーズ聴取やアポイントの調整等を行いました。
商談件数：15件　　商談参加企業数：11社
参加バイヤー企業：カヤバ工業株式会社、日機装株式会社、住友精密工業株式会社

国内大手企業との特別商談会　10月3日（木） 事前申込制
ASET2013のインターナショナルパートナーであ
り、ILA・ベルリン国際航空宇宙ショーを主催する
メッセ・ベルリン社が、ランチミーティングを開催し、
ILA・ベルリン国際航空宇宙ショー（2014年開催
予定）の紹介を行いました。また、同エアショーに出
展実績がある企業の体験談が披露されました。

メッセ・ベルリン社 ランチミーティング　～航空宇宙産業参入支援における海外展示会の活用について～
10月3日（木） 12：30～14：00 事前申込制

一般社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC）技術関連委員会との交流会
10月3日（木）17:30～19:00 事前申込制

海外バイヤー出展者との交流会
10月3日（木）17:30～19:00 事前申込制

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）との共催により、日本の航空機器分野の
製品・技術に関心を有する海外企業を招へいし、特別商談会を実施しました。
海外バイヤー企業にとっては、将来的に新規サプライヤー候補となり得る日本企業の
発掘の場となり、日本企業にとっては新たな取引先となり得る海外企業と直接商談を
実施することができる貴重な機会となり、今後の継続を望む声を多数いただきました。
商談件数：83件　　商談参加企業数：35社（団体含む）
海外バイヤー企業数：6社

参加海外企業
●Aerospace Engineering Group（米国） ●Avcorp Industries（カナダ）
●AgustaWestland（英国） ●Messier-Bugatti-Dowty（フランス）
●Parker Hannifin（米国） ●UTC Aerospace Systems（米国） 

ジェトロ共催による海外企業との特別商談会　10月2日（水）～4日（金） 事前申込制

特別商談会

出展者のビジネス促進のため、出展者のみを対象とした交流会を東京ビッグサイト内のレストランで開催しました。

交流会

ランチミーティング

ビジネスマッチング

3展示会同時期開催



あ 株式会社IHI
株式会社IHIエアロスペース
株式会社IHI機械システム
アイシン精機株式会社
IBEXエアラインズ株式会社
アカギヘリコプター株式会社
アグスタウェストランド日本支社
曙ブレーキ工業株式会社
株式会社旭化成ケミカルズ
旭化成せんい株式会社
朝日航洋株式会社
旭硝子株式会社
アジア航測株式会社
アジア貿易サービス株式会社
アズビル株式会社
ADEL WIGGINS GROUP
ANAエンジンテクニクス株式会社
ANAコンポーネントテクニクス株式会社
ANAビジネスソリューション株式会社
ANAエアポートハンドリング株式会社
株式会社アマダ
株式会社アルプスツール
一般財団法人安全保障貿易情報センター
アンリツ株式会社
イカロス出版株式会社
イーグル工業株式会社
池上通信機株式会社
いすゞ 自動車株式会社
伊藤忠アビエーション株式会社
インド大使館
宇部興産株式会社
独立行政法人宇宙航空研究宇開発機構
宇宙技術開発株式会社
エアバス・ジャパン株式会社
株式会社エアロパートナーズ
株式会社エージーピー
株式会社エステック
NECエンジニアリング株式会社
NEC東芝スペースシステム株式会社
株式会社NHKアイテック
エヌ・シー・シー株式会社
NTN株式会社
エヌ・ティー・ケー・インターナショナル株式会社
NTTアドバンステクノロジ株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
ENEOSグループ株式会社
株式会社ENEOSフロンティア
APCエアロスペシャルティ株式会社
荏原冷熱システム株式会社
MHIエアロスペースシステムズ株式会社
MHIソリューションテクノロジーズ株式会社
MC Aviation株式会社
王子ホールディングス株式会社
大阪工機株式会社
オークマ株式会社
株式会社大林組
沖電気工業株式会社
オリンパス株式会社

か 海上保安庁
花王株式会社
カシオ計算機株式会社
株式会社カネカ
兼松株式会社
川崎重工業株式会社
川重明石エンジニアリング株式会社
川重テクノロジー株式会社
関西電子工業株式会社
関東航空計器株式会社
株式会社キーエンス
キヤノン株式会社
キヤノン電子株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
京セラ株式会社
京セラコミュニケーションシステム株式会社
共立航空撮影株式会社
株式会社近鉄エクスプレス
近鉄航空配送株式会社
空港施設株式会社
空港情報通信株式会社
株式会社クラレ
京王電鉄株式会社
KDDI株式会社
KYB株式会社
KYBエンジニアリングアンドサービス株式会社
株式会社小糸製作所

一般社団法人航空貨物運送協会
株式会社航空経営研究所
株式会社航空システムコンサルタンツ
一般財団法人航空保安施設信頼性センター
公益財団法人航空輸送技術研究センター
株式会社神戸製鋼所
コクサイエアロマリン株式会社
国土交通省
コニカミノルタ株式会社
株式会社コマツ製作所

さ 西菱電機株式会社
サムスン電機ジャパンアドバンスドテクノロジー株式会社
独立行政法人産業技術総合研究所
GEアビエーション・ディストリビューション・ジャパン株式会社
GEエナジー・ジャパン株式会社
GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ株式会社
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー
JX日鉱日石エネルギー株式会社
JEFスチール株式会社
JFE精密株式会社
株式会社ジェイテクト
システム・インスツルメンツ株式会社
株式会社島精機製作所
シマヅプレシジョンインスツルメンツインク
株式会社島津製作所
シャープ株式会社
株式会社ジャムコ
株式会社JALエアロパーツ
株式会社JALエンジニアリング
株式会社JALUX
株式会社 Japanエアロ インスペクション
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
JUKI株式会社
株式会社昌新
昭和シェル石油株式会社
昭和飛行機工業株式会社
昭和飛行機テクノサービス株式会社
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新東亜交易株式会社
シンフォニアテクノロジー株式会社
新菱工業株式会社
新明和工業株式会社
スカイネットアジア航空株式会社
スカイマーク株式会社
スカパーJSAT株式会社
株式会社スター精機
株式会社スターフライヤー
スタンレー電気株式会社
住重フォージング株式会社
住商エアロシステム株式会社
住友重機械工業株式会社
住友商事株式会社
住友スリーエム株式会社
住友精密工業株式会社
住友電気工業株式会社
西濃シェンカー株式会社
セントラルヘリコプターサービス株式会社
全日本空輸株式会社
双日エアロスペース株式会社
ソニー株式会社

たターボシステムズユナイテッド株式会社
株式会社大韓航空
ダイキン工業株式会社
ダイジェット工業株式会社
大日本印刷株式会社
ダイハツ工業株式会社
株式会社竹中工務店
タタコンサルタンシーサービシズジャパン株式会社
ダッソーシステムズ株式会社
多摩川エアロシステムズ株式会社
多摩川精機株式会社
株式会社タムロン
タレスジャパン株式会社
株式会社タンガロイ
株式会社中央エンジニアリング
中外テクノス株式会社
中国電力株式会社
独立行政法人中小企業基盤整備機構
中部国際空港株式会社
中部東芝エンジニアリング株式会社
THK株式会社THK株式会社
DHL Japan, ink.
DMG森精機株式会社
帝人エンジニアリング株式会社
帝人株式会社
デロイトトーマツコンサルティング株式会社

デュポン株式会社
株式会社デンソー
トーカロ株式会社
東京ガス株式会社
東京空港交通株式会社
東京航空計器株式会社
株式会社東芝
東芝電波プロダクツ株式会社
東ソー株式会社
東燃ゼネラル石油株式会社
東邦航空株式会社
東邦チタニウム株式会社
東邦テナックス株式会社
東レ株式会社
東レ・プレシジョン株式会社
都築電気株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社トッパンTDKレーベル
株式会社トプコン
豊田合成株式会社
トヨタ自動車株式会社
トルコ大使館

な 株式会社NaITO
中日本航空株式会社
NASAM A GREEN AEROGROUP COMPANY
ナビコムアビエーション株式会社
ナブテスコ株式会社
株式会社成田エアポートテクノ
成田国際空港株式会社
株式会社成田総合流通センター
日揮ビジネスサービス株式会社
株式会社ニコン
日産自動車株式会社
ニッタン株式会社
日鉄住金物産株式会社
日油株式会社
日機装株式会社
日進工具株式会社
日新製鋼株式会社
一般財団法人日本宇宙フォーラム
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本アビオニクス株式会社
日本エアコミューター株式会社
日本エアロスペース株式会社
日本ガイシ株式会社
日本化薬株式会社
日本空港テクノ株式会社
日本空港ビルデング株式会社
日本空港無線サービス株式会社
株式会社日本空港コンサルタンツ
日本空港ビルディング株式会社
日本グリース株式会社
日本航空高圧株式会社
一般財団法人日本航空機エンジン協会
一般財団法人日本航空機開発協会
日本航空電子工業株式会社
日本車輌製造株式会社
株式会社日本政策金融公庫
日本精工株式会社
株式会社日本製鋼所
日本通信エレクトロニック株式会社
日本電気株式会社
日本電産サンキョー株式会社
日本電波工業株式会社
日本特殊塗料株式会社
日本ドナルドソン株式会社
日本トレクス株式会社
日本発条株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ユニシス株式会社

は パイオニア株式会社
パキスタン大使館
パナソニック株式会社
Honeywell Aerospace
羽田エアポートセキュリティー株式会社
株式会社ハヤカワカンパニー
株式会社 阪急阪神エクスプレス
東日本旅客鉄道株式会社
日立オートモティブシステムズ株式会社
日立金属株式会社
株式会社日立国際電気
株式会社日立製作所
日立造船株式会社
株式会社日立ソリューションズ
日立ツール株式会社
株式会社日立ハイテクノロジーズ

Peach Aviation株式会社
日野自動車株式会社
ファナック株式会社
フェデラルエクスプレス
フォスター電機株式会社
富士重工業株式会社
福田交易株式会社
フクダ電子株式会社
扶桑アビエーション株式会社
株式会社富士インダストリーズ
藤倉航装株式会社
富士航空整備株式会社
株式会社不二越
富士ゼロックス株式会社
富士通株式会社
株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング
富士フイルム株式会社
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社
双葉電子工業株式会社
FlightSafety International Japan株式会社
株式会社ブリヂストン
古河産業株式会社
古河電気工業株式会社
古河電池株式会社
株式会社ヘリサービス
防衛省海上自衛隊
防衛省技術研究本部
防衛省航空自衛隊
防衛省情報本部
防衛省陸上自衛隊
ボッシュ株式会社
本田技研工業株式会社
株式会社本田技術研究所

まマイナミ空港サービス株式会社
株式会社牧野フライス製作所
マツダ株式会社
マブチモーター株式会社
株式会社マリン＆エアロパーツトレーディング
丸文株式会社
丸紅株式会社
丸紅エアロスペース株式会社
株式会社ミクニ
株式会社みずほ銀行
株式会社三田工業所
三井化学株式会社
株式会社三井住友銀行
三井精機工業株式会社
三井物産株式会社
三井物産エアロスペース株式会社
三井物産プラントシステム株式会社
三井物産マシンテック株式会社
株式会社ミツトヨ
株式会社三菱化学テクノリサーチ
三菱航空機株式会社
三菱重工業株式会社
三菱重工工作機械販売株式会社
三菱樹脂株式会社
三菱スペース・ソフトウエア株式会社
三菱製鋼株式会社
三菱電機株式会社
三菱電機特機システム株式会社
三菱電線工業株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱マテリアル株式会社
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
三菱レイヨン株式会社
ミツミ電機株式会社
ミネベア株式会社
明治電機工業株式会社
株式会社明電舎

やヤマハ株式会社
ヤマハ発動機株式会社
ユアサ工機株式会社
有人宇宙システム株式会社
ユーロコプタージャパン株式会社
ユニオンツール株式会社
株式会社ユニバーサル・アビエーション
横河電機株式会社
横河電子機器株式会社
横浜ゴム株式会社

ら 株式会社リコー
株式会社りそな銀行
一般財団法人リモート・センシング技術センター
ロータスエアロスペース株式会社
ロールス・ロイスジャパン株式会社

12 13

来場者数 来場者一覧（一部抜粋） 五十音順

海外　国・地域別来場者数内訳来場者職業別構成比

ASET2013の登録来場者数は、14,779名（前回比113.9％）、来場者数は29,417名（前回比125.9％）を記録しました。
また、海外からは25ヶ国・地域より136名が来場し、前回の来場者数（100名）を上回る結果となりました。
来場者職業別構成比は製造業が約4割を占めており、航空機関係以外の製造業関係者からも、高い関心が寄せられ
ています。その他、官公庁・団体の割合が前回と比較して約4ポイント上昇しました。

国・地域 来場者数
韓国 32 
台湾 23 
アメリカ 20 
中国 11 

アイスランド 9 
ドイツ 5 
英国 5 

シンガポール 4 
イタリア 3 
イラン 3 
フィリピン 3 
アフガニスタン 2 
インド 2 
カナダ 2 
メキシコ 2 

アゼルバイジャン 1 
イスラエル 1 
ウクライナ 1 
オーストラリア 1 
スペイン 1 
タイ 1 
トルコ 1 
マレーシア 1 
モンゴル 1 
ロシア 1 

合　計 136 

日　付 天　気
登録来場者

来場者数国内 海外

10月2日（水） 雨のち
くもり 4,054 42 8,390 

10月3日（木） 晴れのち
くもり 5,276 35 10,039 

10月4日（金） くもり 5,449 59 10,988 

合　計 14,779 136 29,417 

前回実績（2011年） 12,975 100 23,373 
※1「登録来場者数」は、氏名や所属などの登録を行い、ゲートから入場した人数。　
※2「来場者数」は、再入場者を含む延べ人数。



14 15

95％以上の来場者が、ASET2013の来場を「期待通り」、「期待以上」と回答しました。来場目的（複数
回答可）では、新技術情報の収集が半数以上を占めました。また、ビジネスパートナーの開拓、製品購
入を目的とする来場者は合わせて約20％となり、ASET2013が情報収集、ビジネスマッチングの場と
して期待されていることを示す結果となりました。

来場者
アンケート
結果

来場者プロフィール（アンケート回答者：303名）※会期中の場内サンプリング調査による来場者を対象としたアンケート集計

ご来場の主な目的は？（複数回答可）Q1

ご来場の満足度は？Q2 関心のある分野は？Q3

関心のあるカテゴリーは？（複数回答可）Q4

●興味深い出展が多く楽しめた。【男性/20代/学生/研究・開発】

●技術の国際性を学ぶことができた。【男性/20代/学生/その他】

●いろいろな知見を広めることができてよかった。【男性/40代/官公庁・団体/その他】

●新規参入の会社の数が予想以上に多く活気を感じた。【男性/40代/航空機宇宙関連製造業/研究・開発】

●思ってもみないビジネスの機会を得ることができた。【男性/40代/航空輸送業/営業・販売】

●航空業界における中小メーカーの状況把握に役立った。【男性/50歳以上/その他製造業/経営・役員】

フリーアンサー
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出展目的の達成度については、90%以上の出展者から「達成できた」、「一部達成できた」と回答
をいただき、商談の内容に関しても満足の声を多くいただきました。
また、出展者同士の交流や、同時期開催展との相互入場による関連業界からの来場を評価する
声も多数いただきました。

出展者
アンケート
結果

出展目的の
　達成度はいかがでしたか？

会期中における来場者との商談について
お答えください

出展の目的は何ですか？（複数回答可）

航空宇宙関連業界の
　来場者の割合はいかがでしたか？Q4

Q2 Q3

Q1

Q5

出展者分野・分類別構成比

来場者の人数はいかがでしたか？

●多数の来客があり、新技術のPRができた。
●出展企業、他業種の企業と交流ができた。

●航空宇宙産業展として、東京は集客力がある。【航空・宇宙 /地域産業クラスター】

●専門展でありターゲットを絞って出展できるので、継続出展していきたい。【その他 /関連・周辺機器】

●ビジネスマッチングの要素が強い展示会で、「もの作り」としての交流ができて良かった。【航空 /関連・周辺機器】

●活気を感じられた。【航空・宇宙 /運輸・運航】

●とても良い展示会でした。次回もぜひ参加させていただきたいです。ありがとうございました。
【航空 /運輸・運航、関連・周辺機器、その他】

●製造現場の者も様々な方とお話
をすることで、今後のスキルアッ
プの参考になった。

Q2  フリーアンサー Q3  フリーアンサー
●今後、取引につながりそうな来場者が多かった。
●目的意識をもった来場者が多く、中身の濃いPR、商談ができた。

フリーアンサー



来場誘致活動 プレスセンター

広告掲載・パブリシティ、招待状

航空宇宙関連業界の企業・団体の他、（株）東京ビッグサイトが主催する他展示会の来場登録者へダイレ
クトメールやメールマガジンの発信を行いました。さらに、後援団体や業界団体、同時期開催展の関係団
体へも来場誘致協力要請を実施しました。また、ASETのインターナショナル・パートナーであるベルリン
エアショー（ドイツ）、（株）東京ビッグサイトがMOUを締結している台湾貿易センター主催の台北国際航
空宇宙国防技術見本市（TADTE）2013（台湾）でのPRブース出展、ファンボロー・エアショーやパリ・エ
アショーでの来場誘致活動、欧州北米地域のセールスエージェントによる積極的な海外バイヤーの誘致
活動を行いました。

3日間で延べ、125社・199名のプレス関係者が利用しました。（前回 120社・145名）

航空宇宙関連の業界誌をはじめ、多くのビジネスマンが購読する日本経済新聞、日刊工業新聞に広告掲載しました。また、リス
ティング広告やバナー広告など、インターネット広告も多数実施しました。プレスリリースでは開催内容や出展者、製品情報を
発信し、記事化を促しました。
招待状は、出展者の取引先への配布用や後援・協賛団体を含む各関連機関の配布用等として12万部配布しました。

「日経ものづくり」9月号

「日本経済新聞」　朝刊　全国版

「日刊工業新聞」

TV
放送日 放送局／番組名

10月9日 スーパーJにいがた（新潟テレビ21）／世界に売り込め！ジェットエンジン

WEB
掲載日 サイト名

9月9日 レスポンス
9月9日 Yahoo!ニュース
9月11日 レスポンス
9月11日 Yahoo!ニュース
9月26日 レスポンス
9月26日 Yahoo!ニュース
9月30日 マイナビニュース
9月30日 Yahoo!ニュース
9月30日 GREEニュース
9月30日 ネタりか
9月30日 exciteニュース
9月30日 Mapionニュース
9月30日 アメーバニュース
9月30日 BIGLOBEニュース
9月30日  @niftyニュース
9月30日 livedoorニュース
9月30日 Infoseekニュース
9月30日 ニコニコニュース
9月30日 gooニュース
9月30日 Walkerplus

9月30日  @niftyニュース
9月30日 Yahoo!ニュース
9月30日 Peachy

9月30日 So-netニュース
9月30日 ニコニコニュース
9月30日 mixiニュース
10月3日 日刊工業新聞
10月3日 AVIATION WIRE

10月3日 レスポンス
10月3日 Yahoo!ニュース
10月5日 レスポンス
10月5日 Yahoo!ニュース
10月6日 レスポンス
10月6日 Yahoo!ニュース
10月7日 AVIATION WIRE

新 聞
掲載日 新聞名

9月10日 日刊CARGO

9月11日 日刊海事プレス
9月11日 日本海事新聞
9月13日 日刊CARGO

9月16日 日刊工業新聞
9月17日 運輸新聞
9月24日 フジサンケイビジネスアイ
9月25日 WING

9月30日 輸送新聞
9月30日 日刊CARGO

10月1日 日刊工業新聞
10月1日 日本海事新聞
10月1日 日刊CARGO

10月3日 日刊工業新聞
10月3日 山梨日日新聞
10月4日 鉄鋼新聞
10月7日 鉄鋼新聞
10月9日 WING

10月9日 WING

10月10日 日本物流新聞
10月12日 日刊自動車新聞
10月17日 機械新聞
10月21日 日本経済新聞
10月25日 日本物流新聞

雑 誌
掲載日 雑誌名

9月21日 航空情報
9月25日 東京シーサイドストーリー
9月30日 週刊アスキー
9月30日 月刊AIRLINE

10月1日 航空技術
10月1日 販促会議
10月21日 航空情報
10月30日 月刊AIRLINE

10月30日 月刊AIRLINE

NHK / TBS / 毎日放送 / 山梨放送 / 新潟テレビ21 / J-WAVE / 読売新聞 / 日本経済新聞社 / 
毎日新聞社 / 産経新聞社 / 神奈川経済新聞 / 山梨日日新聞社 / 山陰中央新報社 / 日刊工業新聞社 / 
時事通信社 / 共同通信デジタル / マイナビ / アイティメディア / 講談社 / 講談社ビーシー / 日経BP社 / 
プレジデント社 / イカロス出版 / オーム社 / 酣燈社 / 航空新聞社 / 日刊航空 / 航空ニュース社 /
日本物流新聞社 / 日刊自動車新聞社

主な来場メディア

掲載メディア一覧

「Yahoo!ニュース（レスポンス）」9月9日

「バナー広告」

「WING」10月9日

「日本経済新聞」10月21日

「日刊工業新聞」10月3日

「日刊自動車新聞」10月12日

「航空情報」10月21日

WEB

招待状

新 聞

雑誌等

日本語版 英語版
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