
２０１８日本ダイカスト会議・展示会
2016 JAPAN DIE CASTING CONGRESS & EXPOSITION

２０１８日本ダイカスト展示会 出展者募集ご案内
2018 JAPAN DIE CASTING EXPOSITION

期間 ２０１８年１１月８日（木）～ １０日（土）

会場 パシフィコ横浜・展示Ｃ・Ｄホール（前回の1.5倍の広さ）
神奈川県横浜市西区みなとみらい１ー１

受付開始 ２０１８年２月５日（月） ＦＡＸにて受付（小間種類、数）
小間位置は、後日、公開抽選会により決定いたします（４ページ参照）

申込締切 ２０１８年４月２０日（金）
（但し、８小間以上、及びグループ申込の締切は４月６日(金)）

注)申込総面積が会場の収容面積を超えた場合、４月２０日以前でも締め切らせていただきます
のでお早めにお申し込みください。

小間位置決定公開抽選会 ２０１８年５月３０日（水）予定

主催・出展申込･問い合わせ先 一般社団法人日本ダイカスト協会
〒１０５ー００１１

東京都港区芝公園３ー５ー８ 機械振興会館５０２

ＴＥＬ ０３ー３４３４ー１８８５ ＦＡＸ ０３ー３４３４ー８８２９
Ｅメール ｊｄｃａｓｏｍｕ＠ｄｉｅｃａｓｔｉｎｇ．ｏｒ．ｊｐ
ホームページ ｗｗｗ．ｄｉｅｃａｓｔｉｎｇ．ｏｒ．ｊｐ／
※ 1月中旬に会議・展示会専用ホームページが開設されます。1月中旬以降は協会ホームページより

アクセスをお願いします。

小間位置決定公開抽選会以降の問い合わせ先 株式会社ムラヤマ
〒１３５ー００６１

東京都江東区豊洲３ー２ー２４ フォレシア

ＴＥＬ ０３ー６２２１ー０８５７ ＦＡＸ ０３ー６２２１ー１９１７
Ｅメール ｋ＿ｙａｍａｚａｋｉ＠ｍｕｒａｙａｍａ．ｃｏ．ｊｐ

併催 ・２０１８日本ダイカスト会議
・２０１８日本ダイカスト会議 現場改善事例発表会
（同期間 パシフィコ横浜・アネックスホール）
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ご 案 内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

一般社団法人日本ダイカスト協会は、ダイカスト企業並びに関連産業の健全な発展を図

るとともに最も効率的な最新情報の提供を目的として、日本ダイカスト会議・展示会を隔

年で開催しております。

この会議・展示会は我が国唯一最大のダイカストに関連するイベントで、今回で２０回

目となり毎回多数の方が参加、来場されております。

今回は２０１８年１１月８日（木）から１０日（土）までの３日間、パシフィコ横浜

において前回の１.５倍の会場で開催いたします。

特に、展示会は最新のダイカストマシン、炉、加工機器、ロボット、金型、検査測定機

器、各資材、ダイカスト製品などを一堂に集めて公開実演等を行い来訪されるユーザーと

の商談の場を提供するものです。また、今回も前回に引き続き出展者向けに「出展者に

よる製品・技術セミナー」を企画し、ユーザーに出展者の製品・技術をアピールできる場

をアネックスホールに設けました。

ここに、展示会の概要をお知らせいたしますので、是非ともご出展くださいますようお

願い申し上げます。

また、ダイカストユーザーの来場も前回は全来場者の４割近くに達しておりますので、

ダイカスト製品専用のＣ小間（協会正会員・賛助会員内製メーカー専用）を今回も準備い

たしました。奮ってご出展くださいますようお願い申し上げます。
敬具

＊２０１８日本ダイカスト会議・現場改善事例発表会（併催）の概要

内 容 会 議：ダイカストに関する先端技術論文の発表
現場改善事例発表会：ダイカストに関する現場改善事例（11月10日(土)）

期 間 ２０１８年１１月８日（木）～１０日（土）
会 場 パシフィコ横浜・アネックスホール
論文発表 ３０件（募集件数）
事例発表 １０件（募集件数）
参加者登録者 ５００名(予定)
参 加 費 会議：有料 現場改善事例発表会：有料
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開催要項

１．目的

本展示会は、ダイカスト並びにダイカスト関連企業による新技術、新製品、設備、
機器、副資材等を広く関係者に紹介することにより、ダイカスト及び関連業界の発展
に寄与することを目的とする。

研究論文などの発表の場として日本ダイカスト会議を併せて開催する。

２．主催

一般社団法人日本ダイカスト協会
〒105-0011 東京都港区芝公園３－５－８ 機械振興会館５０２号室

TEL ０３－３４３４－１８８５
FAX ０３－３４３４－８８２９
Eメｰル jdcasomu@diecasting.or.jp
ホｰムペｰジ www.diecasting.or.jp/

３．開催期間・時間

２０１８年１１月８日（木）、９日（金）、１０日（土）
午前９時～午後５時（初日のみ開会式終了後午前９時３０分開場）

４．会場

展示会場：パシフィコ横浜 展示Ｃ・Ｄホール（１０,０００㎡）予定
セミナー会場：アネックスホールＦ２０１・２０２予定
神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１ TEL ０４５－２２１－２１２１

５．入場料

展示会及び出展者による製品・技術セミナー 無料
(併催の日本ダイカスト会議･現場改善事例発表会は有料）

６．ＰＲ方法

(1)協会ホームページに掲載

(2)ポスター配布（協会会員、大学、出展者、論文発表会社等）

(3)業界新聞等に記事、広告を掲載

(4)日本ダイカスト会議（併催）の参加者募集パンフレットに出展者名簿を掲載し、約
１,０００部配布予定(締切迄に申込みされた出展者を掲載いたします)

(5)出展者１社につき１００枚のパンフレット(展示会のご案内)を用意

(6)展示会来場者及び日本ダイカスト会議参加者にパンフレットを配布
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申込要領

１．出展料金

Ａ小間 ６ｍ×３ｍ 会員 480,000円(本体価格) 一般 670,000円(本体価格)
（区画線引のみ） 518,400円(税込価格) 723,600円(税込価格)

Ｂ小間 ３ｍ×２ｍ 会員 240,000円(本体価格) 一般 335,000円(本体価格)
（システムパネル付き） 259,200円(税込価格) 361,800円(税込価格)

Ｃ小間 ２ｍ×２ｍ 正会員・賛助会員内製メーカーのみ 145,000円(本体価格)
（システムパネル付き） 156,600円(税込価格)

出展料金に含まれるもの

①展示小間使用料・「出展者による製品・技術セミナー」におけるプレゼン

②Ａ小間の場合－小間線引き費用（パネル、パラペット費用は含まれません）

③Ｂ、Ｃ小間の場合－システムパネル（バックパネル、サイドパネル、パラペ
ット）の工事費用

④会場内外の誘導表示、看板製作設置費用

⑤全体的な企画・運営費

⑥全体的な広告宣伝費、印刷費

出展料金に含まれないもの

①自社小間内の装飾工事費及び搬入・搬出に関する費用

②自社小間内の電気工事費（幹線工事）及び電気使用料

③自社小間内の機器取付工事及び付帯工事費

④臨時電話設置費用

⑤会場備品使用及び紛失・破損備品の弁償費

⑥自社出展物の保険料（出展物の紛失・破損等に関して主催者は責任を負いか
ねますのでご了承ください）
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２．申込方法

(1)受付方法
・本案内書添付の「出展申込書」に小間種類（Ａ，Ｂ，Ｃ）、小間数、パターン（最

終ページ参照）をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
・小間の位置は、電話による先着順ではなく、５月３０日予定の公開抽選会により決

定させていただきます。
・申込後出展料を３月１日(木)～５月３１日(木)にお振込みください（振込入金をも

って正式受付といたします）お支払いに関する詳細は(7)をご覧ください。
・なお、グループによる申込（例：他社又は関連会社と①小間を共同使用、②小間を

隣接など）も考慮いたしますので、申込書にグループ申込相手先名等必要事項をご
記入の上お申し込みください。なお、グループ申込の場合、締切が４月６日(金)
になりますでお早めにお申し込みください。

(2)受付開始
２０１８年２月５日（月）よりＦＡＸにより受付開始

※申し込み後、各申込書に受付印を押し、ＦＡＸにてご返信いたします。２週間経
過してもＦＡＸの返信がない場合は、確認のご連絡をお願いいたします。

(3)申込締切日
２０１８年４月２０日（金）ただし、会場の収容面積を超えた場合、４月２０日以前
でも申込みを締め切ります。
（ただし、８小間以上、及びグループ申込の締切は４月６日(金)）

(4)小間位置の決定
申込締切後、申込小間数により会場レイアウトを作成し、５月３０日(水)開催の公開
抽選会においてブースの位置を決定いたします。
★なお、従来どおり８小間以上のお申込、及びグループ申込の場合は抽選会の前に先

行し小間位置を決めさせていただきますのでご了承ください。

(5)締切後の申込
空いている小間を先着順に決定させていただきます。

(6)申込先及び問合せ先
一般社団法人日本ダイカスト協会 総務部 矢野又は砂川

TEL ０３－３４３４－１８８５ FAX ０３－３４３４－８８２９
注)小間位置決定公開抽選会以降の問い合わせ先:(株)ムラヤマ 第３営業Ｇ 山崎

TEL ０３－６２２１－０８５７ FAX ０３－６２２１－１９１７

(7)出展料お支払い
出展料のお支払いは、３月１日(木)～５月３１日(木)の間に(8)銀行振込指定口座に
お振り込みください。諸事情により期間外の支払いになる場合は協会事務局にご一報
をお願いいたします。

(8)銀行振込
口座名 シャ）ニホンダイカストキョウカイ
取引銀行 三井住友銀行 日比谷支店 普通 №７８０６１８６

三菱東京ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店 普通 №２７１７７３０

(9)申込後の変更と取消
やむを得ない事情により取消及び小間数の削減をする時は書面（様式任意）をもって
ご連絡ください。この場合下記の取消料を申し受けます。

２０１８年６月末日まで ５０％
２０１８年７月１日以降 １００％

但し、小間位置変更の場合は例外といたしますが、小間面積縮小の際はその差額に取
消料を適用いたします。
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展示要項

１．展示会場レイアウト

間 口 奥 行 高 さ 形 態

Ａ小間１区画 ６ｍ ３ｍ ２.７ｍ 区画線引のみ

Ｂ小間１区画 ３ｍ ２ｍ ２.７ｍ システムパネル付き

Ｃ小間１区画 ２ｍ ２ｍ ２.７ｍ システムパネル付き

注)Ｃ小間は協会正会員及び賛助会員内製メーカー限定。(製品展示用)

レイアウト例
今回は、締切後の申込小間数により会場レイアウトを作成いたします。
ご参考までに、前回レイアウトは下記の通りでした。
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２．主催者が行う基礎小間装飾

(1)Ａ小間の場合

間口６ｍ×奥行３ｍの線引のみのスペース渡しになります。事務局での基礎工事は
ありません。

(2)Ｂ、Ｃ小間の場合

基礎パネルを事務局でシステムパネル（白）にて設置致します。

①バックパネル
Ｂ小間 Ｗ3000×Ｈ2700 Ｃ小間 Ｗ2000×Ｈ2700

②間仕切りパネル
Ｂ小間 Ｗ1000×Ｈ2700 Ｃ小間 Ｗ1000×Ｈ2700

③パラペット（正面上部）
Ｂ小間 Ｗ3000×Ｈ300 Ｃ小間 Ｗ2000×Ｈ300

④社名板（パラッペットに貼り付け）
Ｂ、Ｃ共Ｗ900×Ｈ200の白のボードに出展社名を表記

★システムパネルは、４㎜の塗装合板パネルとアルミ製のポールと、ビームにより
構成され、基本色は白です。経師の必要はありません。

★システムパネルはリース部材のためパネルの切断、釘打ち、穴あけ等の直接の工
事はできません。但し、両面テープ、セロテープの使用は可能です。

★各社独自で木工等で装飾工事をする場合は、システムパネルで仕切られた自社小
間内で可能です。しかしシステムパネルへの直接工事は不可です。

(3)小間の形態
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３．会場の概要

(1)施設概要

①会場名称 パシフィコ横浜 展示Ｃ・Ｄホール

②会場面積 １０，０００㎡

③天井高さ 最高部１９ｍ 最低部１３ｍ

④搬出入口 サービスヤード側 幅５．０ｍ×高さ４．５ｍ（２ヵ所）
来場者出入口側 幅３．４ｍ×高さ４．５ｍ（２ヵ所）

⑤会場床面 仕上げ コンクリート
床耐荷重 ５ｔ／㎡(ピット部分は１ｔ／㎡)
＊展示物単体の質量が４５ｔを超えるものは持込みできません。

(2)設備

①電気設備

相 ２次側電圧 床電気ピット内 変圧器

展示用電圧 単相 200／100Ｖ ３２箇所 1,500ＫＶＡ

三相 200Ｖ ３２箇所 1,500ＫＶＡ

②照明

照度（床面平均）通常時 ５００ルクス

③給排水設備

給水 口径 ４０㎜
水量 １ヵ所につき １００ℓ／分
取出口 ４ヵ所（設備桝）

排水 口径 １００㎜
受口 ４ヵ所（設備桝）
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４．出展物の搬入・搬出と装飾の施工、撤去

(1)基礎工事

２０１８年１１月６日（火） ９：００～１７：００

(2)搬入

２０１８年１１月６日（火） ９：００～１７：００（午前中重量物・例外と
して早朝指定あり）

２０１８年１１月７日（水） ９：００～１７：００（軽量物）
＊原則として上記の通りであるが、一部重量物は早朝搬入あり
＊会期中（１１月８日～１０日）は搬入不可

(3)搬出

２０１８年１１月１０日（土） １７：３０～２０：００（軽量物）
２０１８年１１月１１日（日） ７：００～１２：００（重量物）

★搬入路、搬出路は、主催者が指示する経路に従っていただきます。

★搬入・搬出は大小にかかわらず指定搬出入口より行っていただきます。

★展示ホールは、輸送車を含み２０トン迄のものはそのままで乗り入れ可能です。
ピット蓋部も走行可能です。

５．小間内装飾

小間の装飾は各社で自由に行えますが、場合によっては規制することがあります。
なお、主催者と同じ施工業者を希望される方は下記へご連絡ください。

株式会社ムラヤマ
〒１３５－００６１
東京都江東区豊洲３－２－２４ 豊洲フォレシア
TEL ０３－６２２１－０８５７
FAX ０３－６２２１－１９１７

担当者 第３営業グループ 山崎 和紀

６．出展物の管理保全

主催者及びパシフィコ横浜においては、出展物、装飾物等の盗難、紛失、火災、損害
等出展物の損害について、賠償の責任を負いかねますので、出展者側で管理保全に万
全を期してください。

７．出展者の負担する経費

出展物の輸送や搬入・搬出に要する一切の経費、電気・給排水工事費用及び使用料、
各小間独自の装飾に要する費用はすべて出展者の負担となります。
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８．実演

・小間内での実演は自由ですが、安全保持のため、すべて主催者の許可を得てその指示
に従ってください。

・火気の使用は原則として禁止されています。
・強度の音響、振動、発煙、高熱等を伴うもの、或いは危険と認められるものは実演を

中止させていただく場合があります。必ず事前に協会事務局まで届け出てください。

９．電気

・電気を必要とする出展者は、後日、使用容量、工事設計図等をご提出ください。
ご希望により出展小間までの一次側配線（幹線）工事は、出展者の申込容量により主
催者において行います。但し、工事費及び電気料金は出展者の負担といたします。

10．給排水

・給排水を必要とする出展者は、後日、使用量、工事設計図等をご提出ください。
出展者の申請に基づき主催者において工事を行います。但し、給排水に必要な一切の
工事費及び使用水道料は出展者の負担といたします。

11．その他

・ガス、石油など発火性の可燃物並びに発火するものの持ち込みは禁止されております。
これらに類するものを使用する場合は、必ず事前に届け出るとともに、所轄消防署の
認可を受けてください。認可の無いものの持込みは禁止いたします。
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「出展者による製品・技術セミナー」要項

１．「出展者による製品・技術セミナー」

出展者様から各出展ブースの他に自社の製品・技術のプレゼンテーションができる会

場が欲しいという要望があり、前回の展示会において会議会場隣接のアネックスホー

ルに「出展者による製品・技術セミナー」と称し、会場をご用意いたしましたが、今

回も好評につき継続実施いたします。

２．会場
パシフィコ横浜 アネックスホール Ｆ２０１・２０２ 予定

３．開催期間・時間
２０１８年１１月８日(木)～９日(金)
午前１０時～午後４時３０分

※申込件数により開催期間・時間は変更する場合があります。

４．プレゼンテーション資格
出展者限定

５．プレゼン内容及び資料・プレゼン器材
①プレゼン内容は、出展者様の業務・商品・技術紹介に限らせていただきます。
②資料等の配付は、当日ご持参の上貴社にて配付をお願いいたします。
③プレゼンデータの入ったパソコンを各自お持ちください。プロジェクター等は事務

局にて用意いたします。

６．プレゼンテーターにかかる費用
無料

７．聴講者・聴講料
聴講者は、不特定多数を対象とし、聴講料は無料とします。よって聴講者を限定する
セミナーはできませんのでご了承ください。

８．プレゼン回数・時間
プレゼン回数は各社１回のみとし、時間は２０分とします。

９．申込方法
別紙「出展者による製品・技術セミナー」申込書にプレゼンタイトル、希望時間の選
択、会社名、プレゼンテーター等を記入の上、出展申込書と一緒にＦＡＸにてお申し
込みください。なお、お申し込みが、プレゼン総時間を超えた時点で締切りとさせて
いただきますのでご了承ください。

10．プレゼン日時の決定方法
申込者のプレゼン日時等は、５月３０日(水)に開催いたします小間位置決定公開抽選
会にて抽選を行い決定します。



- 11 -

２０１６日本ダイカスト展示会実績（前回）

開催日 ２０１６年１１月２４日（木）～２６日（土）
会場 パシフィコ横浜
入場者 ２２,９５７名（24日･5,838名 25日･9,799名 26日･7,320名)
アンケート 回答総数 ４,８２３名

①貴方の所属する業種 ②貴方のお仕事の内容

③ご来場の目的

④興味を持ってご覧になったもの（複数回答有）

経営者･役員

12.1%

製造部門

32.5%

設計部門

12.4%
購買部門

2.7%

営業部門

20.2%

研究開発部門

6.5%

学生

0.4%

その他

6.8%

無回答

6.4%

B. 貴方のお仕事の内容

情報､資料収

集のため

62%設備､機材購入

検討のため

10%

最新技術動

向の見学の

ため

18%

その他

4%

無回答

6%

D. ご来場の目的

2,106

1,651

1,372

801

306

787

217

1,042

473 436

226
62 103

695

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
E.今回の展示会で興味を持ってご覧になったもの（複数可）

ダイカスト製品

のユーザー

34.7%

ダイカストメー

カー

20.7%

ダイカスト関

連機器･資材

メーカー

18.8%

流通(商社･問屋）

9.4%

研究･教育機関

2.6%

その他

8.7%

無回答

5.2%

A. 貴方の所属する事業所･団体･学校



    ※受付確認返信先(お申込み後受付印を押印し、FAX にてご返送いたします。) 
 
社名                                    担当者名                     様 

          
             
            ２０１８日本ダイカスト展示会 
    出 展 申 込 書         ２０１８年  月  日 
 
       一般社団法人日本ダイカスト協会 御中 FAX ０３-３４３４-８８２９ 
 
１．出展者概要 

ふ り が な 
会 社 名 

 

 

英 文 社 名  

代表者名  

住所 

 
〒 
 

TEL＆FAX TEL            FAX 

連 
 

絡 
 

先 
 

住所 〒 

担当者 部課・役職              氏名 

TEL＆FAX TEL            FAX 

ｅメｰル  

グ 
ル 

ー  
プ 
申 
込 

 
相手会社名 
 
 ｲ．            
 
 ﾛ．            
 
 
※ ｸﾞﾙｰﾌﾟ申込の場合は、諸連絡がｸﾞﾙ

  ｰﾌﾟ全社に必要な場合には、それぞ

れ申込書を提出ください。 
   その際、2.申込小間欄には貴社のみ

のコマ数を記入してください。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ申込の形態にチェックをお願いします。 

 □ ①  □ ② 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  ※連絡先が出展者と別会社の場合は連絡先欄の余白に会社名もご記入ください。 
 
２．申込小間（小間取りパターン表を参照の上、パターン番号もご記入ください。 
       小間位置は後日公開抽選会にて決定いたします） 
 
  Ａ小間（6ｍ×3ｍ）    小間  パターン№    (グループ全体               小間)  
    （会員 518,400 円(税込)・一般 723,600 円(税込））   ※グループ申込者のみ記入 
 
  Ｂ小間（3ｍ×2ｍ）    小間  パターン№    (グループ全体               小間) 
    （会員 259,200 円(税込)・一般 361,800 円(税込））   ※グループ申込者のみ記入 
 
  Ｃ小間（2ｍ×2ｍ）    小間  （横並びのみ） 
    （正会員・賛助会員内製メーカーのみ・156,600 円(税込)） 
 
   ＊なお、出展料金には消費税が含まれております。 
 
３．出展料金(税込価格) 
 
  金         円  振込銀行→□三井住友 □三菱東京ＵＦＪ（Ｐ．４） 
 
４．出展内容・分野 
  □ダイカストマシン  □ダイカストマシン周辺装置 □金型関連   □炉 
  □ダイカスト用合金  □潤滑・離型剤              □環境機器   □後処理 
  □ダイカスト製品   □検査測定装置       □ソフトウェア □刊行物 

□加工機器 

受 付 印 

 

 

 

 

※事務局使用 



別紙　　小間取りパターン表〔( )内はパターン番号〕

Ａ小間(１小間６m×３m)

(A-1) (A-2C) (A-2W) (A-3) (A-4)

1小間 2小間

2小間 3小間 4小間

(A-6W) (A-6C) (A-8)

６小間 8小間

6小間

Ｂ小間(１小間３m×２m)

(B-1) (B-2C) (B-2W) (B-3W) (B-3) (B-4)

1小間 2小間

2小間 3小間 4小間

3小間

Ｃ小間(１小間２m×２m)

※ Ｃ小間は横並びのみで小間数のみ選択

注) パターン表にない小間取りは事務局にご相談ください。

通
路
込



   ※受付確認送付先(お申込み後受付印を押印し、FAX にてご返送いたします。) 
 
   社名                                    担当者名                    様 

 

 

 
 

２０１８日本ダイカスト展示会 
 

「出展者による製品・技術セミナー」申込書 
 
 
                          ２０１８年  月  日 
 
   一般社団法人日本ダイカスト協会 御中 FAX ０３-３４３４-８８２９ 
 
  

ふ り が な 
会 社 名 

 

代表者名  
 
住所 
 

〒 
 

TEL＆FAX TEL            FAX 

講 
 

演 
 

者 
 

住所 〒 

担当者 部課・役職              氏名 

TEL＆FAX TEL            FAX 

ｅメｰル  

連 
 

絡 
 

先 
 

住所 〒 

担当者 部課・役職              氏名 

TEL＆FAX TEL            FAX 

ｅメｰル  

 セミナー 
 タイトル  

プレゼン時間 ２０分 

     
   ・連絡先欄は、講演者と違う方の場合に記入してください。 
       

申込受付確認印

 
 
 
 
 
 
 

                                                              
                           ※事務局使用欄 
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