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国際航空宇宙展　開催実績
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開催期日

1966年11月3日～11月6日

1968年10月9日～10月13日

1971年10月29日～11月3日

1973年10月5日～10月11日

1976年10月16日～10月24日

1979年11月17日～11月25日

1983年10月29日～11月6日

1991年2月14日～2月18日

1995年2月15日～2月19日

2000年3月22日～3月26日

2004年10月6日～10月10日

2008年10月1日～10月5日

2012年10月9日～10月14日

2016年10月12日～10月15日

場　所

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊小牧基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊岐阜基地

幕張メッセ

幕張メッセ

東京ビッグサイト

パシフィコ横浜

パシフィコ横浜

ポートメッセなごや／
中部国際空港 セントレア

東京ビッグサイト

名　称

東京航空宇宙ショー

東京航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

1991年国際航空宇宙展

1995年国際航空宇宙展

2000年国際航空宇宙展
（東京エアロスペース2000）

2004年国際航空宇宙展

2008年国際航空宇宙展

2012年国際航空宇宙展

2016年国際航空宇宙展

参加国

2か国

6か国

8か国

8か国

8か国

9か国

7か国

10か国

24か国

24か国・地域

24か国・地域

22か国・地域

32か国・地域

31か国・地域

参加団体数

42

96

177

119

123

122

110

259

282

297

346

529

636
28

812

来場者数

38万人

50万人

50万人

61万人

48万人

27万人

43万人

8万人

8.4万人

11万人

11万人

4.2万人※1

4.2万人※2

12万人※3

4.4万人

［会　期］ トレードデー 2016年 10月12日　～14日
 トレード・パブリックデー 2016年 10月15日 
［会　場］ 東京ビッグサイト　西展示棟全館

水 金

土

［主　催］ 一般社団法人日本航空宇宙工業会
　　　　　　株式会社東京ビッグサイト

〒107－0052　東京都港区赤坂1－1－14 NOF溜池ビル2階
TEL：03－3585－1641　FAX：03－3585－0541

〒135－0063　東京都江東区有明3－11－1
TEL：03－5530－1358　FAX：03－5530－1222

※1　2008年以降は、来場者数の把握を延人数から登録者数によるカウントに変更した。
※2　ポートメッセなごやの来場者数。
※３　中部国際空港セントレアの来場者数。



■目次、主催者挨拶、2016年国際航空宇宙展トピックス 2

■開催概要、来場者数 3

■来場者構成、来場者アンケート、出展者アンケート 4-5

■出展者一覧 6-7

■西1・2ホール／アトリウム／屋外展示場　レイアウト 8-9

■西3・4ホール／屋上展示場　レイアウト 10-11

■講演・セミナー 12-13

■出展者プレゼンテーション 14

■B to B ミーティング 15

■パブリックイベント 16-17

■公式行事 18

■広報活動 19

　2016年10月12日㈬～15日㈯、東京ビッグサイトにおいて開催した通算14回目となる2016年国際航空宇宙展（JA2016）には、

31の国と地域から、最終的に812社・団体の出展をいただき、1966年から始まった国際航空宇宙展の歴史の中で出展者数・出展面

積とも過去最大となりました。その内訳を見ると、売上高世界トップ100に位置付けられるメジャー企業が前回2012年時と比べ40％

近く増えて約30社となり、国内航空クラスターは60％以上も増えて約350の企業・団体に出展いただきました。また、来場者に目を

転じれば、４日間の会期を通じた来場者数も前回と比べて70％強増えて44,416名の来場をいただき、初の試みとして防衛装備庁・航

空自衛隊が招待された15か国19名の国防幹部にも来場いただくなど、まさに50年の節目を飾るにふさわしい展示会となりました。

　これもひとえに、出展者はもちろんのこと、関係省庁、各国大使館、自治体や関係団体等のご理解、ご支援の賜物であり、主催者で

ある一般社団法人日本航空宇宙工業会、ならびに今回はじめて共催者として運

営に加わった株式会社東京ビッグサイトを代表して深く御礼申し上げます。

　この度、今回の展示会の成果概要を本紙のとおりまとめ、お世話になりまし

た皆様にご報告申し上げるとともに、次回の展示会も出展者や来場者にとっ

てより一層有意義なものとなるよう準備を進めて参りますので、引き続き変わ

らぬご支援を賜りますようお願い申し上げ、主催者としてのご挨拶とさせてい

ただきます。

1.1966年の第1回から数え14回目､50年の節目｡出展者数､出展面積とも過去最大。
　（出展者数・出展面積とも前回比約３０％増。内、海外の出展面積は約５０％増）

2.売上高世界トップ100にランクされるメジャー企業の出展増（約30社、前回比約40％増）。日本最大の国際航空宇宙展。

3.全国から過去最大となる航空クラスターが出展（約350社・団体、前回比約60％増）。クラスターゾーンを設置。
　経済産業省主催「航空機産業クラスターフォーラム2016」も併催。

4.防衛装備庁・航空自衛隊の出展、ならびに両機関による15か国19名の国防省・空軍等幹部の招待。

5.今回初めて学生以下のパブリックデー入場料を無料化。

開催概要

主催者挨拶

2016年国際航空宇宙展トピックス

目　次

来場者数

■名　　称：2016年国際航空宇宙展（JA2016）

■主　　催：一般社団法人日本航空宇宙工業会・株式会社東京ビッグサイト

■特別協力：東京都

■後　　援：経済産業省／内閣府宇宙開発戦略推進事務局／外務省／文部科学省／国土交通省／防衛省／観光庁／

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）／一般社団法人日本工作機械工業会／NHK／日本経済新聞社／

オーストリア大使館 オーストリア文化フォーラム・商務部／駐日英国大使館／カナダ大使館／チェコ共和国大使館／

フランス大使館 ビジネスフランス／ドイツ連邦共和国大使館／イスラエル大使館／イタリア大使館 貿易促進部／

オランダ王国大使館 イノベーション・科学技術部／アメリカ大使館 商務部（順不同）

■会　　期：10月12日㈬～15日㈯　9：30～17：30

※10月12日㈬　9：30～12：00　開会式及び招待者プレビューアワー

■会　　場：東京ビッグサイト　西展示棟全館

■入 場  料：【トレードデー】10月12日㈬～14日㈮　［事前登録］2,000円（税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［当日登録］5,000円（税込）※学生2,000円（税込・要学生証提示)

　　　　　　【トレード・パブリックデー】10月15日㈯   ［事前購入］大人：1,000円（税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［当日購入］大人：1,200円（税込）※学生証提示で無料（小学生以下は提示不要）

■出展者数：812社・団体（主出展：344　共同出展：468　内、海外出展者210社・団体）※JA2012：636社・団体

■展示規模：11,339㎡（1,291小間）※JA2012：8,680㎡（ポートメッセなごや会場のみ）

■参 加 国：31か国・地域　※JA2012：32か国・地域

イスラエル／イタリア／インド／ウクライナ／英国／欧州連合／オーストラリア／オーストリア／オランダ／カナダ／韓国／

シンガポール／スイス／スウェーデン／スペイン／タイ／台湾／チェコ／中国／チリ／デンマーク／ドイツ／トルコ／日本／

ノルウェー／フィリピン／フランス／米国／マレーシア／メキシコ／ロシア（順不同）

10月12日㈬

10月13日㈭

10月14日㈮

10月15日㈯

日　付

合　計：

天　気

トレードデー

トレードデー

トレードデー

トレード・パブリックデー

（JA2012：5,570）

（JA2012：5,875）

（JA2012：6,154）

（JA2012：7,944※1）

（JA2012：25,543※2）

種　別

8,473
10,664
11,652
13,627
44,416※3

来場者数

※1　JA2012におけるトレード・パブリックデー初日（金曜日）の入場者数。
※2　JA2012における4日目までの入場者数。JA2012全会期（6日間）の入場者数は42,207名。（セントレアは除く）
※3　出展者13,815名を含む。

※JA2012の実績値は、開催日数や曜日等が異なるため参考値。

※重複回答あり。未回答企業は除く。

出展分野

吉永　泰之

一般社団法人日本航空宇宙工業会
会　長 

竹花　　豊

株式会社東京ビッグサイト 
代表取締役社長

機体、機体装備品、
機内装備品 11%

航空機エンジン、
エンジン関連機器 6%

素材･部品、燃料等消耗資材、
製造･加工機械、検査･測定機器
15%

IＴソリューション、
設計･試作支援 11%

運航、運航支援、サービス、
販売、物流 13%

宇宙機器及びサービス
18%

行政機関、研究機関
15%

その他 11%
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来場者アンケート

来場者構成

国・地域別来場者比率

年　齢

居住地

図挿入

Q1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

業界動向を知るため

新製品・新技術情報を得るため

商談のため

ビジネスパートナーの開拓

講演会、セミナー、併催イベントなど

その他

29%

46%

48%

9%

22%

8%

来場目的（複数回答） Q2 来場満足度

出展者アンケート
Q1 出展目的（複数回答） Q2 出展目的の達成度 Q3 商談の場としての成果

Q3 関心のあるカテゴリー（複数回答） Q4 滞在時間

期待以上
だった
22%

期待通り
だった
74%

89%

62%

59%

61%

46%

41%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

機体、機体装備品、機内装備品

航空機エンジン、エンジン関連機器

素材・部品、燃料等消耗資材、製造・加工機械、検査・測定機器

ITソリューション、設計・試作支援

運航、運航支援、サービス、販売、物流

宇宙機器及びサービス

行政機関、研究機関

その他

46%

1～2時間
程度
14%

半日程度
25%

1日程度
25%

2日間に
わたって

12%

3日間に
わたって

23%

配布企業数：主出展344社・団体　回収：320社・団体

●来場者数の多さおよび出展企業のレベル、来
　場者のグローバルさを高く評価。

●ここ数年で航空宇宙業界は大きく変わると思
　うので、それが感じられて良かった。

●航空、宇宙関連の今後取引出来そうな企業と
　いくつか接点を持つことが出来た。

●入場のセキュリティチェックが厳しい。

●開催時間は10時から17時が良かった。

期待以下だった 3%

無回答 1%

無回答 1%

達成できなかった 6%

達成できた
33%

一部達成できた
61%

期待
以上
10%

期待通り
75%

期待以下
15%

Q4 来場者数 Q5 航空宇宙関連業界の来場者数 Q6 次回展への意向

多い
30%

普通
33%

やや少ない
22%

少ない
8%

非常に多い 7%

Q7 今後の開催希望周期および開催希望地

非常に
多い
9%

多い
40%普通

33%

やや少ない
12%

少ない 6%

出展したい
65%

検討中
32%

その他 1%出展しない 2%

※10月12日～14日のトレードデーにおける登録来場者（18,608人，出展者・プレス関係者除く）のデータに基づく。

※10月12日～14日のトレードデーにおける有効回答数（466件）のデータに基づく。

来場者の96％が、来場満足度を「期待以上」か「期待通り」と回答しました。

2年に一度
48%

4年に一度
39%

毎年
11%

その他 2%

その他 2%

同業他社が出展して
いるため 4%

新規顧客
獲得のため

29%

既存顧客への
営業・PRのため

19%
企業・団体の
PRのため

19%

市場調査
のため
11%

ネットワーク
構築のため

8%

航空宇宙産業に参入を
希望しているため 8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

20代 13% 30代 19% 40代 26% 50代 25% 60歳以上 15%

業種区分 職　種 購入・導入権限

製造業
44%

官公庁・
公的団体・
教育機関

15%

商社・代理店
14%

その他
18%

航空輸送業 5%

学生 3%

営業・販売
27%

その他
14%

経営者・役員
14%

研究・
開発
12%

企画・マーケティング 8%
製造・生産技術 6%
行政職 6%
システム関連 2%

品質保証・検査 2%
資材・購買 2%
メンテナンス・リペア
1%

設計 5%

無回答 1%

購入・導入の
アドバイスをする
立場である

24%
特に役割はない

42%

購入・導入の最終決定を
する権限がある 11%

ほぼ自分の決定に従って
購入・導入が決まる 11%

製品を利用する
立場から意見を

言う 11%

無回答 1%

海外地域別来場者

東・東南アジア
50%

北中米
26%

欧州
20%

アフリカ 0.5%
南米 0.5%

オセアニア・
ミクロネシア 2%

中東 1%

米国
タイ
台湾
中国
英国

フランス
シンガポール

韓国
カナダ
ベトナム
ドイツ

フィリピン
その他
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9%

8%
8%

7%
7%

6%
5%

4%
3%

2%
2%

18%

無回答 1%

10代 1% 無回答 1%

関東 71% 中部 12% 近畿 7% 海外
5%

北海道・東北 2%

中国 1%
九州・沖縄 1%

四国 0.5%

無回答 0.5%

フリーアンサー

東京 70%

首都圏 21%

その他
9%

出展者の94％が、出展目的の達成度を「達成」か「一部達成」と回答しました。
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中小企業世界発信プロジェクト推進協議会 W2-089

* Fameline Products Co., Ltd.
* Hemaraj Land and Development Public Co., Ltd.
* Idea Metalwork Co.,Ltd
* K.P.S. Plating Co., Ltd.
* Nopadol Panich Co., Ltd.
* Norton Interweld Co., Ltd.
* PCS Machine Group Holding Public Co., Ltd.
* Perfect Harmony International Co., Ltd.
* S.P. Automotive Products co., ltd
* Somboon Advance Technology Public Company Limited
* SUFFICIENT CO., LTD .
* 3D SCANNERS (THAILAND) Co., Ltd
* Wandee pharmacy
* WATTANA MOTOR WORKS CO., LTD.
* WATTANA MOTOR WORKS CO., LTD.
* Ya Thai Chemical Co., Ltd

（ブース№）

（ ）共同出展者
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・F-35の実物大模型を展示（10月12～15日） ※写真①
・空自救難ヘリコプター、救難消防車を展示（10月15日） ※写真②③
・米軍ヘリコプターを展示（10月12～14日） ※写真④

西1･2ホール／アトリウム／屋外展示場　レイアウト

インフォ
メーション

① ② ④

中小企業世界発信
プロジェクト推進協議会

③
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インフォ
メーション

西3･4ホール／屋上展示場　レイアウト
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インフォ
メーション

西3･4ホール／屋上展示場　レイアウト
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講演・セミナー

関東経済産業局次世代産業課　航空宇宙産業室
中部経済産業局次世代産業課　航空宇宙室

主　催

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構主　催

東京大学生産技術研究所　先進ものづくりシステム連携研究センター主　催

公益社団法人日本ガスタービン学会主　催
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／
一般財団法人日本航空協会

主　催

日本の航空宇宙産業

トレードデーの10月12日～14日の３日間、東京ビッグサイト会議棟において、行政ならびに産業界のトップによる基調・特別講演をはじ
め、航空・宇宙・防衛分野の国内外の第一人者による講演・セミナーを実施。特に事前聴講受付を行った講演・セミナーⅠは、平均80％
を超える満席率になるなど、充実した講演・セミナーとなりました。

Ⅰ ：同時通訳あり

(Leonardo CEO and Managing Director)

：同時通訳あり

：同時通訳あり
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出展者プレゼンテーション B to B ミーティング

BCI商談会

JETRO海外バイヤー商談会

株式会社井口一世 経済産業省委託事業13:30～14:15 日金型・切削レスの井口一世はオンリーワン技術の中小企
業群を傘下に持つ世界最先端の試作・量産加工センター

エルゼビア・
ジャパン株式会社

航空宇宙分野向け
Knovelの活用事例15:00～15:45 日エルゼビア提供のエンジニア向けツールKnovelについ

て、航空宇宙分野における活用事例を紹介します。

Ipsen株式会社 航空宇宙産業における
Ipsenの実績16:30～17:15

英
同

Ipsenがアメリカの航空宇宙産業においてトップシェアを
誇る理由を紹介します。

株式会社
牧野フライス製作所

航空部品向け製品及び
加工技術のご紹介10:30～11:15 日航空機部品向けマシニングセンタとその投資効果を最

大化する加工技術を合わせて、紹介します。

ダッソー・システムズ
株式会社

複雑性設計に対応した
プラットフォーム環境12:00～12:45 日試作手戻りゼロを目標とした新たな開発環境とその取り

組み例についてご紹介いたします。

郵船ロジスティクス
株式会社

航空宇宙産業における
物流ソリューション13:30～14:15

英
資

グローバルネットワークを活用した、航空宇宙産業向け
最適物流ソリューションを紹介します。

プリズマットジャパン
株式会社

グローバルAM
ソリューション

13:30～14:15
※

英
逐

AM技術（材料開発・最適化設計・製造）をグローバルで
共有し部品の量産化を実現

エアロスペース飯田／
株式会社NEXAS

長野県における航空産業
振興に対する取り組み15:00～15:45 日長野県の航空機産業振興方針、県内企業の技術力・品

質保証力、及び信州大学の人材育成方針を紹介します。

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10:30～11:15

 

英
日資

バージニア州の航空宇宙産業およびビジネス・投資環境
のご紹介

中日クラフト
株式会社

レーザー焼入れでの
ものづくりイノベーション12:00～12:45 日部分レーザー焼入れの概要や特徴の紹介。また、これま

での弊社実績を紹介します。

ダッソー・システムズ
株式会社

リーン・ファクトリーで
実現する製造革新15:00～15:45 日航空機の開発・製造工程で目標を達成するための施策

と海外成功事例をご紹介いたします。

ポリテックジャパン
株式会社

非接触振動計測の利点と
適用事例16:30～17:15

英
逐

航空宇宙産業における新素材・軽量構造物に対して、非
接触振動計測技術がもたらすメリットをご紹介します。

アトリウムステージ（西展示棟1F）

日　付 時　間 出展者名 タイトル 内　容 使用言語

日　付 時　間 出展者名 タイトル 内　容 使用言語

プレゼンテーションコーナー（西展示棟1F/西1ホール、西1-商談室（6）※）

10/14
（金）

10/13
（木）

10/12
（水）

10/14
（金）

10/13
（木）

13:00～14:00

11:00～12:00

13:00～14:00

LEONARDO-
FINMECCANICA
SPA

株式会社海外物産

英国大使館
国際通商部　

レオナルド社製新型
高性能ヘリAW109 Trekker
日本導入

AW109SPドクターヘリの
運用について

英国の航空宇宙産業と
EU離脱に関する最新情報

日

逐 同 資逐次通訳あり 同時通訳あり 資料は日英併記 日資 日本語の資料あり

※印のプレゼンテーションは西1-商談室（6）にて実施

英
逐

英
逐

英国航空宇宙産業の強みと航空宇宙産業戦略のご紹介
及び英国のEU離脱に関する最新情報

一秒を争うドクターヘリの緊迫した運用の現状を紹介
（鹿児島県救急救命センター長  吉原秀明医師）

伊レオナルド社で開発されたAW109シリーズのスキッド式の
ヘリコプター。最新型技術を採用されながら、従来のAW109
型よりもペイロードが増え、様々なミッションに対応する。

2016年10月13日～14日（2日間）日　程 4,457回／2日間商談回数

316社（24か国） ［内訳］サプライヤー：284社（海外85、国内199）、バイヤー：32社（海外21、国内11）参加企業

588名 ［内訳］サプライヤー：500名（海外148、国内352）、バイヤー：88名（海外37、国内51）参加者

B to B参加企業の規模 B to B参加企業の地域別分布配置
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営業・PR
のため 9%

新技術・製造過程
の情報獲得
のため 7%

市場調査のため
12%

参加企業従業員数の比較

B to B参加企業の分野
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20%
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Ａ
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北米の地域別割合C

フランス
60%

オーストリア
7%

ドイツ 7%

英国
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37%
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75%以上
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全て 4% なし 9%

　10月12日（水）～14（金）までの３日間、「2016年国際航空宇宙展」会場内で日本貿易振興機構（ジェトロ）主催による海外バイ
ヤー商談会を実施。航空・宇宙分野から、MROサービス、エンジニアリング、エンジン製造、人工衛星製造企業など５か国８名のバイ
ヤーを招へいし、延べ82社の日本企業と計121件の商談が行われ前回JA2012での実績を大幅に上回った。
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パブリックイベント

▶実施時間：15:30～16:30　会場：国際会議場
国際宇宙ステーション（ISS）での任務や宇宙の魅力などをテーマにした
講演会を開催し、約850名もの方が聴講しました。また、この講演会では
ISSでまさに活動中の大西卓哉宇宙飛行士からの、来場者に向けたビデオ
メッセージも公開しました。

▶実施時間：10:00～10:30/14:15～14:45
　会場：屋上展示場
ブルーインパルスをイメージした青と白に装飾
したミニバイク「ブルーインパルス J r」が、ブ
ルーインパルス顔負けの曲技飛行ならぬ、展示
走行を披露しました。

▶実施時間：10:30～12:00
　会場：アトリウム
宇宙ベンチャーと非宇宙企業が進める宇宙プ
ロジェクトの紹介、宇宙開発・利用による宇宙ビ
ジネス拡大と未来、次の世代への展望について
講演会を開催しました。

▶実施時間：13:00～14:45
　会場：レセプションホールA
宙女設立一周年を記念した集会を開き、『宙
女』活動の振り返りとこれからの計画の紹介、
また『宙女』マークコンペおよび『宙女』ビジョ
ン勉強会を開催しました。

▶実施時間：13:00～14:00 　会場：国際会議場
定期演奏会やファミリーコンサートなど、全国各地で幅広く活動し人気を博
す、航空自衛隊航空中央音楽隊によるコンサートを開催しました。今回は
「宇宙」をテーマとした曲目が演奏され、約950名の聴講者を魅了しました。

山崎直子宇宙飛行士講演会

航空自衛隊ブルーインパルスJr

日本ロケット協会　宙女（Sorajo）イベント

航空自衛隊航空中央音楽隊コンサート

▶実施時間：11:30～12:00
　会場：屋上展示場
将来のパイロットである航空学生が音楽に合わ
せて行進し、様々な動きを披露する「ファンシー
ドリル」を実施しました。統制の取れた、美しい
演技を披露しました。

航空自衛隊航空学生ドリル展示

▶実施時間：12:20～13:00
　会場：アトリウム
交通政策、公共経済学を専門とする、大妻女子
大学：戸崎 肇教授による講演会を開催しまし
た。講演会では、聴講者と一緒にエアラインや
空港の未来を考察しました。

講演会「未来のエアライン・未来の空港」

わくわく！宇宙イノベーション旋風
～宇宙ビジネストークショー～ 宙女一周年記念集会

▶実施時間：12:30～14:00
　会場：102会議室
「ジェットエンジンの仕組みと中味」をテーマ
に据え、ガスタービンに関する技術や開発最前
線の話題について、専門家のわかりやすい解説
のもと、講演会を開催しました。

▶実施時間：10:00～14:45
　会場：605～608会議室
「文科系と理科系の融合」を掲げ、専攻・学年
の異なる学生が宇宙開発を題材に議論や交流
を行う学生・社会人向けの参加型シンポジウム
を開催しました。

日本ガスタービン学会
ガスタービン市民フォーラム 館内ガイドツアー

▶実施時間：12:30～13:30
　会場：レセプションホールB
航空産業への興味喚起・理解促進を目的に、現
役の整備士への教務を行っている講師を迎え
た航空教室を開催しました。会場では航空機部
品の展示も行われました。

ＡＮＡ エアライン講座 整備編

▶実施時間：13:30～14:15
　会場：アトリウム
女性にも航空の世界や空の仕事を身近に感じ
ていただけるよう、現場で活躍する現役女性パ
イロットと女性整備士が講師となり、航空教室
を開催しました。

▶実施時間：14:15～15:00
　会場：アトリウム
ヒコーキに親しんでもらう事を目的に、「折り紙
ヒコーキ協会」認定指導員であるJAL社員が折り
紙ヒコーキ教室を開催しました。参加者は折り
紙ヒコーキの楽しさや奥深さを体験しました。

JAL折り紙ヒコーキ教室

ロッキード・マーティン社の最新ステルス戦闘
機「F-35A」のモックアップが展示され、コック
ピットへの搭乗体験が行われました。また、
航空自衛隊のヘリコプターが飛来、空港用の
化学消防車である救難消防車とともに展示さ
れました。

屋外展示場での展示

▶実施時間：10:30～11:45/13:00～14:15
　　　　　　14:45～16:00
航空ジャーナリスト青木謙知氏の案内のもと、
出展ブースや館内各所を巡るガイドツアーを実
施しました。このツアーは早稲田大学の有志学
生に、運営のご協力をいただきました。

会期最終日の10月15日（土）には、航空宇宙産業に対する国民の理解並びに若年層の関心喚起等を目的としたパブリックイベン
トを実施しました。本イベントでは特に女性と学生をキーワードに、どなたでも楽しめる多彩なプログラムを用意し、多数のご来場を
いただきました。

～女性パイロット＆女性整備士による～
JAL航空教室

宇宙開発フォーラム in JA2016
～学生が考える宇宙開発の未来～
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パブリックイベント
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　会場：アトリウム
女性にも航空の世界や空の仕事を身近に感じ
ていただけるよう、現場で活躍する現役女性パ
イロットと女性整備士が講師となり、航空教室
を開催しました。

▶実施時間：14:15～15:00
　会場：アトリウム
ヒコーキに親しんでもらう事を目的に、「折り紙
ヒコーキ協会」認定指導員であるJAL社員が折り
紙ヒコーキ教室を開催しました。参加者は折り
紙ヒコーキの楽しさや奥深さを体験しました。

JAL折り紙ヒコーキ教室

ロッキード・マーティン社の最新ステルス戦闘
機「F-35A」のモックアップが展示され、コック
ピットへの搭乗体験が行われました。また、
航空自衛隊のヘリコプターが飛来、空港用の
化学消防車である救難消防車とともに展示さ
れました。

屋外展示場での展示

▶実施時間：10:30～11:45/13:00～14:15
　　　　　　14:45～16:00
航空ジャーナリスト青木謙知氏の案内のもと、
出展ブースや館内各所を巡るガイドツアーを実
施しました。このツアーは早稲田大学の有志学
生に、運営のご協力をいただきました。

会期最終日の10月15日（土）には、航空宇宙産業に対する国民の理解並びに若年層の関心喚起等を目的としたパブリックイベン
トを実施しました。本イベントでは特に女性と学生をキーワードに、どなたでも楽しめる多彩なプログラムを用意し、多数のご来場を
いただきました。

～女性パイロット＆女性整備士による～
JAL航空教室

宇宙開発フォーラム in JA2016
～学生が考える宇宙開発の未来～
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公式行事

開会式

オープニング・レセプション

招待者プレビューアワー

広報活動

航空自衛隊航空中央音楽隊の国歌斉唱で始まった開会式には、300名を超える方々にご参加いただき、国際航空宇宙展50年目の節
目にふさわしい開幕となりました。

主催者挨拶：一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之 
来 賓 挨 拶：東京都　副知事　中西　充 様
テープカット：東京都　副知事　中西　充 様／経済産業省　製造産業局長　糟谷　敏秀 様／

防衛装備庁長官　渡辺　秀明 様／防衛省　航空幕僚長　杉山　良行 様／
一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之／
株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長　竹花　豊 

演　　　奏：航空自衛隊航空中央音楽隊

10月12日（水）9:30～9:50日　時

東京ビッグサイト　西展示棟アトリウム場　所

オープニング・レセプションには、省庁をはじめ自治体、各国大使館、航空宇宙業界関係者、出展者等総勢800名もの方々にご参
加いただき、盛大なレセプションとなりました。

主催者挨拶：一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之 
来 賓 挨 拶：内閣府特命担当大臣　鶴保　庸介 様／経済産業副大臣　松村　祥史 様／
　　　　　　防衛副大臣　若宮　健嗣 様
鏡　開　き：①内閣府特命担当大臣　鶴保　庸介 様／経済産業副大臣　松村　祥史 様／

　防衛副大臣　若宮　健嗣 様／内閣府副大臣　石原　宏高 様／
　一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之
②東京都副知事　中西　充 様／経済産業省製造産業局長　糟谷　敏秀 様／
　防衛装備庁長官　渡辺　秀明 様／防衛省航空幕僚長　杉山　良行 様／
　株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長　竹花　豊
③チェコ共和国大使館　特命全権大使　Tomáš Dub 様／
　イタリア共和国大使館　特命全権大使　Domenico Giorgi 様／
　メキシコ大使館　特命全権大使　Carlos Fernando Almada López 様／
　ノルウェー王国大使館　特命全権大使　Erling Rimestad 様
④米国航空宇宙工業会　会長　Marillyn Hewson 様／
　欧州航空宇宙防衛工業会　会長　Mauro Moretti 様／
　フランス航空宇宙工業会　専務理事　Pierre Bourlot 様

乾 杯 挨 拶：株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長　竹花　豊

10月12日（水）11:30～12:45日　時

会期初日は、一般の入場を午後からとし、10：00～12：00の間は、マスコミと主催者が招待した行政機関の方々の優先タイムと
しました。鶴保大臣、松村副大臣、若宮副大臣、石原副大臣をはじめ多くの行政機関の方々にご視察いただいたほか、防衛装備
庁・航空自衛隊が招待された15か国19名の国防省・空軍等の幹部の方々にもご視察いただきました。

10月12日（水）10:00～12:00日　時

東京ビッグサイト　レセプションホール場　所

来場誘致活動

•INTERNATIONAL PARIS AIRSHOW（フランス）
•FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW（英国）
•ILA Berlin Air Show（ドイツ）
•SINGAPORE AIR SHOW（シンガポール）
•Seoul ADEX（韓国）

•Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition（台湾）
•DSEI（英国）
•東京エアロスペースシンポジウム（東京）
•彩の国ビジネスアリーナ（埼玉）
•ISTS国際宇宙展示会（神戸）　他

■国内外関連展示会におけるPR活動

来場誘致広告

•9月5日㈪ 日本経済新聞
  読売新聞
  中部経済新聞
•9月29日㈭ 読売KODOMO新聞
•10月3日㈪ 日本経済新聞
•10月12日㈬ 朝日新聞

■一般紙

パブリシティメディア

朝日新聞／日本経済新聞／毎日新聞／読売新聞／静岡新聞／中日新聞／中部経済新聞／
朝雲新聞／日刊工業新聞／日経産業新聞／フジサンケイビジネスアイ／WING／航空技術／
航空ファン／日刊CARGO／東京ウォーカー

■国内新聞・雑誌

CzechInvest Newsletter／Flight International　等
■海外

主な来場媒体（会期を通じたプレス来場者：283社・526名）

朝日新聞／日本経済新聞／毎日新聞／読売新聞／静岡新聞／中日新聞／中部経済新聞／東京新聞／朝雲新聞／日刊工業新聞／日経産業新聞／日本物流新聞／
フジサンケイビジネスアイ／Aviation Wire／WING／AIRLINE／軍事研究／航空情報／航空ファン／Jウイング／ヘリコプタージャパン／日刊CARGO／
日経ビジネス／時事ドットコム／NEWSmart／ロイター／NHK／テレビ朝日／フジテレビ／テレビ愛知／テレビ新潟／文化放送　等

■国内

Bloomberg News／Defense Times／Financial Times／Flight Global／GLOBAL BUSINESS PRESS／Vietnam Television 　等
■海外

•9月8日㈭ 日刊工業新聞
•9月16日㈮ 日刊工業新聞
•9月22日㈭ 日刊工業新聞
•9月23日㈮ 日刊工業新聞
•9月30日㈮ 日刊工業新聞
•10月3日㈪ 日経産業新聞
•10月4日㈫ 日経産業新聞
  日刊工業新聞
•10月5日㈬ 日経産業新聞
  日経MJ
•10月6日㈭  日経産業新聞
•10月7日㈮ 日経産業新聞
  日経MJ
  日刊工業新聞
•10月10日㈪ 日経産業新聞
•10月11日㈫ 日刊工業新聞
•10月12日㈬ 日経産業新聞

■産業経済紙

•10月12日㈬　NHK「ニュースチェック11」
•10月12日㈬　新潟テレビ「夕方ワイド新潟一番」
•10月21日㈮　テレビ愛知「NEWSアンサー」
•10月28日㈮　NHK名古屋「ナビゲーション」
•11月7日㈪　  NHK「ニュースおはよう日本」

■国内テレビ

•9月22日㈭ 　朝雲新聞
•9月28日㈬ 　WING

■専門紙

•6月号  　Asian Aviation
•7月11日㈪ 　Flight Daily News
•7月11日㈪～13日㈬　Show Daily

■海外専門誌

•7月29日㈮～10月14日㈮ Google AdWords、Yahooリスティング広告、Googleディスプレイネットワーク
•9月1日㈭～10月14日㈮ Yahooディスプレイアドネットワーク、日経経済新聞電子版　サブマリン広告
   Twitterプロモツイート in タイムライン
•9月26日㈪～10月14日㈮ 日経テクノロジーonline　イベントテキストアド

■国内インターネット

•6月1日㈬～10月15日㈯ Asian Aviation website
•7月29日㈮～10月14日㈮ Googleディスプレイネットワーク
　配信国：英国、韓国、台湾、中国、ドイツ、フランス、米国、香港

■海外インターネット

•10月4日㈫～10月15日㈯ ゆりかもめ駅貼りポスター広告
　実施駅：新橋駅、汐留駅、お台場海浜公園駅、台場駅、国際展示場正門駅、豊洲駅
•10月4日㈫～10月15日㈯ りんかい線駅貼りポスター広告
　実施駅：大井町駅、天王洲アイル駅、東京テレポート駅、国際展示場駅、東雲駅、新木場駅

■交通広告

•6月号 　航空情報
•9月号 　航空情報
•10月号 　日経ものづくり
•10月号 　Nikkei Asian Review
•10月号 　軍事研究
•11月号 　航空情報

■専門誌

＜国内＞
•2016年7月1日㈮ 　記者会見（東京）　
＜海外＞
•2015年6月17日㈬ 　INTERNATIONAL PARIS AIRSHOW にて
•2016年6月2日㈭ 　ILA Berlin Air Showにて
•2016年7月13日㈬ 　FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW にて

■記者発表・プレゼンテーション
•地方自治体や関係機関・団体への訪問
•DMの発送
•メールマガジンの配信
•プレスリリースの配信
•SNSの活用
•羽田空港でのサテライトイベント実施　等

■その他PR活動
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JAPAN INTERNATIONAL
AEROSPACE EXHIBITION
Achieve your Business Goals in Tokyo
2016年 国際航空宇宙展

［会　　場］ 東京ビッグサイト　西展示棟

［ご招待日］ トレードデー 2016年10月12日 12:00～17:30
2016年10月13日 ・14日 9:30～17:30

※本招待状で、トレード・パブリックデーの10月15日□土はご入場できません。

水

木 金

 本招待状で、10月15日□土はご入場できません。
 （10月12日□水から10月14日□金までの3日間有効です。）
 本招待状1枚につき、1名の登録が可能です。
 一度使用したID番号の招待状は、再利用できません。
 コピーなどによって複製された招待状や入場証での入場はできません。
 ご入場時、手荷物検査等によるセキュリティチェックを実施します。

 あらかじめご了承ください。

【 2 】当 日 登 録

ID番号

事務局
確認用

《本展示会は、完全登録制です。》

《事前登録期間：平成28年10月14日□金 13：00まで》

下記、どちらかによりご登録をお願いします。

① JA2016公式Webサイトにアクセスしてください。
② 来場者事前登録ページにすすんでください。
③ ご自身の情報と上記のID番号を入力してください。
④ 登録完了後、入場証をメールにて送信いたします。
⑤ ご自身で入場証を（カラーで）プリントアウトしてください。
⑥ プリントアウトした入場証をご持参の上、ご来場ください。
 その際、本招待状は不要です。

JA2016公式Webサイト https://www.japanaerospace.jp

【 1 】事 前 登 録

① 本招待状をご持参の上、展示会場の当日登録窓口にお越しください。
② 当日登録窓口にて登録完了後、入場証をお渡しいたします。
 ※ 当日登録は、ご入場までに時間を要する場合がございます。
  公式Webサイトによる事前登録をお勧めいたします。

【10/12 水～10/14 のみ有効】金

招　待　状
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10月12日水～14日金

土

［主　催］ 一般社団法人日本航空宇宙工業会 
株式会社東京ビッグサイト

過去最大規模にて16年ぶりに東京で開催！

※交通アクセスは（株）東京ビッグサイトホームページをご確認ください。
　http://www.bigsight.jp/access/transportation/

【お問合せ】 （受付時間8：00～22：00）

ハローダイヤル： 03-5777-8600 または 050-5541-8600
 

［会　期］ トレードデー

2016年 12:00～17:30
9:30～17:30
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10月12日水
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土

［主　催］ 一般社団法人日本航空宇宙工業会 
株式会社東京ビッグサイト
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ご来場について

注 意 事 項

1. 招待状をお持ちの方
（1） 事前登録

（2） 当日登録

2. 招待状をお持ちでない方
（1） 事前登録

（2） 当日登録

① JA2016公式Webサイトにアクセスし、来場者事前登録ページに進んでください。
② 氏名等ご自身の情報を入力後、クレジットカード決済にて登録料¥2,000を
お支払いください。

③ お支払い確認後、登録完了となり入場証をメールにて送信いたします。入場証
を（カラーで）プリントアウトし、ご持参の上、ご来場ください。

 当日、登録窓口への立ち寄りが不要となり、スムーズにご入場いただけます。

10月15日（土）は、ご入場に際し、氏名などの登録は行いません。
招待券をご持参いただくか、招待券をお持ちでない方は入場券をご購入
の上、当日受付にお越しください。なお、入場券のご購入については、
JA2016公式Webサイトにてご確認ください。

全開催期間中、ご入場時に、手荷物検査等によるセキュリティチェック
を実施いたします。あらかじめご了承ください。

10月12日（水）から14日（金）は、完全登録制です。
「Webによる事前登録」か「当日受付での登録」をお願いいたします。
（但し、一部の講演・セミナーは、登録不要で聴講できます。）

① 展示会場にて、登録用紙をご購入ください。（¥5,000/現金購入のみ）
② 当日登録窓口で、ご購入いただいた登録用紙にて、登録手続きを行ってください。
③ 登録完了後、入場証をお渡しいたします。

① JA2016公式Webサイトにアクセスし、来場者事前登録ページに進んでください。
② 氏名等ご自身の情報と、招待状に記載されているID番号を入力してください。
③ 登録完了後、入場証をメールにて送信いたします。入場証を（カラーで）プリント
アウトし、ご持参の上、ご来場ください。

 当日、登録窓口への立ち寄りが不要となり、スムーズにご入場いただけます。

① 招待状をご持参の上、展示会場の当日登録窓口にお越しください。
② 当日登録窓口にて登録完了後、入場証をお渡しいたします。

JA2016公式Webサイト http://www.japanaerospace.jp

◎ トレードデー（10月12日～14日）と、トレード・パブリックデー（10月15日）で、
入場証・招待券などが異なります。詳しくは、JA2016公式Webサイトにて
ご確認ください。

◎ お支払いただいた登録料や入場料は、取消し・払戻しできませんので、ご注意
ください。

◎ 一度使用されたID番号が記載されている招待状やコピー等により複製された
入場証は、使用できません。

国際会議場

西1ホール

西3ホール 西4ホール

西2ホール

屋外展示場

エントランスホール

入口
イベント
プラザ

101会議室 102会議室

会議棟入口
レセプションホール

中央ターミナル

アトリウム

2016年
国際航空宇宙展

屋上展示場

http : / /www.japanaerospace. jp
来場事前登録、入場券購入はこちら▼

ご　案　内開 催 概 要

会　場　図

※ 事前登録期間は、平成28年10月14日（金） 13：00までとなります。
※ 当日登録は、ご入場までに時間を要する場合がございます。Webサイトによる事前登録を
お勧めいたします。

名　　称 ： 2016年国際航空宇宙展（JA2016）
会　　期 ： 10月12日（水） 12:00～17:30

10月13日（木）～15日（土） 9:30～17:30
会　　場 ：東京ビッグサイト　西展示棟全館
主　　催 ：一般社団法人日本航空宇宙工業会・株式会社東京ビッグサイト
特別協力 ：東京都
後　　援 ： 経済産業省／内閣府宇宙開発戦略推進事務局／外務省／文部科学省／

国土交通省／防衛省／観光庁／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）／
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）／一般社団法人日本工作機械工業会／
NHK／日本経済新聞社／オーストリア大使館　オーストリア文化フォーラム／
駐日英国大使館／カナダ大使館／チェコ共和国大使館／
フランス大使館　ビジネスフランス／ドイツ連邦共和国大使館／イスラエル大使館／
イタリア大使館／オランダ王国大使館　イノベーション・科学技術部／
アメリカ大使館　商務部　　（一部申請中・順不同）

トレードデー ： 10月12日（水）～14日（金） ［事前登録］ 2,000円（税込）
 ［当日登録］ 5,000円（税込）※1
 ※1 学生2,000円（税込・要学生証提示）

トレード・パブリックデー ：10月15日（土） ［事前購入］ 大人：1,000円（税込）※2
 ［当日購入］ 大人：1,200円（税込）※2
 ※2 学生証提示で無料（小学生以下は提示不要）

出展者一覧（共同出展含む）海外出展者：アルファベット順
出展者数：742社・団体（2016年7月31日現在）

国内出展者：五十音順

 Cirrus Aircraft
 Tecnam
首都大学東京大学院 システムデザイン研究科 航空宇宙システム工学域
株式会社ジュピターコーポレーション
株式会社昌新
国立研究開発法人情報通信研究機構
シンフォニアテクノロジー株式会社
新明和工業株式会社
株式会社信和
株式会社スカイ
スカイレーベル株式会社
株式会社スギノマシン
株式会社スキャンインター
STAHLWILLE
スナップオン・ツールズ株式会社
住商エアロシステム株式会社
住友精密工業株式会社
全日本空輸株式会社
相互発條株式会社
株式会社ソルトン
た
株式会社第一システムエンジニアリング
株式会社ダイエイハービス
 株式会社フォンシュレーダージャパン
株式会社タイカ
特定非営利活動法人 大学宇宙工学コンソーシアム
タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社
大同特殊鋼株式会社
大陽ステンレススプリング株式会社
大陽日酸株式会社
株式会社タカトリ
タキテック株式会社
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
株式会社タマディック
中外テクノス株式会社
中日クラフト株式会社
ティー・ピー・ティー株式会社
 Alta Data Technologies LLC
 Creative Electronic Systems
 Crystal Group Inc.
 Lynx Software Technologies
 North Atlantic Industries, Inc
ディー・ディー・シー エレクトロニクス株式会社
帝京大学 理工学部 航空宇宙工学科
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
東海大学 工学部 航空宇宙学科
東京アイデアル株式会社
東京計器株式会社
 東京計器アビエーション株式会社
東京貿易テクノシステム株式会社
東洋研磨材工業株式会社
東洋炭素株式会社
株式会社東陽テクニカ
東洋ドライルーブ株式会社
東レ・プレシジョン株式会社
株式会社トードインターナショナル
TONE 株式会社
な
株式会社ナセル
株式会社ナックイメージテクノロジー
ナビコムアビエーション株式会社
ナブテスコ株式会社
NICOMATIC K. K.
株式会社ニコン / 株式会社ニコンインステック
株式会社日刊工業新聞
日東電工株式会社
日本エヤークラフトサプライ株式会社
日本精工株式会社
日本通運株式会社
日本飛行機株式会社
日本エアロスペース株式会社
日本検査キューエイ株式会社
日本航空株式会社
学校法人日本航空学園
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
公益社団法人日本航空技術協会
日本産業用無人航空機協会
日本シー・ビー・ケミカル株式会社
 ユシロ化学工業株式会社
日本精密電子株式会社
株式会社日本デジコム
株式会社日本ネットワークストレージラボラトリ
 DIT-MCO International
株式会社日本パーカーライジング広島工場

一般社団法人日本ビジネス航空協会
一般財団法人日本品質保証機構
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
日本ポール株式会社
日本マルコ株式会社
日本ロケット協会 宙女
NUMECAジャパン株式会社
野田金型有限会社
 宏栄スプリング工業株式会社
株式会社野村鍍金
は
株式会社ハガタ屋
白銅株式会社
株式会社羽生田鉄工所
パンドウイットコーポレーション日本支社
株式会社光コム
株式会社ヒキフネ
ヒロボー株式会社
株式会社ファソテック
 株式会社ディアイスクエア
FOOKE JAPAN
フェデックス エクスプレス
株式会社富士インダストリーズ
フジコーワ工業株式会社
富士重工業株式会社
株式会社不二製作所
株式会社フジ電科
不二ライトメタル株式会社
 アドバンフィット株式会社
プリズマット・ジャパン株式会社
古河電池株式会社
株式会社フロージャパン
 Aquarese Industries S.A.
ヘリコプター歴史保存協会
 NPO法人羽田航空宇宙科学館推進会議
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
防衛装備庁
 株式会社アオキ
 アルウェットテクノロジー株式会社
 近江鍛工株式会社
 株式会社 ひびき精機
 フジ・インバック株式会社
 藤倉航装株式会社
法政大学 理工学部 機械工学科
堀口エンジニアリング株式会社
ポリテックジャパン株式会社
ま
マーポス株式会社
株式会社牧野フライス製作所
マコー株式会社
マテリオン ブラッシュ ジャパン株式会社
まんてんプロジェクト
株式会社ミクニ
 旭エアーサプライ株式会社
三井精機工業株式会社
三井倉庫グループ
三井物産エアロスペース株式会社
 ダッソー・アビアシオン
 フリアーシステムズ
三井物産エアロスペース株式会社
三菱航空機株式会社
三菱重工業株式会社
三菱重工航空エンジン株式会社
三菱重工工作機械株式会社
三菱商事テクノス株式会社
三菱電機株式会社
 三菱プレシジョン株式会社
 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
 三菱電機特機システム株式会社
 島田理化工業株式会社
三菱マテリアル株式会社
緑屋電気株式会社
ミムラ工業株式会社
武蔵エンジニアリング株式会社
ムナゾヲ株式会社
室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター
室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター
有限会社名南機械製作所
 名古屋工業大学大学院 電気・機械工学専攻 森田研究室
メイラ株式会社
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
や
山下マテリアル株式会社
ヤマハ発動機株式会社
有人宇宙システム株式会社
郵船ロジスティクス株式会社
横河電機株式会社

■ 国内出展者
あ
株式会社IHI
株式会社IHIエアロスペース
株式会社 I.S.T
アイティアクセス株式会社
株式会社アキュレイト
曙工業株式会社
愛宕精工株式会社
株式会社アルテックス / SynQor
株式会社アルファーアビエィション
アンフェノールジャパン株式会社
アンペックス・ジャパン株式会社
イーグル工業株式会社
 orbital atk space systems group
 stanford mu corporation
 vacco industries
井澤金属株式会社
株式会社石川組
伊藤忠アビエーション株式会社
伊藤忠マシンテクノス株式会社
Ipsen株式会社
株式会社岩田製作所
インターステラテクノロジズ株式会社
株式会社UCHIDA
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
エア・ブラウン株式会社
エアボーンシステムス株式会社
株式会社エアロ
AeroEdge株式会社
エアロファシリティー株式会社
株式会社エスエスティー
 ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE
エスペック株式会社
NEC
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
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ
エム・アールエフ株式会社
MMP Technology Japan
 BinC Industries France SAS
LSAS Tec株式会社
 Analytical Graphics, Inc.
株式会社大川電機製作所
OKK株式会社
大河内金属株式会社
株式会社大手技研
オープンマインドテクノロジーズジャパン株式会社
株式会社オノックスエムティーティー
か
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
株式会社海外物産
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所
金沢工業大学 工学部 航空システム工学科
兼松エアロスペース株式会社
 兼松株式会社
株式会社兼松KGK
 GFM GmbH
 Starrag AG
川崎重工業株式会社
関東航空計器株式会社
喜一工具株式会社
株式会社キグチテクニクス
株式会社木村洋行
株式会社清原光学
倉敷紡績株式会社
株式会社クレアクト・インターナショナル
KYB株式会社
航空自衛隊
株式会社航空新聞社
株式会社コーレンス
 Quintus Technologies AB
コーンズテクノロジー株式会社
さ
Cyient株式会社
櫻護謨株式会社
サニー・トレーディング株式会社
サンゴバン株式会社
三洋機工株式会社
シーメンス株式会社
株式会社ジェイテクト
株式会社ジェービーエム
株式会社島精機製作所
株式会社島津製作所
シマヅ プレシジョン インスツルメンツ インク
株式会社Japan General Aviation Service

 倉敷ボーリング機工株式会社
 山陽鉄工株式会社
 株式会社戸田レーシング
 株式会社中原製作所
か
関西航空機産業プラットフォーム
岐阜県 / 各務原市
 旭金属工業株式会社
 APCエアロスペシャルティ株式会社
 株式会社加藤製作所
 川崎岐阜協同組合
 岐阜航空機部品クラスター
 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
 若園精機株式会社
九州航空宇宙開発推進協議会
 株式会社ウラノ 長崎工場
 株式会社エヌ.エフ.ティ
 株式会社熊防メタル
 新日本非破壊検査株式会社
 株式会社デンケン
 株式会社中島ターレット
 ニシジマ精機株式会社
 株式会社ピーエヌ機電
 株式会社藤田ワークス
 菱計装株式会社
 株式会社リョーワ
京都航空宇宙産業ネットワーク
 旭金属工業株式会社
 川崎機械工業株式会社
 株式会社草川精機
 株式会社毛戸製作所
 株式会社KOYO熱錬
 株式会社中金
 株式会社寺内製作所
公益財団法人群馬県産業支援機構
 株式会社浅野
 株式会社キッツ エスシーティー
 高陽精工株式会社
 株式会社小間工業
 株式会社正田製作所
 3D 測定.com（株式会社光佐）
 ダイセン株式会社
 株式会社宝泉製作所
 株式会社町田ギヤー製作所
 株式会社山岸製作所
経済産業省 四国経済産業局
 株式会社アスカ
 株式会社オーム技研
 株式会社コスにじゅういち
 高松帝酸株式会社
 田中技研株式会社
 株式会社プロテック
神戸航空機クラスタープロジェクト
さ
公益財団法人埼玉県産業振興公社
 株式会社今泉精機
 内田精研有限会社
 株式会社オオツカハイテック
 株式会社大村製作所
 株式会社キットセイコー
 株式会社ステム
 有限会社ステンレスアート共栄
 株式会社二光製作所
 株式会社ヤマダ精機
 吉野電化工業株式会社
公益財団法人相模原市産業振興財団
 株式会社アルファ・ツール
 株式会社イー・エム・シー・ジャパン
 株式会社クロスメディア
 東京特殊印刷工業株式会社
静岡県
 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
 株式会社オリオン工具製作所
 金子歯車工業株式会社
 神谷理研株式会社
 サカイ産業株式会社
 株式会社桜井製作所
 城北機業株式会社
 第一工業株式会社
 株式会社中遠熱処理技研
 株式会社テクノ・モーターエンジニアリング
 株式会社西川機械製作所
 パルステック工業株式会社
 株式会社ブローチ研削工業所

 株式会社焼津精機
一般社団法人次世代型航空機部品供給ネットワーク OWO
SUSANOO
 出雲造機株式会社
 株式会社ナカサ
 秦精工株式会社
 株式会社ファデコ
 馬潟工業有限会社
 株式会社守谷刃物研究所
ソラトヤマ
 アイティオ株式会社
 株式会社石金精機
 株式会社タアフ
 立山マシン株式会社
 株式会社タナカエンジニアリング
 株式会社ユニゾーン
た
東京都
 AMATERAS・株式会社上島熱処理工業所
 AMATERAS・多摩冶金株式会社
 AMATERAS・電化皮膜工業株式会社
 AMATERAS・株式会社ナガセ
 AMATERAS・三益工業株式会社
 AMATERAS・塩野プレシジョン株式会社
 AMATERAS・株式会社吉増製作所
 株式会社ウラノ
 株式会社エイチ・エー・ティー
 株式会社O-KEI樹脂
 株式会社オーケープリント
 金属技研株式会社
 株式会社コバヤシ精密工業
 株式会社The MOT Company
 山王テクノアーツ株式会社
 株式会社大槇精機
 東成エレクトロビーム株式会社
 同和鍛造株式会社
 株式会社ニッチュー
 株式会社八洋
 マークテック株式会社
 大和合金株式会社
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
東北航空宇宙産業研究会
 秋田化学工業株式会社
 秋田精工株式会社
 アキモク鉄工株式会社
 株式会社伊藤熱処理
 岩手県
 株式会社エスイーシー
 株式会社エヌエス機器
 株式会社FJコンポジット
 川西精密株式会社
 株式会社キメラ
 キョーユー株式会社
 株式会社倉元マシナリー
 株式会社コイワイ
 株式会社三栄機械
 スズキハイテック株式会社
 株式会社セイシンハイテック
 株式会社橘機工
 株式会社ディ・ビー・シー・システム研究所
 東光鉄工株式会社
 国立大学法人東北大学
 東和工業株式会社
 株式会社登米精巧
 株式会社永澤機械
 株式会社ホリコー
 本田精機株式会社
 メルコジャパン株式会社
 由利工業株式会社
栃木県
 アークテック株式会社
 株式会社アイ・シイ・エス
 株式会社石井機械製作所
 株式会社井上製作所
 ウエサワワークス株式会社
 エーシーエム栃木株式会社
 菊地歯車株式会社
 桑名商事株式会社
 株式会社雀宮産業
 株式会社テツカクリエート
 栃木航空宇宙懇話会
 日本プレーテック株式会社
 大和樹脂株式会社
 株式会社湯原製作所
富山県航空機産業共同受注研究会
 株式会社ミズノマシナリー

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
理研電具製造株式会社
株式会社レゾニック・ジャパン
わ
株式会社ワカ製作所
早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科

■国内クラスター
あ
愛知・名古屋航空宇宙産業グループ
 株式会社アイオー・エム/株式会社エンケ
 株式会社浅野製作所
 株式会社イケックス工業
 株式会社池戸製作所
 井澤金属株式会社
 Infosys  Limited
 株式会社ウォンツ
 株式会社エアロ
 栄進化学株式会社
 AETアビエーション株式会社
 株式会社 NSR JAPAN
 オーエムヒーター株式会社
 オリックス・レンテック株式会社
 加賀産業株式会社
 兼房株式会社
 株式会社ケミトックス
 ASISA 一般社団法人 航空宇宙産業支援機構
 株式会社三光刃物製作所
 スタッフィング・ジャパン株式会社
 株式会社セイコードー
 高砂電気工業株式会社
 株式会社タマリ工業
 株式会社中央図研
 槌屋ティスコ株式会社
 東明工業株式会社
 名古屋商工会議所
 名古屋品証研株式会社
 丹羽興業株式会社
 株式会社パイオニア風力機
 株式会社ハヤカワカンパニー
 株式会社光製作所
 ペリカンプロダクツ株式会社
 豊国工業株式会社
 株式会社放電精密加工研究所
 株式会社マツケン
 丸紅テクノシステムズ株式会社
 ミズホクラフト株式会社
 郵船ロジスティクス株式会社
 株式会社菱友システムズ
 株式会社レーザックス
 株式会社ワダエンジニアリング
 株式会社和田製作所
株式会社井口一世
公益財団法人石川県産業創出支援機構
 谷田合金株式会社
公益財団法人石川県産業創出支援機構
 浅下鍍金株式会社
 加賀精機株式会社
 株式会社三洋製機
 株式会社高林製作所
 株式会社二水
 株式会社フィッテング久世
 深田熱処理工業株式会社
 株式会社北菱
 松本機械工業株式会社
 株式会社マルショー
ウィングウィン岡山
エアロスペース飯田 / 株式会社NEXAS
 飯田精機株式会社
 クロダ精機株式会社
 山京インテック株式会社
 三和ロボティクス株式会社
 有限会社野中製作所
 株式会社浜島精機
 株式会社矢崎製作所
 有限会社ユーズテック
 株式会社ヨシカズ
大分県航空機産業参入研究会（公益財団法人大分県産業創造機構）
 九州ナノテック光学株式会社
 株式会社ジェイテック
 株式会社デンケン
 株式会社二豊鉄工所
公益財団法人大田区産業振興協会
公益財団法人岡山県産業振興財団

 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
 ユウアイ電子工業株式会社

■海外出展者
A
AIRBUS GROUP
Alcoa Fastening Systems & Rings
Ameco Beijing
APPLIED MACHINING CORP
アリアンスペース社
Australian International Airshow and Aerospace & Defence Exposition (AVALON)
Av-DEC
 Andy Baker
B
BAE Systems
BCI Aerospace
Bell Helicopter Textron Inc.
Boeing Company
Business France
 AEROSPACE VALLEY
 APSYS
 ASTECH
 BEAM
 CRYLA
 DEFONTAINE
 DRAKA FILECA
 FINGERMIND
 KALISTRUT AEROSPACE
 OKTAL SE
 POWER SYSTEM TECHNOLOGY
 PRISMADD JAPAN
 SAFE CLUSTER
 STELIA AEROSPACE
 TTI France (ACG AVIATION)
C
カナダパビリオン
 Absolute Combustion International Inc.
 Air Canada / Air Canada Cargo
 Alberta Aerospace & Technology Centre (Canadian Helicopters Limited)
 Alberta Aerospace & Technology Centre (Edmonton International Airport)
 Alberta Aerospace and Technology Centre (Canadian North Airlines)
 Amphenol Canada Corp.
 Avcorp Industries Inc.
 Creaform Inc.
 Cyclone MFG Inc.
 Evolution Geomatics
 Gouvernement du Québec (Gouvernement of Québec)
 Government of Alberta
 Government of Ontario
 Grey Ghost Gear of Canada
 ICAM Technologies Corporation
 Meggitt Target Systems (MTAS)
 Remedy Energy Services Inc.
 Shimco
 Sparrow Electronics Inc.
 Super T Aviation
 Thermodyne engineering Ltd.
 Vertex Precision Manufacturing Inc.
 Viking Air Limited
 Virtek Vision International Inc.
CHIN YING GEAR CO.,LTD
CT INGENIEROS
チェコ共和国大使館
 Czech Space Alliance
 CzechInvest Investment and Business Development Agency
 Holík
 Iguassu Software Systems
 PBS Velka Bites
 Rigaku Innovative Technologies Europe, Ltd.
 TOSEDA s.r.o.
 Unis a.s.
E
イーツーブイ ジャパン
ELBIT SYSTEMS
エルゼビア・ジャパン株式会社
G
GIFAS
 AD INDUSTRIE
 ADR
 ALKAN
 BOLLORE LOGISTICS
 DEDIENNE AEROSPACE
 EQUIP'AERO INDUSTRIE
 MADER
 PARIS AIR SHOW 2017
 SEREME

 WEISS TECHNIK
グレンエア
H
Honeywell
I
ILA 2018 Berlin Air Show / Messe Berlin
India Pavilion
International Rectifier HiRel Products Inc.
J
Jebsen & Jessen Technology Singapore Pte Ltd
Jena-Optronik GmbH
K
Kongsberg Defence and Aerospace AS
Korea Aerospace Industries Association
KOREA JIG & FIXTURE IND CO, LTD
Kulite Semiconductor Products, Inc.
L
L-3
LEONARDO – FINMECCANICA SPA
Lockheed Martin Corporation
M
Martin-Baker Aircraft Company Ltd.
MBDA
MD AEROSPACE
N
NASAM Incorporated
P
Parylene Japan/Specialty Coating Systems
Pattonair
フェアード
 DKSHジャパン株式会社
R
Ro-Ra Aviation Systems GmbH
S
SAP MEDIA WORLDWIDE LTD.
Senlution Technologies Co.,Ltd.
Surfx Technologies
T
Taiwan Aerospace Industry Association
 CHENFULL INTERNATIONAL CO., LTD.
THALES
TTTech Computertechnik AG
U
UK Pavilion
US Pavilion
Advanced Tech Supply, Inc. 
 Omega Japan Co., Ltd.
 Omega Technologies
 Precision Rings Inc.
 West Coast Industries
 Zephyr Tool Group
Analytical Graphics, Inc. 
General Atomics Aeronautical Systems
Kallman Worldwide
L-3 WESCAM
Parker Aerospace
Pratt & Whitney
Raytheon Company
Rockwell Collins
Rolls-Royce
TW Metals Inc.
米国大使館　商務部
Washington State Department of Commerce
 Air Informatics LLC
 AMGI, Inc
 Grant County Economic Development Council / ASPI Group
 IDEA International Inc
 LKD Aerospace
 Net-Inspect
 Nova-Tech Engineering
 Pierce County Economic Development
 Port of Moses Lake
 TMD Technical Solutions
West Coast Industries, Inc. 
Zephyr Tool Group 
Zodiac Arresting Systems
V
米国バージニア州経済開発機構
W
Weibel Scientific A/S
Z
ゼウス

な
公益財団法人長野県テクノ財団
 赤田工業株式会社
 インダストリーネットワーク株式会社
 塚田理研工業株式会社
 有限会社原製作所
 マイクロストーン株式会社
NIIGATA SKY PROJECT
 株式会社柿崎機械
 北日本非破壊検査株式会社
 佐渡精密株式会社
 戸塚金属工業株式会社
 新潟メタリコン工業株式会社
 パールライト工業株式会社
 株式会社丸菱電子
は
ひょうご航空ビジネス・プロジェクト
 明石化成工業株式会社
 アリオテクノ株式会社
 株式会社稲坂歯車製作所
 株式会社オオナガ
 カルモ鋳工株式会社
 川西航空機器工業株式会社
 株式会社きしろ
 株式会社佐野鉄工所
 株式会社シミズテック
 株式会社ジャスティード
 株式会社城洋
 神鋼検査サービス株式会社
 新日本非破壊検査株式会社
 新日本溶業株式会社
 株式会社大日製作所
 トーカロ株式会社
 株式会社ナサダ
 パイオニア精工株式会社
 ハマックス株式会社
 株式会社姫路鍍金工業所
 株式会社兵庫精密工業所
 福伸電機株式会社
 山城機工株式会社
 株式会社山本金属製作所
 美岡工業株式会社
 菱三工業株式会社
公益財団法人ひょうご産業活性化センター
福島県
 株式会社エクストエンジニア
 株式会社エヌ・ティー・エス
 株式会社スター精機
 有限会社相馬ブレード
 株式会社タマテック
 株式会社中野製作所
 林精器製造株式会社
 株式会社フジ機工
 丸隆工業株式会社
 株式会社ミウラ
 ミムラ工業株式会社
 武蔵野精機株式会社
NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター
 大樹町
 とかち航空宇宙産業基地誘致期成会
 北海道スペースポート研究会
ま
三重県
 株式会社北岡鉄工所
 航空機部品生産協同組合
 大起産業株式会社
 東洋工業株式会社
 株式会社ナベル
 株式会社ビーイング
 光精工株式会社
 扶桑工機株式会社
 みえ・航空宇宙産業推進協会
や
山口県航空宇宙クラスター
 株式会社アクシス
 株式会社オーネックス 山口工場
 株式会社黒磯製作所
 株式会社伸和精工
 中国電化工業株式会社
 株式会社ひびき精機
ら
リフトオフ山梨
 株式会社ササキ
 山陽精工株式会社
 昭和産業株式会社
 株式会社中家製作所
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公式行事

開会式

オープニング・レセプション

招待者プレビューアワー

広報活動

航空自衛隊航空中央音楽隊の国歌斉唱で始まった開会式には、300名を超える方々にご参加いただき、国際航空宇宙展50年目の節
目にふさわしい開幕となりました。

主催者挨拶：一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之 
来 賓 挨 拶：東京都　副知事　中西　充 様
テープカット：東京都　副知事　中西　充 様／経済産業省　製造産業局長　糟谷　敏秀 様／

防衛装備庁長官　渡辺　秀明 様／防衛省　航空幕僚長　杉山　良行 様／
一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之／
株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長　竹花　豊 

演　　　奏：航空自衛隊航空中央音楽隊

10月12日（水）9:30～9:50日　時

東京ビッグサイト　西展示棟アトリウム場　所

オープニング・レセプションには、省庁をはじめ自治体、各国大使館、航空宇宙業界関係者、出展者等総勢800名もの方々にご参
加いただき、盛大なレセプションとなりました。

主催者挨拶：一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之 
来 賓 挨 拶：内閣府特命担当大臣　鶴保　庸介 様／経済産業副大臣　松村　祥史 様／
　　　　　　防衛副大臣　若宮　健嗣 様
鏡　開　き：①内閣府特命担当大臣　鶴保　庸介 様／経済産業副大臣　松村　祥史 様／

　防衛副大臣　若宮　健嗣 様／内閣府副大臣　石原　宏高 様／
　一般社団法人日本航空宇宙工業会　会長　吉永　泰之
②東京都副知事　中西　充 様／経済産業省製造産業局長　糟谷　敏秀 様／
　防衛装備庁長官　渡辺　秀明 様／防衛省航空幕僚長　杉山　良行 様／
　株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長　竹花　豊
③チェコ共和国大使館　特命全権大使　Tomáš Dub 様／
　イタリア共和国大使館　特命全権大使　Domenico Giorgi 様／
　メキシコ大使館　特命全権大使　Carlos Fernando Almada López 様／
　ノルウェー王国大使館　特命全権大使　Erling Rimestad 様
④米国航空宇宙工業会　会長　Marillyn Hewson 様／
　欧州航空宇宙防衛工業会　会長　Mauro Moretti 様／
　フランス航空宇宙工業会　専務理事　Pierre Bourlot 様

乾 杯 挨 拶：株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長　竹花　豊

10月12日（水）11:30～12:45日　時

会期初日は、一般の入場を午後からとし、10：00～12：00の間は、マスコミと主催者が招待した行政機関の方々の優先タイムと
しました。鶴保大臣、松村副大臣、若宮副大臣、石原副大臣をはじめ多くの行政機関の方々にご視察いただいたほか、防衛装備
庁・航空自衛隊が招待された15か国19名の国防省・空軍等の幹部の方々にもご視察いただきました。

10月12日（水）10:00～12:00日　時

東京ビッグサイト　レセプションホール場　所

来場誘致活動

•INTERNATIONAL PARIS AIRSHOW（フランス）
•FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW（英国）
•ILA Berlin Air Show（ドイツ）
•SINGAPORE AIR SHOW（シンガポール）
•Seoul ADEX（韓国）

•Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition（台湾）
•DSEI（英国）
•東京エアロスペースシンポジウム（東京）
•彩の国ビジネスアリーナ（埼玉）
•ISTS国際宇宙展示会（神戸）　他

■国内外関連展示会におけるPR活動

来場誘致広告

•9月5日㈪ 日本経済新聞
  読売新聞
  中部経済新聞
•9月29日㈭ 読売KODOMO新聞
•10月3日㈪ 日本経済新聞
•10月12日㈬ 朝日新聞

■一般紙

パブリシティメディア

朝日新聞／日本経済新聞／毎日新聞／読売新聞／静岡新聞／中日新聞／中部経済新聞／
朝雲新聞／日刊工業新聞／日経産業新聞／フジサンケイビジネスアイ／WING／航空技術／
航空ファン／日刊CARGO／東京ウォーカー

■国内新聞・雑誌

CzechInvest Newsletter／Flight International　等
■海外

主な来場媒体（会期を通じたプレス来場者：283社・526名）

朝日新聞／日本経済新聞／毎日新聞／読売新聞／静岡新聞／中日新聞／中部経済新聞／東京新聞／朝雲新聞／日刊工業新聞／日経産業新聞／日本物流新聞／
フジサンケイビジネスアイ／Aviation Wire／WING／AIRLINE／軍事研究／航空情報／航空ファン／Jウイング／ヘリコプタージャパン／日刊CARGO／
日経ビジネス／時事ドットコム／NEWSmart／ロイター／NHK／テレビ朝日／フジテレビ／テレビ愛知／テレビ新潟／文化放送　等

■国内

Bloomberg News／Defense Times／Financial Times／Flight Global／GLOBAL BUSINESS PRESS／Vietnam Television 　等
■海外

•9月8日㈭ 日刊工業新聞
•9月16日㈮ 日刊工業新聞
•9月22日㈭ 日刊工業新聞
•9月23日㈮ 日刊工業新聞
•9月30日㈮ 日刊工業新聞
•10月3日㈪ 日経産業新聞
•10月4日㈫ 日経産業新聞
  日刊工業新聞
•10月5日㈬ 日経産業新聞
  日経MJ
•10月6日㈭  日経産業新聞
•10月7日㈮ 日経産業新聞
  日経MJ
  日刊工業新聞
•10月10日㈪ 日経産業新聞
•10月11日㈫ 日刊工業新聞
•10月12日㈬ 日経産業新聞

■産業経済紙

•10月12日㈬　NHK「ニュースチェック11」
•10月12日㈬　新潟テレビ「夕方ワイド新潟一番」
•10月21日㈮　テレビ愛知「NEWSアンサー」
•10月28日㈮　NHK名古屋「ナビゲーション」
•11月7日㈪　  NHK「ニュースおはよう日本」

■国内テレビ

•9月22日㈭ 　朝雲新聞
•9月28日㈬ 　WING

■専門紙

•6月号  　Asian Aviation
•7月11日㈪ 　Flight Daily News
•7月11日㈪～13日㈬　Show Daily

■海外専門誌

•7月29日㈮～10月14日㈮ Google AdWords、Yahooリスティング広告、Googleディスプレイネットワーク
•9月1日㈭～10月14日㈮ Yahooディスプレイアドネットワーク、日経経済新聞電子版　サブマリン広告
   Twitterプロモツイート in タイムライン
•9月26日㈪～10月14日㈮ 日経テクノロジーonline　イベントテキストアド

■国内インターネット

•6月1日㈬～10月15日㈯ Asian Aviation website
•7月29日㈮～10月14日㈮ Googleディスプレイネットワーク
　配信国：英国、韓国、台湾、中国、ドイツ、フランス、米国、香港

■海外インターネット

•10月4日㈫～10月15日㈯ ゆりかもめ駅貼りポスター広告
　実施駅：新橋駅、汐留駅、お台場海浜公園駅、台場駅、国際展示場正門駅、豊洲駅
•10月4日㈫～10月15日㈯ りんかい線駅貼りポスター広告
　実施駅：大井町駅、天王洲アイル駅、東京テレポート駅、国際展示場駅、東雲駅、新木場駅

■交通広告

•6月号 　航空情報
•9月号 　航空情報
•10月号 　日経ものづくり
•10月号 　Nikkei Asian Review
•10月号 　軍事研究
•11月号 　航空情報

■専門誌

＜国内＞
•2016年7月1日㈮ 　記者会見（東京）　
＜海外＞
•2015年6月17日㈬ 　INTERNATIONAL PARIS AIRSHOW にて
•2016年6月2日㈭ 　ILA Berlin Air Showにて
•2016年7月13日㈬ 　FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW にて

■記者発表・プレゼンテーション
•地方自治体や関係機関・団体への訪問
•DMの発送
•メールマガジンの配信
•プレスリリースの配信
•SNSの活用
•羽田空港でのサテライトイベント実施　等

■その他PR活動
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JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2016

JAPAN INTERNATIONAL
AEROSPACE EXHIBITION
Achieve your Business Goals in Tokyo
2016年 国際航空宇宙展

［会　　場］ 東京ビッグサイト　西展示棟

［ご招待日］ トレードデー 2016年10月12日 12:00～17:30
2016年10月13日 ・14日 9:30～17:30

※本招待状で、トレード・パブリックデーの10月15日□土はご入場できません。

水

木 金

 本招待状で、10月15日□土はご入場できません。
 （10月12日□水から10月14日□金までの3日間有効です。）
 本招待状1枚につき、1名の登録が可能です。
 一度使用したID番号の招待状は、再利用できません。
 コピーなどによって複製された招待状や入場証での入場はできません。
 ご入場時、手荷物検査等によるセキュリティチェックを実施します。

 あらかじめご了承ください。

【 2 】当 日 登 録

ID番号

事務局
確認用

《本展示会は、完全登録制です。》

《事前登録期間：平成28年10月14日□金 13：00まで》

下記、どちらかによりご登録をお願いします。

① JA2016公式Webサイトにアクセスしてください。
② 来場者事前登録ページにすすんでください。
③ ご自身の情報と上記のID番号を入力してください。
④ 登録完了後、入場証をメールにて送信いたします。
⑤ ご自身で入場証を（カラーで）プリントアウトしてください。
⑥ プリントアウトした入場証をご持参の上、ご来場ください。
 その際、本招待状は不要です。

JA2016公式Webサイト https://www.japanaerospace.jp

【 1 】事 前 登 録

① 本招待状をご持参の上、展示会場の当日登録窓口にお越しください。
② 当日登録窓口にて登録完了後、入場証をお渡しいたします。
 ※ 当日登録は、ご入場までに時間を要する場合がございます。
  公式Webサイトによる事前登録をお勧めいたします。

【10/12 水～10/14 のみ有効】金

招　待　状
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会 場 案 内

出展者一覧................................................... P2･P3

西1･2ホール / アトリウム.............................. P4･P5
西3･4ホール / 出展者プレゼンテーション .... P6･P7

講演・セミナー / 併催セミナー .................... P8･P9

パブリックイベント............................................ P10

会場全体図....................................................... P11

開催概要 .......................................................... P12
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［会　期］ トレードデー 2016年
トレード・パブリックデー 2016年10月15日

［会　場］東京ビッグサイト　西展示棟全館

10月12日水～14日金

土

［主　催］ 一般社団法人日本航空宇宙工業会 
株式会社東京ビッグサイト

過去最大規模にて16年ぶりに東京で開催！

※交通アクセスは（株）東京ビッグサイトホームページをご確認ください。
　http://www.bigsight.jp/access/transportation/

【お問合せ】 （受付時間8：00～22：00）

ハローダイヤル： 03-5777-8600 または 050-5541-8600
 

［会　期］ トレードデー

2016年 12:00～17:30
9:30～17:30

トレード・パブリックデー

2016年10月15日 9:30～17:30

［会　場］東京ビッグサイト　西展示棟全館

10月12日水

13日木・14日金

土

［主　催］ 一般社団法人日本航空宇宙工業会 
株式会社東京ビッグサイト
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ご来場について

注 意 事 項

1. 招待状をお持ちの方
（1） 事前登録

（2） 当日登録

2. 招待状をお持ちでない方
（1） 事前登録

（2） 当日登録

① JA2016公式Webサイトにアクセスし、来場者事前登録ページに進んでください。
② 氏名等ご自身の情報を入力後、クレジットカード決済にて登録料¥2,000を
お支払いください。

③ お支払い確認後、登録完了となり入場証をメールにて送信いたします。入場証
を（カラーで）プリントアウトし、ご持参の上、ご来場ください。

 当日、登録窓口への立ち寄りが不要となり、スムーズにご入場いただけます。

10月15日（土）は、ご入場に際し、氏名などの登録は行いません。
招待券をご持参いただくか、招待券をお持ちでない方は入場券をご購入
の上、当日受付にお越しください。なお、入場券のご購入については、
JA2016公式Webサイトにてご確認ください。

全開催期間中、ご入場時に、手荷物検査等によるセキュリティチェック
を実施いたします。あらかじめご了承ください。

10月12日（水）から14日（金）は、完全登録制です。
「Webによる事前登録」か「当日受付での登録」をお願いいたします。
（但し、一部の講演・セミナーは、登録不要で聴講できます。）

① 展示会場にて、登録用紙をご購入ください。（¥5,000/現金購入のみ）
② 当日登録窓口で、ご購入いただいた登録用紙にて、登録手続きを行ってください。
③ 登録完了後、入場証をお渡しいたします。

① JA2016公式Webサイトにアクセスし、来場者事前登録ページに進んでください。
② 氏名等ご自身の情報と、招待状に記載されているID番号を入力してください。
③ 登録完了後、入場証をメールにて送信いたします。入場証を（カラーで）プリント
アウトし、ご持参の上、ご来場ください。

 当日、登録窓口への立ち寄りが不要となり、スムーズにご入場いただけます。

① 招待状をご持参の上、展示会場の当日登録窓口にお越しください。
② 当日登録窓口にて登録完了後、入場証をお渡しいたします。

JA2016公式Webサイト http://www.japanaerospace.jp

◎ トレードデー（10月12日～14日）と、トレード・パブリックデー（10月15日）で、
入場証・招待券などが異なります。詳しくは、JA2016公式Webサイトにて
ご確認ください。

◎ お支払いただいた登録料や入場料は、取消し・払戻しできませんので、ご注意
ください。

◎ 一度使用されたID番号が記載されている招待状やコピー等により複製された
入場証は、使用できません。

国際会議場

西1ホール

西3ホール 西4ホール

西2ホール

屋外展示場

エントランスホール

入口
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101会議室 102会議室

会議棟入口
レセプションホール

中央ターミナル

アトリウム

2016年
国際航空宇宙展

屋上展示場

http : / /www.japanaerospace. jp
来場事前登録、入場券購入はこちら▼

ご　案　内開 催 概 要

会　場　図

※ 事前登録期間は、平成28年10月14日（金） 13：00までとなります。
※ 当日登録は、ご入場までに時間を要する場合がございます。Webサイトによる事前登録を
お勧めいたします。

名　　称 ： 2016年国際航空宇宙展（JA2016）
会　　期 ： 10月12日（水） 12:00～17:30

10月13日（木）～15日（土） 9:30～17:30
会　　場 ：東京ビッグサイト　西展示棟全館
主　　催 ：一般社団法人日本航空宇宙工業会・株式会社東京ビッグサイト
特別協力 ：東京都
後　　援 ： 経済産業省／内閣府宇宙開発戦略推進事務局／外務省／文部科学省／

国土交通省／防衛省／観光庁／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）／
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）／一般社団法人日本工作機械工業会／
NHK／日本経済新聞社／オーストリア大使館　オーストリア文化フォーラム／
駐日英国大使館／カナダ大使館／チェコ共和国大使館／
フランス大使館　ビジネスフランス／ドイツ連邦共和国大使館／イスラエル大使館／
イタリア大使館／オランダ王国大使館　イノベーション・科学技術部／
アメリカ大使館　商務部　　（一部申請中・順不同）

トレードデー ： 10月12日（水）～14日（金） ［事前登録］ 2,000円（税込）
 ［当日登録］ 5,000円（税込）※1
 ※1 学生2,000円（税込・要学生証提示）

トレード・パブリックデー ：10月15日（土） ［事前購入］ 大人：1,000円（税込）※2
 ［当日購入］ 大人：1,200円（税込）※2
 ※2 学生証提示で無料（小学生以下は提示不要）

出展者一覧（共同出展含む）海外出展者：アルファベット順
出展者数：742社・団体（2016年7月31日現在）

国内出展者：五十音順

 Cirrus Aircraft
 Tecnam
首都大学東京大学院 システムデザイン研究科 航空宇宙システム工学域
株式会社ジュピターコーポレーション
株式会社昌新
国立研究開発法人情報通信研究機構
シンフォニアテクノロジー株式会社
新明和工業株式会社
株式会社信和
株式会社スカイ
スカイレーベル株式会社
株式会社スギノマシン
株式会社スキャンインター
STAHLWILLE
スナップオン・ツールズ株式会社
住商エアロシステム株式会社
住友精密工業株式会社
全日本空輸株式会社
相互発條株式会社
株式会社ソルトン
た
株式会社第一システムエンジニアリング
株式会社ダイエイハービス
 株式会社フォンシュレーダージャパン
株式会社タイカ
特定非営利活動法人 大学宇宙工学コンソーシアム
タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社
大同特殊鋼株式会社
大陽ステンレススプリング株式会社
大陽日酸株式会社
株式会社タカトリ
タキテック株式会社
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
株式会社タマディック
中外テクノス株式会社
中日クラフト株式会社
ティー・ピー・ティー株式会社
 Alta Data Technologies LLC
 Creative Electronic Systems
 Crystal Group Inc.
 Lynx Software Technologies
 North Atlantic Industries, Inc
ディー・ディー・シー エレクトロニクス株式会社
帝京大学 理工学部 航空宇宙工学科
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
東海大学 工学部 航空宇宙学科
東京アイデアル株式会社
東京計器株式会社
 東京計器アビエーション株式会社
東京貿易テクノシステム株式会社
東洋研磨材工業株式会社
東洋炭素株式会社
株式会社東陽テクニカ
東洋ドライルーブ株式会社
東レ・プレシジョン株式会社
株式会社トードインターナショナル
TONE 株式会社
な
株式会社ナセル
株式会社ナックイメージテクノロジー
ナビコムアビエーション株式会社
ナブテスコ株式会社
NICOMATIC K. K.
株式会社ニコン / 株式会社ニコンインステック
株式会社日刊工業新聞
日東電工株式会社
日本エヤークラフトサプライ株式会社
日本精工株式会社
日本通運株式会社
日本飛行機株式会社
日本エアロスペース株式会社
日本検査キューエイ株式会社
日本航空株式会社
学校法人日本航空学園
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
公益社団法人日本航空技術協会
日本産業用無人航空機協会
日本シー・ビー・ケミカル株式会社
 ユシロ化学工業株式会社
日本精密電子株式会社
株式会社日本デジコム
株式会社日本ネットワークストレージラボラトリ
 DIT-MCO International
株式会社日本パーカーライジング広島工場

一般社団法人日本ビジネス航空協会
一般財団法人日本品質保証機構
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
日本ポール株式会社
日本マルコ株式会社
日本ロケット協会 宙女
NUMECAジャパン株式会社
野田金型有限会社
 宏栄スプリング工業株式会社
株式会社野村鍍金
は
株式会社ハガタ屋
白銅株式会社
株式会社羽生田鉄工所
パンドウイットコーポレーション日本支社
株式会社光コム
株式会社ヒキフネ
ヒロボー株式会社
株式会社ファソテック
 株式会社ディアイスクエア
FOOKE JAPAN
フェデックス エクスプレス
株式会社富士インダストリーズ
フジコーワ工業株式会社
富士重工業株式会社
株式会社不二製作所
株式会社フジ電科
不二ライトメタル株式会社
 アドバンフィット株式会社
プリズマット・ジャパン株式会社
古河電池株式会社
株式会社フロージャパン
 Aquarese Industries S.A.
ヘリコプター歴史保存協会
 NPO法人羽田航空宇宙科学館推進会議
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
防衛装備庁
 株式会社アオキ
 アルウェットテクノロジー株式会社
 近江鍛工株式会社
 株式会社 ひびき精機
 フジ・インバック株式会社
 藤倉航装株式会社
法政大学 理工学部 機械工学科
堀口エンジニアリング株式会社
ポリテックジャパン株式会社
ま
マーポス株式会社
株式会社牧野フライス製作所
マコー株式会社
マテリオン ブラッシュ ジャパン株式会社
まんてんプロジェクト
株式会社ミクニ
 旭エアーサプライ株式会社
三井精機工業株式会社
三井倉庫グループ
三井物産エアロスペース株式会社
 ダッソー・アビアシオン
 フリアーシステムズ
三井物産エアロスペース株式会社
三菱航空機株式会社
三菱重工業株式会社
三菱重工航空エンジン株式会社
三菱重工工作機械株式会社
三菱商事テクノス株式会社
三菱電機株式会社
 三菱プレシジョン株式会社
 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
 三菱電機特機システム株式会社
 島田理化工業株式会社
三菱マテリアル株式会社
緑屋電気株式会社
ミムラ工業株式会社
武蔵エンジニアリング株式会社
ムナゾヲ株式会社
室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター
室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター
有限会社名南機械製作所
 名古屋工業大学大学院 電気・機械工学専攻 森田研究室
メイラ株式会社
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
や
山下マテリアル株式会社
ヤマハ発動機株式会社
有人宇宙システム株式会社
郵船ロジスティクス株式会社
横河電機株式会社

■ 国内出展者
あ
株式会社IHI
株式会社IHIエアロスペース
株式会社 I.S.T
アイティアクセス株式会社
株式会社アキュレイト
曙工業株式会社
愛宕精工株式会社
株式会社アルテックス / SynQor
株式会社アルファーアビエィション
アンフェノールジャパン株式会社
アンペックス・ジャパン株式会社
イーグル工業株式会社
 orbital atk space systems group
 stanford mu corporation
 vacco industries
井澤金属株式会社
株式会社石川組
伊藤忠アビエーション株式会社
伊藤忠マシンテクノス株式会社
Ipsen株式会社
株式会社岩田製作所
インターステラテクノロジズ株式会社
株式会社UCHIDA
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
エア・ブラウン株式会社
エアボーンシステムス株式会社
株式会社エアロ
AeroEdge株式会社
エアロファシリティー株式会社
株式会社エスエスティー
 ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE
エスペック株式会社
NEC
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
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ
エム・アールエフ株式会社
MMP Technology Japan
 BinC Industries France SAS
LSAS Tec株式会社
 Analytical Graphics, Inc.
株式会社大川電機製作所
OKK株式会社
大河内金属株式会社
株式会社大手技研
オープンマインドテクノロジーズジャパン株式会社
株式会社オノックスエムティーティー
か
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
株式会社海外物産
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所
金沢工業大学 工学部 航空システム工学科
兼松エアロスペース株式会社
 兼松株式会社
株式会社兼松KGK
 GFM GmbH
 Starrag AG
川崎重工業株式会社
関東航空計器株式会社
喜一工具株式会社
株式会社キグチテクニクス
株式会社木村洋行
株式会社清原光学
倉敷紡績株式会社
株式会社クレアクト・インターナショナル
KYB株式会社
航空自衛隊
株式会社航空新聞社
株式会社コーレンス
 Quintus Technologies AB
コーンズテクノロジー株式会社
さ
Cyient株式会社
櫻護謨株式会社
サニー・トレーディング株式会社
サンゴバン株式会社
三洋機工株式会社
シーメンス株式会社
株式会社ジェイテクト
株式会社ジェービーエム
株式会社島精機製作所
株式会社島津製作所
シマヅ プレシジョン インスツルメンツ インク
株式会社Japan General Aviation Service

 倉敷ボーリング機工株式会社
 山陽鉄工株式会社
 株式会社戸田レーシング
 株式会社中原製作所
か
関西航空機産業プラットフォーム
岐阜県 / 各務原市
 旭金属工業株式会社
 APCエアロスペシャルティ株式会社
 株式会社加藤製作所
 川崎岐阜協同組合
 岐阜航空機部品クラスター
 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
 若園精機株式会社
九州航空宇宙開発推進協議会
 株式会社ウラノ 長崎工場
 株式会社エヌ.エフ.ティ
 株式会社熊防メタル
 新日本非破壊検査株式会社
 株式会社デンケン
 株式会社中島ターレット
 ニシジマ精機株式会社
 株式会社ピーエヌ機電
 株式会社藤田ワークス
 菱計装株式会社
 株式会社リョーワ
京都航空宇宙産業ネットワーク
 旭金属工業株式会社
 川崎機械工業株式会社
 株式会社草川精機
 株式会社毛戸製作所
 株式会社KOYO熱錬
 株式会社中金
 株式会社寺内製作所
公益財団法人群馬県産業支援機構
 株式会社浅野
 株式会社キッツ エスシーティー
 高陽精工株式会社
 株式会社小間工業
 株式会社正田製作所
 3D 測定.com（株式会社光佐）
 ダイセン株式会社
 株式会社宝泉製作所
 株式会社町田ギヤー製作所
 株式会社山岸製作所
経済産業省 四国経済産業局
 株式会社アスカ
 株式会社オーム技研
 株式会社コスにじゅういち
 高松帝酸株式会社
 田中技研株式会社
 株式会社プロテック
神戸航空機クラスタープロジェクト
さ
公益財団法人埼玉県産業振興公社
 株式会社今泉精機
 内田精研有限会社
 株式会社オオツカハイテック
 株式会社大村製作所
 株式会社キットセイコー
 株式会社ステム
 有限会社ステンレスアート共栄
 株式会社二光製作所
 株式会社ヤマダ精機
 吉野電化工業株式会社
公益財団法人相模原市産業振興財団
 株式会社アルファ・ツール
 株式会社イー・エム・シー・ジャパン
 株式会社クロスメディア
 東京特殊印刷工業株式会社
静岡県
 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
 株式会社オリオン工具製作所
 金子歯車工業株式会社
 神谷理研株式会社
 サカイ産業株式会社
 株式会社桜井製作所
 城北機業株式会社
 第一工業株式会社
 株式会社中遠熱処理技研
 株式会社テクノ・モーターエンジニアリング
 株式会社西川機械製作所
 パルステック工業株式会社
 株式会社ブローチ研削工業所

 株式会社焼津精機
一般社団法人次世代型航空機部品供給ネットワーク OWO
SUSANOO
 出雲造機株式会社
 株式会社ナカサ
 秦精工株式会社
 株式会社ファデコ
 馬潟工業有限会社
 株式会社守谷刃物研究所
ソラトヤマ
 アイティオ株式会社
 株式会社石金精機
 株式会社タアフ
 立山マシン株式会社
 株式会社タナカエンジニアリング
 株式会社ユニゾーン
た
東京都
 AMATERAS・株式会社上島熱処理工業所
 AMATERAS・多摩冶金株式会社
 AMATERAS・電化皮膜工業株式会社
 AMATERAS・株式会社ナガセ
 AMATERAS・三益工業株式会社
 AMATERAS・塩野プレシジョン株式会社
 AMATERAS・株式会社吉増製作所
 株式会社ウラノ
 株式会社エイチ・エー・ティー
 株式会社O-KEI樹脂
 株式会社オーケープリント
 金属技研株式会社
 株式会社コバヤシ精密工業
 株式会社The MOT Company
 山王テクノアーツ株式会社
 株式会社大槇精機
 東成エレクトロビーム株式会社
 同和鍛造株式会社
 株式会社ニッチュー
 株式会社八洋
 マークテック株式会社
 大和合金株式会社
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
東北航空宇宙産業研究会
 秋田化学工業株式会社
 秋田精工株式会社
 アキモク鉄工株式会社
 株式会社伊藤熱処理
 岩手県
 株式会社エスイーシー
 株式会社エヌエス機器
 株式会社FJコンポジット
 川西精密株式会社
 株式会社キメラ
 キョーユー株式会社
 株式会社倉元マシナリー
 株式会社コイワイ
 株式会社三栄機械
 スズキハイテック株式会社
 株式会社セイシンハイテック
 株式会社橘機工
 株式会社ディ・ビー・シー・システム研究所
 東光鉄工株式会社
 国立大学法人東北大学
 東和工業株式会社
 株式会社登米精巧
 株式会社永澤機械
 株式会社ホリコー
 本田精機株式会社
 メルコジャパン株式会社
 由利工業株式会社
栃木県
 アークテック株式会社
 株式会社アイ・シイ・エス
 株式会社石井機械製作所
 株式会社井上製作所
 ウエサワワークス株式会社
 エーシーエム栃木株式会社
 菊地歯車株式会社
 桑名商事株式会社
 株式会社雀宮産業
 株式会社テツカクリエート
 栃木航空宇宙懇話会
 日本プレーテック株式会社
 大和樹脂株式会社
 株式会社湯原製作所
富山県航空機産業共同受注研究会
 株式会社ミズノマシナリー

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
理研電具製造株式会社
株式会社レゾニック・ジャパン
わ
株式会社ワカ製作所
早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科

■国内クラスター
あ
愛知・名古屋航空宇宙産業グループ
 株式会社アイオー・エム/株式会社エンケ
 株式会社浅野製作所
 株式会社イケックス工業
 株式会社池戸製作所
 井澤金属株式会社
 Infosys  Limited
 株式会社ウォンツ
 株式会社エアロ
 栄進化学株式会社
 AETアビエーション株式会社
 株式会社 NSR JAPAN
 オーエムヒーター株式会社
 オリックス・レンテック株式会社
 加賀産業株式会社
 兼房株式会社
 株式会社ケミトックス
 ASISA 一般社団法人 航空宇宙産業支援機構
 株式会社三光刃物製作所
 スタッフィング・ジャパン株式会社
 株式会社セイコードー
 高砂電気工業株式会社
 株式会社タマリ工業
 株式会社中央図研
 槌屋ティスコ株式会社
 東明工業株式会社
 名古屋商工会議所
 名古屋品証研株式会社
 丹羽興業株式会社
 株式会社パイオニア風力機
 株式会社ハヤカワカンパニー
 株式会社光製作所
 ペリカンプロダクツ株式会社
 豊国工業株式会社
 株式会社放電精密加工研究所
 株式会社マツケン
 丸紅テクノシステムズ株式会社
 ミズホクラフト株式会社
 郵船ロジスティクス株式会社
 株式会社菱友システムズ
 株式会社レーザックス
 株式会社ワダエンジニアリング
 株式会社和田製作所
株式会社井口一世
公益財団法人石川県産業創出支援機構
 谷田合金株式会社
公益財団法人石川県産業創出支援機構
 浅下鍍金株式会社
 加賀精機株式会社
 株式会社三洋製機
 株式会社高林製作所
 株式会社二水
 株式会社フィッテング久世
 深田熱処理工業株式会社
 株式会社北菱
 松本機械工業株式会社
 株式会社マルショー
ウィングウィン岡山
エアロスペース飯田 / 株式会社NEXAS
 飯田精機株式会社
 クロダ精機株式会社
 山京インテック株式会社
 三和ロボティクス株式会社
 有限会社野中製作所
 株式会社浜島精機
 株式会社矢崎製作所
 有限会社ユーズテック
 株式会社ヨシカズ
大分県航空機産業参入研究会（公益財団法人大分県産業創造機構）
 九州ナノテック光学株式会社
 株式会社ジェイテック
 株式会社デンケン
 株式会社二豊鉄工所
公益財団法人大田区産業振興協会
公益財団法人岡山県産業振興財団

 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
 ユウアイ電子工業株式会社

■海外出展者
A
AIRBUS GROUP
Alcoa Fastening Systems & Rings
Ameco Beijing
APPLIED MACHINING CORP
アリアンスペース社
Australian International Airshow and Aerospace & Defence Exposition (AVALON)
Av-DEC
 Andy Baker
B
BAE Systems
BCI Aerospace
Bell Helicopter Textron Inc.
Boeing Company
Business France
 AEROSPACE VALLEY
 APSYS
 ASTECH
 BEAM
 CRYLA
 DEFONTAINE
 DRAKA FILECA
 FINGERMIND
 KALISTRUT AEROSPACE
 OKTAL SE
 POWER SYSTEM TECHNOLOGY
 PRISMADD JAPAN
 SAFE CLUSTER
 STELIA AEROSPACE
 TTI France (ACG AVIATION)
C
カナダパビリオン
 Absolute Combustion International Inc.
 Air Canada / Air Canada Cargo
 Alberta Aerospace & Technology Centre (Canadian Helicopters Limited)
 Alberta Aerospace & Technology Centre (Edmonton International Airport)
 Alberta Aerospace and Technology Centre (Canadian North Airlines)
 Amphenol Canada Corp.
 Avcorp Industries Inc.
 Creaform Inc.
 Cyclone MFG Inc.
 Evolution Geomatics
 Gouvernement du Québec (Gouvernement of Québec)
 Government of Alberta
 Government of Ontario
 Grey Ghost Gear of Canada
 ICAM Technologies Corporation
 Meggitt Target Systems (MTAS)
 Remedy Energy Services Inc.
 Shimco
 Sparrow Electronics Inc.
 Super T Aviation
 Thermodyne engineering Ltd.
 Vertex Precision Manufacturing Inc.
 Viking Air Limited
 Virtek Vision International Inc.
CHIN YING GEAR CO.,LTD
CT INGENIEROS
チェコ共和国大使館
 Czech Space Alliance
 CzechInvest Investment and Business Development Agency
 Holík
 Iguassu Software Systems
 PBS Velka Bites
 Rigaku Innovative Technologies Europe, Ltd.
 TOSEDA s.r.o.
 Unis a.s.
E
イーツーブイ ジャパン
ELBIT SYSTEMS
エルゼビア・ジャパン株式会社
G
GIFAS
 AD INDUSTRIE
 ADR
 ALKAN
 BOLLORE LOGISTICS
 DEDIENNE AEROSPACE
 EQUIP'AERO INDUSTRIE
 MADER
 PARIS AIR SHOW 2017
 SEREME

 WEISS TECHNIK
グレンエア
H
Honeywell
I
ILA 2018 Berlin Air Show / Messe Berlin
India Pavilion
International Rectifier HiRel Products Inc.
J
Jebsen & Jessen Technology Singapore Pte Ltd
Jena-Optronik GmbH
K
Kongsberg Defence and Aerospace AS
Korea Aerospace Industries Association
KOREA JIG & FIXTURE IND CO, LTD
Kulite Semiconductor Products, Inc.
L
L-3
LEONARDO – FINMECCANICA SPA
Lockheed Martin Corporation
M
Martin-Baker Aircraft Company Ltd.
MBDA
MD AEROSPACE
N
NASAM Incorporated
P
Parylene Japan/Specialty Coating Systems
Pattonair
フェアード
 DKSHジャパン株式会社
R
Ro-Ra Aviation Systems GmbH
S
SAP MEDIA WORLDWIDE LTD.
Senlution Technologies Co.,Ltd.
Surfx Technologies
T
Taiwan Aerospace Industry Association
 CHENFULL INTERNATIONAL CO., LTD.
THALES
TTTech Computertechnik AG
U
UK Pavilion
US Pavilion
Advanced Tech Supply, Inc. 
 Omega Japan Co., Ltd.
 Omega Technologies
 Precision Rings Inc.
 West Coast Industries
 Zephyr Tool Group
Analytical Graphics, Inc. 
General Atomics Aeronautical Systems
Kallman Worldwide
L-3 WESCAM
Parker Aerospace
Pratt & Whitney
Raytheon Company
Rockwell Collins
Rolls-Royce
TW Metals Inc.
米国大使館　商務部
Washington State Department of Commerce
 Air Informatics LLC
 AMGI, Inc
 Grant County Economic Development Council / ASPI Group
 IDEA International Inc
 LKD Aerospace
 Net-Inspect
 Nova-Tech Engineering
 Pierce County Economic Development
 Port of Moses Lake
 TMD Technical Solutions
West Coast Industries, Inc. 
Zephyr Tool Group 
Zodiac Arresting Systems
V
米国バージニア州経済開発機構
W
Weibel Scientific A/S
Z
ゼウス

な
公益財団法人長野県テクノ財団
 赤田工業株式会社
 インダストリーネットワーク株式会社
 塚田理研工業株式会社
 有限会社原製作所
 マイクロストーン株式会社
NIIGATA SKY PROJECT
 株式会社柿崎機械
 北日本非破壊検査株式会社
 佐渡精密株式会社
 戸塚金属工業株式会社
 新潟メタリコン工業株式会社
 パールライト工業株式会社
 株式会社丸菱電子
は
ひょうご航空ビジネス・プロジェクト
 明石化成工業株式会社
 アリオテクノ株式会社
 株式会社稲坂歯車製作所
 株式会社オオナガ
 カルモ鋳工株式会社
 川西航空機器工業株式会社
 株式会社きしろ
 株式会社佐野鉄工所
 株式会社シミズテック
 株式会社ジャスティード
 株式会社城洋
 神鋼検査サービス株式会社
 新日本非破壊検査株式会社
 新日本溶業株式会社
 株式会社大日製作所
 トーカロ株式会社
 株式会社ナサダ
 パイオニア精工株式会社
 ハマックス株式会社
 株式会社姫路鍍金工業所
 株式会社兵庫精密工業所
 福伸電機株式会社
 山城機工株式会社
 株式会社山本金属製作所
 美岡工業株式会社
 菱三工業株式会社
公益財団法人ひょうご産業活性化センター
福島県
 株式会社エクストエンジニア
 株式会社エヌ・ティー・エス
 株式会社スター精機
 有限会社相馬ブレード
 株式会社タマテック
 株式会社中野製作所
 林精器製造株式会社
 株式会社フジ機工
 丸隆工業株式会社
 株式会社ミウラ
 ミムラ工業株式会社
 武蔵野精機株式会社
NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター
 大樹町
 とかち航空宇宙産業基地誘致期成会
 北海道スペースポート研究会
ま
三重県
 株式会社北岡鉄工所
 航空機部品生産協同組合
 大起産業株式会社
 東洋工業株式会社
 株式会社ナベル
 株式会社ビーイング
 光精工株式会社
 扶桑工機株式会社
 みえ・航空宇宙産業推進協会
や
山口県航空宇宙クラスター
 株式会社アクシス
 株式会社オーネックス 山口工場
 株式会社黒磯製作所
 株式会社伸和精工
 中国電化工業株式会社
 株式会社ひびき精機
ら
リフトオフ山梨
 株式会社ササキ
 山陽精工株式会社
 昭和産業株式会社
 株式会社中家製作所
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結果報告書

国際航空宇宙展　開催実績
回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

開催期日

1966年11月3日～11月6日

1968年10月9日～10月13日

1971年10月29日～11月3日

1973年10月5日～10月11日

1976年10月16日～10月24日

1979年11月17日～11月25日

1983年10月29日～11月6日

1991年2月14日～2月18日

1995年2月15日～2月19日

2000年3月22日～3月26日

2004年10月6日～10月10日

2008年10月1日～10月5日

2012年10月9日～10月14日

2016年10月12日～10月15日

場　所

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊小牧基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊入間基地

航空自衛隊岐阜基地

幕張メッセ

幕張メッセ

東京ビッグサイト

パシフィコ横浜

パシフィコ横浜

ポートメッセなごや／
中部国際空港 セントレア

東京ビッグサイト

名　称

東京航空宇宙ショー

東京航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

国際航空宇宙ショー

1991年国際航空宇宙展

1995年国際航空宇宙展

2000年国際航空宇宙展
（東京エアロスペース2000）

2004年国際航空宇宙展

2008年国際航空宇宙展

2012年国際航空宇宙展

2016年国際航空宇宙展

参加国

2か国

6か国

8か国

8か国

8か国

9か国

7か国

10か国

24か国

24か国・地域

24か国・地域

22か国・地域

32か国・地域

31か国・地域

参加団体数

42

96

177

119

123

122

110

259

282

297

346

529

636
28

812

来場者数

38万人

50万人

50万人

61万人

48万人

27万人

43万人

8万人

8.4万人

11万人

11万人

4.2万人※1

4.2万人※2

12万人※3

4.4万人

［会　期］ トレードデー 2016年 10月12日　～14日
 トレード・パブリックデー 2016年 10月15日 
［会　場］ 東京ビッグサイト　西展示棟全館

水 金

土

［主　催］ 一般社団法人日本航空宇宙工業会
　　　　　　株式会社東京ビッグサイト

〒107－0052　東京都港区赤坂1－1－14 NOF溜池ビル2階
TEL：03－3585－1641　FAX：03－3585－0541

〒135－0063　東京都江東区有明3－11－1
TEL：03－5530－1358　FAX：03－5530－1222

※1　2008年以降は、来場者数の把握を延人数から登録者数によるカウントに変更した。
※2　ポートメッセなごやの来場者数。
※３　中部国際空港セントレアの来場者数。


