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平成２２年度（第５５期）通常総会
本年度の通常総会は、５月２７日（木）１６時３０分より
「日比谷松本楼」３階において、会則で必要とされる「会員の
1/3」を大きく上回る４１社（１８社の委任状を含む）の出席を
得て開催された。
千葉会長の挨拶の後、会則の規定により同会長を議長とし
て議案の審議に入った。
まず、第１号議案として平成２１年度の事業報告及び決算報告が行われた。
事務局より EMO ミラノ２００９への輸入促進視察団の派遣、第３回国際工作機械と周辺機器展 IMTP2009 の
開催、JIMTOF2010 の準備、平成２２年賀詞交歓会など、同年度における協会の主な事業活動に関する説明
に続き、会計報告が行われた。 次いで、金子監査理事（三宝精機工業㈱専務取締役）の監査報告の後、
議長が第 1 号議案について出席会員の同意を求めた結果、拍手多数により可決承認された。
次いで、第２号議案として、平成２２年度における輸入統計作成配布、関係諸官庁/関連団体との情報交換
等の通常業務に加えて、IMTS２０１０への輸入促進視察団の派遣、JIMTOF２０１０への協賛、協会ダイレクト
リー２０１０/２０１１年版の発行、平成２３年賀詞交歓会等の事業計画と予算案が事務局より説明され、原案
通り可決承認された。
その後、新入会員３社の紹介とシュンク・ジャパン（株）の高野代表取締役社長のご挨拶があり、総会は予定
どおり終了して、出席者一同は２階の懇親会会場へ移動した。

Annual Members’ Meeting 2010
JMTIA’s 55th annual members’ meeting 2010 was held at
“Hibiya Matsumotoro” 3F from 16:30, Wednesday, May 27.
41 member companies, including 18 members by attorney,
attended the meeting.
The number of attendants was sufficient to clear the
minimum requirement (1/3 of the total membership) set forth
in the article of JMTIA.
After a short address, Mr. Y. Chiba, chairman of JMTIA, took
the position of the president to start the meeting.
The 1st agenda was the request for an approval of the business report and financial statement for
the FY2009.
JMTIA office staff explained the main events, carried out by the association, such as the import
promotion mission to EMO MILANO 2009, the 3rd International Machine Tools and Peripheral
Products Show (IMTP2009), the preparation for JIMTOF2010, New Year Reception 2010, etc.
Then, the explanation of the financial statement of B/S and P/L followed.
After the auditor’s report by Mr. K. Kaneko, Senior Managing Director of Sanpo Seiki Co., Ltd. that the
contents of statement are correct and fair, the 1st agenda was approved by the attendants with
clapping hands.
As for the 2nd agenda, the business plan and the budget for the FY2010 were explained to the
attendants by JMTIA staff.
In addition to the routine jobs such as issues of import statistics, information exchange with other
associations and authorities, JMTIA plans to organize an import promotion mission to IMTS2010,
to cooperate with JIMTOF2010, to publish a new directory for 2010/2011, New Year Reception 2011,
etc. The above business plan and the budget for the FY2010 were also approved.
Then, the three new member companies were introduced and after a short address by Mr. K. Takano,
Representative Director of SCHUNK Intec K.K., the meeting was over as scheduled and the
attendants moved to the 2nd floor for the reception.
１
１

総会後の懇親会 Reception after annual meeting
総会後の懇親会は、午後６時より会員６４名、ご来賓５０名の参加を得て盛大に開催された。
まず千葉会長のご挨拶に続いて、新入会員として、シュンク・ジャパン（株）代表取締役社長 高野基一郎様
にご挨拶いただいた後に、ご来賓を代表して経済産業省製造産業局産業機械課課長補佐 鈴木晴光様より
ご祝辞をいただいた。 （内容は３～５ページ参照）
次いで、在日スイス大使館商務担当参事官、スイス・ビジネス・ハブ日本代表のマルティン・ゴデル様のご発
声で乾杯に移り、参加者それぞれに交流を深めて、野中副会長の中締めによりお開きとなった。
The reception after the annual meeting was
held on a grand scale from 18:00 where 64
members and 50 guests participated.
Following the opening address made by Mr. Y.
Chiba, Chairman of JMTIA, Mr. K. Takano,
Representative Director of SCHUNK Intec K.K.
gave a short speech as a new member
company.
Then, Mr. H. Suzuki, Deputy Director, Industrial
Machinery Div. of METI delivered a
congratulatory address to represent the guests.
(Please refer to page 3～5.)
And Mr. Martin Godel, Counsellor of Embassy of Switzerland and Director Swiss Business Hub Japan
proposed a toast. The participants promoted friendship respectively and the party was concluded by
Mr. H. Nonaka, Vice Chairman of JMTIA in the usual way of a hand-clapping.

高野様によるご挨拶
Speech by Mr. K. Takano

ゴデル様による乾杯のご発声
Toast by Mr. M. Godel

鈴木様によるご祝辞

野中副会長による中締め
Closing Address by Mr. H. Nonaka

Congratulatory Address by Mr. H. Suzuki

２

千葉会長によるご挨拶
昨年の懇親会以来、1 年ぶりにお目にかかる方もいらっしゃるかと
思います。 どうもご無沙汰いたしました。
まず最初に、この懇親会の前に開かれました総会におきまして、
昨年度事業報告、決算報告、会計監査報告、及び本年度事業計画案、
予算案が承認されましたことをご報告申し上げます。
詳細につきましては近日中に会報にてお知らせいたします。
昨年のこの懇親会で皆様の役に立つ協会にしたい、と申し上げました。
この間、いくつかの試みを行い、また実行中ですが、果たしてこの 1 年で何が出来たのか、甚だ自信があ
りません。何も変わってないぞ、とのご批判は甘んじてお受けいたしますが、たった２人の事務局スタッフ
にはねぎらいのお言葉をいただければ幸いです。 今後も初心を忘れずに頑張っていきたいと思います。
当協会にとっても昨期は簡単な年ではありませんでした。残念ながら７社の協会メンバーが退会され、
３社の新規入会をいただきました。 協会も不況の影響を強く受けました。
今年は JIMTOF の年であります。 会員の皆様から合計４１７小間の申し込みがありました。
この厳しい時期に、前回よりも２割減の小間の申し込みがあったということは、会員の皆様の意欲が感じ
られて心強いです。 協会としましては、それこそ皆様のお役に立つように全力をそそぎますので、お困り
の時は何なりとご相談ください。
さて、昨今の世の中の情勢を見ておりますと、多分皆様も感じていらっしゃると思いますが、１００年に 1
度とも言われました大不況も、ようやく底打ちから上昇に転じたかのようです。 新聞による各企業の決
算報道でも、今３月期増収増益、２０１１年度は更に改善見込み、といった記事が目立ってきております。
国内工作機械製造業につきましても、旺盛な外需に支えられまして受注額の回復が著しいことは皆様ご
承知の通りであります。
一方、内需につきましては、いまだに力強く回復している、という状況には至っておりません。
いうまでもなく、ここにいらっしゃるほとんどの皆様の最大の関心事は内需の動向だろうと思います。
輸入工作機械ならびに機器の受注動向につきましては、まとまったデータは無いわけですが、国産工作
機械の動向と大体同じではないかと私は考えております。
すなわち残念ながら力強く回復しているとは言えない状況と思っております。
しかしながら、トンネルの出口は近いと思われます。
今年になってお客様から、既に工場はほぼフル稼働とか、良いときの８～９割とか、元気なお話をお伺い
することが増えてきました。
また保用部品とかサービスの動きも活発になってきております。
部品の注文さえ激減し、御用聞きに行っては来るなと怒られた昨年の様子とは様変わりであります。
最近のギリシャの財政破綻による急激な円高と株安により、景気の減速が心配されてはいますが、円高
は輸入工作機械にとってはチャンスでもあります。
本当にもう少しの辛抱です。 皆様ご一緒に頑張りましょう。
それではご来場の皆様と、会員各社のご健勝とご発展を祈念いたしまして、私のご挨拶とさせていただき
ます。
３

An Opening Address by Mr. Y. Chiba, Chairman of JMTIA
I think it’s been almost a year since I saw some of you at our
reception last year. Excuse me for my long silence.
First of all, I would like to inform you that at the annual
members’ meeting which took place just before this reception
approved the business report and annual accounts for the
FY 2009 as well as the business and budget plan for the FY
2010. The details will be reported to you as per the July issue
of JMTIA News.
Last year, I mentioned at this very reception that I wished to make this association to an organization
which would serve you all. In the meantime, I have been trying some new things which are still
ongoing. But to be honest, I am not sure what I really could achieve last year.
If you say that nothing has changed, I would accept your comments. Yet, I would be grateful to you if
you could say a few words of thanks to the secretariat staff which consists of only two members.
We would like to do our best from now on trying to keep our initial enthusiasm.
The previous year was not easy for our association either. Regretfully, seven members left our
association whilst we welcomed three new members. The economic crisis left a mark on us too.
This year, the JIMTOF will take place. We have registered so far applications for 417 booths from
our member companies. The fact that we received application for booths only 20% less than the
previous JIMTOF2008 under a present severe economic situation makes us feel the motivation of our
members that encourages us. JMTIA will do its best to meet your wishes, so please do let us know If
you need anything.
Well, judging from the present economic situation, the worst so-called once-in-a-century crisis seems
to be over and the economy seems to be on a steadily rising trend from the bottom as you may have a
same feeling. According to newspapers, many Japanese companies registered upturn last March and
a sustained recovery could be expected in 2011.
As for the domestic machine tool manufacturers, the machine tool orders improved drastically due to
overseas demand from emerging markets, while domestic demand has, unfortunately, not yet reached
that stage.
Needless to say, all of your concern is a sustainable recovery in domestic demand.
We do not have data regarding trend of orders for imported machine tools and peripheral products, but
I presume that it may be the same as the domestic machine tools - still weak domestic demand, that is.
However, it seems that business is going to recover from the depression.
From the beginning of this year, our customers often tell me that their factories have begun full
operation or improved to the 80～90 % operation of the best time.
The maintenance parts and service business are starting doing well too.
It is really a big change from the situation last year that we could not even receive the orders for parts
and our customers did not accept our visit for a business talk.
Though a slowdown of economy due to a rapid yen evaluation and a stock plunge recently caused by
the financial failure in Greece may be an anxious matter for us, the strong yen would become a chance
for the imported machine tools.
Dear all, we still need to endure hard time, but we will be through soon.
.
Finally, I wish you all the best and growth in the future.
４

経済産業省産業機械課課長補佐 鈴木晴光様によるご祝辞（要旨）
本日、総会が無事に終了いたしましたこと、お慶び申し上げます。
日頃より、経済産業省の政策にご理解とご協力をいただきまして、厚く御礼申し
上げます。
景気のほうは政府発表のように、経済全体としては回復基調にあるが主に輸出に
依存しており、内需はまだまだこれから回復が期待される状況だが、昨年の悪い
時期よりは改善されてきた。
昨年来、実施されている国内需要の下支え策としてエコカー補助金、エコポイント、
今年になってからの住宅版エコポイントについては、期間に違いはあるが今年まで
延長されている。
中小企業や地域経済として景気回復が遅れている分野については、雇用調整助成金などの金融面の支援
も継続していく。
６月中には、政府としての新経済成長戦略を取りまとめて、施策に活用していく。
経済産業省としては、「産業構造審議会」の下に「産業競争力部会」を設置して、６月上旬には「産業構造
ビジョン２０１０」を取りまとめて、平成２３年度以降の施策に活用していく。
国内需要をいかに活性化するかが非常に重要であり、国内のユーザーの回復とより一層の国際競争力を
持てるように、「産業競争力部会」でも法人税率を見直して国際水準並みにすることなども検討されている。
経済産業省の政策に対して、これまで以上のご支援をいただけるようにお願いしたい。

A Summary of Congratulatory Address
By Mr. H. Suzuki, Deputy Director, Industrial machinery Div., METI
First, I would like to congratulate you on a successful finish of the general meeting of your
association. I also would like to express my gratitude for your daily understanding and cooperation on
the policy of METI.
Economic conditions are showing a tendency to recover on
the whole as officially announced by the government, however,
it mainly depends on export business and domestic demand is
still dull and a future recovery is expected.
I can say that it is improving than the worst situation last year.
A subsidy program for eco-friendly cars and eco-point
program, an incentive program for eco-friendly home
appliances executed since last year as a stimulative measure
to expand domestic demand and eco-point program for a
housing executed this year are still in force during FY2010
though they have a different deadline.
As for the field of the small and medium-sized enterprise or local economy which is still in the
recession, we will continue to offer a financial support like a subsidy for employment adjustment
program as well.
In June, the government is going to formulate “the New Growth Strategy” to carry out the policy.
METI has decided to form a new organization of “the Industrial Competitiveness Committee” under
“the Industrial Structure Council” and is going to formulate early in June “the Industrial Structure Vision
2010” which points out the way for the future growth of the Japanese industries.
It is very important how we can revitalize the domestic demand and it is also discussed in “the
Industrial Competitiveness Committee” to reconsider the corporation tax rate to reduce to the same
level as the overseas corporation tax rate, so that we can expect the domestic manufacturers to
recover and also to reinforce their global competitiveness.
Your continuous and further cooperation on the policy of METI will be much appreciated.

５

「アジサイの美しい季節、そしていよいよ向日葵の夏に」
グリーソンアジア株式会社
代表取締役社長 野村 道博
仕事柄外国の方と接する機会が時々あります。 希に夜遅くまで一緒に呑んでいると、
これから家まで帰るのにどの位かかるのと尋ねられ、何回か電車に乗り換えなくては
ならないから２時間以上かかるかなと応えると、それこそ目が点となってしまいます。
日本人にとってはこんな生活パターンが一般的なのかも知れませんが、外国の方からすれば、そんなに通勤
時間を費やしているのは何かおかしいと思えるのでしょう。筆者自身も今振り返ってよく何十年も都心の会社に
通ったものだと思いますし、実際今でもそうしておりますが、やはり都会の利便性、ＶＳ 自然に囲まれた環境を
比較して、郊外での生活を選択してしまったのですからやむを得ません。
歩きながら、ふと辺りを見廻すと緑が目に映りまぶしく感じられます。
つい先日までツツジが赤く染まっていたかと思えばバラも色とりどりの花を咲かせておりました。
週末ゆったりとした時間が流れる中で、郊外の環境が季節の移り変わりを感じさせてくれて心が和みます。
今年は温暖化の影響か冬から春、そして初夏への季節感が乏しく感じられます。
梅雨入りも遅れておりましたが、やはりアジサイの美しい季節が訪れました。
これといった趣味を持たない筆者ですが少しだけガーデニングの真似事をしております。
アジサイは何といっても栽培が簡単で、枝を折って地面に挿しておけば自然に殖えてしまいます。
そして、肥料さえ与えておけば勝手に大きくなり花をどんどん咲かせてくれます。
花はドライフラワーにすることも出来ますので、怠け者の筆者に適している花かもしれません。
消毒や肥料やりなどで手間のかかるバラの如く高貴でゴージャスな雰囲気には及びませんが、梅雨時の雨垂
れとアジサイは妙によく似合います。
アジサイは日本原産の花木といわれているだけあって、その風情は不思議と日本的に感じられます。
余りにも種類が多いので名前も覚えきれませんが、その中でも母種ガクアジサイの仲間である ”隅田の花火”、
山間に自生し小さくて可憐な花を咲かしている趣の “山アジサイ（紅）”、そして最もアジサイらしく青紫色の
オーソドックスな花を咲かせる “西洋アジサイ”が筆者の好みです。

“隅田の花火”

“西洋アジサイ”

“山アジサイ（紅）”

アジサイの語源は諸説あるらしいのですが、真に集まって青く咲く花 ”集真藍”、”集（あつ）－真藍（さあい）”
という読みが変化してきたもの、一般的な漢字の ”紫陽花” は中国に由来するものの、アジサイとは別の花
という説が有力のようです。
アジサイの花は、いや実際に花に見える部分は萼（ガク）と称されている部分で、本来の花は中心の小さく丸ま
っている部分ですが、郡生しているアジサイに大輪の花が咲き誇ると確かに見応えがあります。
アジサイ寺として有名な鎌倉の明月院や長谷寺の見頃はそろそろ終盤に近づいておりますが、山間部であ
る箱根登山電車沿線の開花時期は少し遅めですので、皆さんも機会があれば一度散策されては如何でしょう
か。湿っとりとしたアジサイの季節が過ぎると太陽の花、向日葵の季節を迎えます。
そして地元湘南にもいよいよ本格的な夏が訪れ、海水浴客やサーファーで賑い始めます。
６

“Beautiful season of hydrangea - the beginning of sunflower summer -”
Michihiro (Mike) Nomura, President , Gleason Asia Co., Ltd.
I have an opportunity to get in touch with foreign people because of business. When we occasionally
have drinks together, I was asked how long it takes to go back home. He was amazed when I replied by
saying it takes more than two hours since I have to change trains several times.
This might be normal lifestyle for many Japanese but for foreign people, this seems abnormal for
spending such a time for commute. When I look back, as a writer myself is amazed for spending
decades commuting to Tokyo.
I still commute to Tokyo these days but you can’t blame anyone since I preferred to live in a suburban
area, surrounded by nature whereas living in a convenient city.
While taking a walk around my house, you could realize that the new green leaves are dazzling.
The azaleas had stained in red and colorful roses had blossomed recently. In the relaxed time flame
during the weekends, the suburban environment let me realize the season changes, relieving my heart.
This year, the sense of the season from winter to spring, spring to
early summer seems lost, which might have something to do with
the global warming. The rainy season is somewhat late, although
the beautiful season of hydrangea is under way.
I have no particular hobby, but I enjoy some gardening once in a
while. Hydrangea is easy to cultivate, just need to trim the
branches and plant it in the garden.
All you need to do from there is give them some fertilizer and it will
grow itself and bear an abundance of flowers. Hydrangea could be
made into dried flowers too so it might be suited for lazy person
like myself.
Hasedera in Kamakura
Hydrangea might not be distinguished-looking like the roses, where you need great cares to disinfect
and fertilize, the raindrop and hydrangea during the rainy season matches extremely well.
Hydrangea is said to be native to Japan, which might be the reason it suits the taste of Japan.
Although it is difficult to remember all the names, I would like to mention few of my favorites.
“Sumida no Hanabi,” which is related to hydrangea macrophylla, is known for the similarities to fireworks
exploded in the night sky. Hydrangea serrata, which is also called mountain hydrangea, is native to the
mountains and blooms small and lily flowers.
The most orthodox hydrangea is the hortensia, which blooms blue-purple flower.
There are several theories about the origin of words for hydrangea in Japanese. Hydrangea is called
“Ajisai” in Japanese. The pronunciation came from three kanji characters “集真藍”, which means blue
flowers gathering together in one. The kanji “集” and “真藍”, which is pronounced “atu” and “sai”
respectively, transformed into word “Ajisai” over the years. But in modern Japanese kanji, we do not use
“集真藍” for writings. We use the kanji “紫陽花” instead. Most commonly mentioned theory is that the
kanji “紫陽花” came from China, although this kanji represents different kind of flowers in China. The
hydrangea flowers grow in flowerheads at the ends of the stems. The flowerheads contain two types of
flowers, small fertile flowers in the middle of the flowerheads, and large, sterile bracket-like flowers in a
ring around the edge of each flowerhead. It is worth watching the hydrangea in full bloom.
The Meigetsu-in and Hasedera in Kamakura, which is famous for its hydrangeas are nearing an end of
a season. How about taking your time in the mountain areas around Hakone Tozan Railway where the
season has yet to come. When the rainy season of hydrangea is over, the season of sunflower begins.
In my local Shonan areas, the beachgoers and surfers will herald the start of summer season.
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★理事会

Directors’ Meetings

月 日
平成２２年４月 ８日

主な報告 ･ 審議事項
平成２１年度決算案及び平成２２年度予算案の承認、IMTS2010 視察団、JIMTOF2010 報告事項

５月１３日

平成２２年度総会資料・懇親会の確認、IMTS2010 視察団、JIMTOF2010 関連団体説明会

６月１０日

IMTS2010 視察団、JIMTOF2010 の行事、2010/2011 ダイレクトリー発行、４月度輸入統計

７月 ８日

IMTS2010 視察団、会報７月号、2010/2011 ダイレクトリー、5 月度輸入統計

Date

Main

Issues

April 08, 2010

Approval of Financial statement 2009 & Budget Plan 2010, IMTS2010, Details of JIMTOF2010

May 13

Agenda of members' meeting & Reception 2010, IMTS2010, Briefing Session of JIMTOF2010

June10

IMTS2010, Events for JIMTOF2010, JMTIA Directory 2010/2011, Import Statistics April

July 08

IMTS2010, JMTIA NEWS July Issue, JMTIA Directory 2010/2011, Import Statistics May

★ＪＩMTＯＦ２０１０ ニュース

JIMTOF2010 NEWS

＊第３回協賛団体説明会
４月２７日（火）に東京ビッグサイトで開催され、主催者より各団体別出展小間数、出展小間配置、統一テーマ、
出展者マニュアル、今後の予定等の説明があった。
The 3rd Presentation to the cooperating organizations was held on April 27 (Tue) at Tokyo Big
Sight and the organizers explained to the cooperating organizations the allocation of booths to each
organization, exhibition hall floor plan, common theme, Exhibitors Manual and a prearranged schedule,
etc.

＊ＪＭＴＩＡ会員向け出展者説明会
５月１８日（火）に、虎ノ門オカモトヤ会議室においてＪＩＭＴＯＦ事務局によるＪＭＴＩＡ会員の出展者に対する
「出展者マニュアル」についての説明会が開催され、会員企業３１社の４３名が参加した。
A Briefing Session for JMTIA Members was held on May 18 (Tue) at the conference room of
Okamotoya, Toranomon and the staff of JIMTOF office explained to JMTIA members the details of
“Exhibitors Manual” where 43 persons in charge of 31 member companies attended.

＊スイス・デー
１１月１日（月）午後１２時より、昼食会とセミナーが開催される予定。
“SWISS Day” Luncheon and Seminar will be held from 12:00 noon, Nov. 1 (Mon) at JIMTOF2010.

＊協会デー
１０月３１日（日）午後５時３０分より、協会デー懇親会が開催される予定。
“JMTIA Day” (Reception) will be held from 17:30, Oct. 31 (Sun) at JIMTOF2010.

＊ドイツ・デーは開催されないことになった。 “German Day” has decided not to be held at JIMTOF2010.

★ ＪＭＴＩＡダイレクトリー ２０１０/２０１１年版の発行
Issue of JMTIA Directory 2010/2011
６月中旬までに各会員企業により、協会のホームページに記載された取扱品目その他の変更項目を修正して、
そのデータによってダイレクトリーを編集する。
発行時期は、平成２２年８月中旬の予定。
Each member company is requested to revise correctly its commodities or other items in the website of
JMTIA by the middle June and a new directory shall be compiled from the revised data in the website.
A new directory shall be issued by the middle August, 2010.
８

★会員の異動

Change of Membership

＊退 会
Withdrawal
平成２２年３月３１日付け
as of March 31, 2010
興銀リース株式会社
（賛助会員）
IBJ Leasing Company, Limited (Supporting members)
三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ株式会社（賛助会員）
伊藤忠ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 （賛助会員）
日本ディエムジー株式会社 （機械部会）

Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co., Ltd. (Supporting members)

ITOCHU LOGISTICS CORP. (Supporting members)
DMG Nippon KK (Machinery Div.)

＊会員名義変更
Change of Membership
平成２２年３月２１日付けにて、取扱品目の変更により会員名義が変更された。
Membership has been changed due to the transition of commodities on March 21, 2010.
安川シーメンス オートメーション・ドライブ株式会社 ⇒ シーメンス株式会社
Yasukawa Siemens Automation & Drives Corp.

⇒

Siemens K.K.

＊会員社名変更
Change of Company Name
平成２２年４月１日付けにて社名変更 A company name has been changed on April 1, 2010.
伊藤忠メカトロニクス株式会社 ⇒ 伊藤忠マシンテクノス株式会社
ITOCHU MECHATRONICS CORP.
⇒ ITOCHU MACHINE-TECHNOS CORP.
コー・ヨー精機株式会社
⇒ ガンロ精機株式会社
KOYO SEIKI CO., LTD.
⇒
GANRO INDUSTRIAL CORP. (Japan)

★経済産業省からの通達

Announcement of METI

＊「チャレンジ２５キャンペーン」

”Challenge 25 Campaign”

２００９年９月鳩山総理が我が国の目標として、温室効果ガス排出量を２０２０年までに１９９０年比で２５％削減する
ことを表明した。政府では、地球と日本の環境を守り未来の子どもたちに引き継いでいくため、あらゆる政策を
総動員して地球温暖化防止を推進することとしており、そのための国民的運動を「チャレンジ２５キャンペーン」と
して、２０１０年１月１４日より新たに展開することにした。
In September, 2009, Prime Minister Hatoyama formally announced that Japan will aim at a target to reduce
greenhouse gas emission by 25% by the year 2020 compared to the year 1990.
The government has decided to newly promote a national movement called as “Challenge 25 Campaign” to
stop the global warming by mobilizing all the policies since January 14, 2010, in order to protect the global
and Japan’s environment so that we can hand them over to the children in the next generation.
詳細については、下記ウェブサイトをご参照下さい。
Please refer to the attached website for details;
http://www.challenge25.go.jp/index.html

＊「夏季の省エネルギー対策」

“Energy Saving Programs in the Summer”

平成２２年５月２５日付け内閣府の通達として、「夏季の省エネルギー対策について」要請があった。
政府自らが一層の省エネルギーを進める観点から、１７項目の具体的な事項を実施すると共に、
地方公共団体等に対して同様に取組むように強く協力を要請した。
Cabinet Office requested us to carry out “Energy Saving Program in the Summer” by an official notice of
May 25, 2010.
The Government itself will execute 17 items of specific measures from a point of view to accelerate the
energy saving more drastically and at the same time strongly requested local government to execute the
same items as well.
詳細については、６月４日付け各会員あて e-mail をご参照ください。
Ｆor more details, please refer to e-mail of June 4 sent to member companies.

＊「人事異動 （工作機械担当者のみ）」
課長補佐
：
Deputy Director :
生産機械二係長 ：
Assistant Director

METI Personnel Changes

(Personnel in charge of machine tool only)
鈴木晴光氏 ⇒ 永山純弘氏 （７月１日付け）
as of July 1, 2010
Mr. Harumitsu Suzuki
⇒ Mr. Yoshihiro Nagayama
土井義人氏 ⇒ 黒岩 壮氏 （７月１日付け）
as of July 1, 2010
: Mr. Yoshihito Doi ⇒ Mr. Takeshi Kuroiwa

９

米国国際製造技術展（ＩＭＴＳ２０１０）視察団への参加のお勧め
米国国際製造技術展(IMTS2010)は米国シカゴにて偶数年に開催され、ヨーロッパのＥＭＯ，日本のＪＩＭＴＯＦ，
中国のＣＩＭＴと並んで、世界四大工作機械見本市のひとつとされ今回で２８回目となります。
今回は約１１万㎡の出展スペースに、約１，１００社が出展し、９万２千人以上の来場者が見込まれています。
日本工作機械輸入協会では、工作機械の輸入業者ならびにユーザーの皆様のために、ＩＭＴＳ２０１０を視察する
ことによって輸入工作機械への理解を深めていただき、輸入促進を図るために格安な費用による視察ツアーを
企画いたしました。 世界中から出展される最新の工作機械とその周辺機器の情報を収集し、新技術と新製品
の発掘、商談の促進を目的としております。
当協会では、これまでの経験を活かしてより一層きめ細かいサービスを提供させていただきますので、
この機会にできるだけ多数の関係者の皆様にご参加いただきたく、お申込をお待ちしております。
尚、設定された日程の変更につきましても、できる限り対応させていただきますので、ご遠慮なくお申し付け
くださいますようお願い申し上げます。
年 月 日

曜

2010 年
9 月 14 日

発

着

地

時

刻

交通機関

東京（成田）発

夕

刻

航 空 機

摘

要

食

成田空港集合。直行便にてシカゴへ

～日付変更線通過～

火
シ カ ゴ 着

午

後

機

着後、専用バスでホテルへチェックイン
【シカゴ泊】

9 月 15 日

水

IMTS2010 International Manufacturing Technology Show 視 察

朝

≪国際工作機械見本市視察≫
開催期間 ： 2010 年 9 月 13 日（月）～9 月 18 日（土）
開催会場 ： シカゴ・マコーミックプレイス
《主要出展品目》

シカゴ滞在

工作機械・工業技術、金属加工機械、金属製品、精密工具、金型、板金
加工機、ワイヤー加工機、パイプ加工機、CAD／CAM、組立技術、遠隔
操作技術、自動化技術、産業ロボット、表面処理技術、計測・試験機器、
鋳型製造、各種工具、ソフトウェア、廃棄物処理、複合素材・新素材加工、
各種サービス 他
※見本市会場まではシャトルバスを利用頂きます。
【シカゴ泊】

9 月 16 日

IMTS2010 視察

木

朝

※見本市会場まではシャトルバスを利用致します。
【シカゴ泊】
9 月 17 日

IMTS2010 視察

金

朝

※見本市会場まではシャトルバスを利用頂きます。
【シカゴ泊】
9 月 18 日

土

シ カ ゴ 発

午

前

航 空 機

ホテルより専用バスにて空港へ。

朝

搭乗手続き終了後、空路直行便で帰国の途へ
【機中泊】
9 月 19 日

日

東京（成田）着

午

後

成田空港到着後、解散

※利用予定航空会社：ユナイテッド航空(UA)
※日程の延長等ご希望の場合はお問い合わせください。
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機

会

期：２０１０年９月１３日（月）～９月１８日（土）

会

場：シカゴ・マコーミックプレイス

主

催：ＡＭＴ（米国製造技術協会）

開催周期：２年に 1 回
出展品 ：工作機械・金属加工、金属製品、工具、金型、研削、
仕上げ削り、成形加工、レーザー、電機機械加工、
コンピューター制御、オートメンション、品質管理、
産業用機械・設備、製造・生産技術、環境保護等
マコーミックプレイス

ＩＭＴＳ２０１０では世界中の最新の製造技術を見学できます。
展示パビリオンは工作機械及び周辺機器のジャンル別に分けられている
ので、必要とする分野の製品や技術を集中して見学できます。
展示会場では、「産業を刺激する日」として、航空宇宙産業・自動車・エネル
ギー･医療分野のトップによる基調講演や、素材、加工技術の傾向、これま
でと異なる製造プロセス、計量方法、工場運営等に関する様々な会議の
プログラムが用意されているので、知識や見識を広めたり、自社製品の
生産性や 製造上の課題に対するヒントを探す手がかりとしてご活用下さい。
（添付写真はすべて、前回ＩＭＴＳ２００８のイメージです）
東館

南館

（切削型工作機械）

北館（歯車加工機・研削盤その他）

西館

１１

（CAD/CAM, EDM その他）

（切削工具・ホルダー類その他）

イノベーションセンターにおける基調講演

July 1, 2010

Machine Tools, imported to Japan (by Type of Machine)
- Prepared by Japan Machine Tool Importers' Association ( Million Yen )

1999
Turning Machine
Drilling/Boring Machine
Milling Machine
Grinding Machine
Gear Cutting/Grinding/Finishing
Machining Center
Transfer Machine
Machines, operated by Laser ※
EDM (including wire-cut)
Other Physico-Chemical Machine
Sawing/Broaching/Tapping
Metal Cutting Machine Tool Total
Metal Forming Machine Total
Machine Tool, Total

2000

2001

2,159 2,446 2,375
855
738 1,192
1,081 1,120 1,171
5,824 7,088 7,858
2,592 1,058 3,037
1,752
656 2,555
280 1,442 1,041
9,815 10,946 11,664
8,291 8,744 7,021
1,432 3,494 3,411
1,573 2,737 1,614

2002
2,026
944
705
5,383
3,556
1,783
871
8,127
4,359
1,563
1,809

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,060 5,235 6,177
787 1,040 1,246
770
841 1,846
6,537 8,747 11,164
4,817 2,825 8,701
1,796 2,411 3,777
685 1,172
645
9,096 13,039 12,612
5,384 6,467 10,223
1,558 1,548 1,240
1,598 2,779 2,428

7,026 9,662 11,999 5,796 7,569
2,250 2,112 1,529 1,142
454
4,931 2,751 1,951 1,037 2,231
13,428 15,321 13,190 5,108 5,274
10,699 6,982 4,556 3,381 1,839
4,620 4,528 5,167 2,851 1,920
1,845 1,573 1,516
929
350
16,797 12,267 7,020 3,129 3,260
10,817 11,202 8,569 1,801 1,992
1,008 2,321 1,388
762 1,262
3,598 3,882 3,329 2,771 2,226
35,654 40,469 42,939 31,126 35,088 46,104 60,059 77,019 72,601 60,214 28,707 28,377
9,146 7,523 10,577 8,138 10,193 12,829 14,961 17,391 17,997 16,815 13,322 8,310
44,800 47,992 53,516 39,264 45,281 58,933 75,020 94,410 90,598 77,029 42,029 36,687

※ include 111 for machines operated by ultrasonic wave

2010 = (Jan.〜May, 2010) x 12/5

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Turning Machine

Drilling/Boring Machine

Milling Machine

Grinding Machine

Gear Cutting/Grinding/Finishing

Machining Center

Transfer Machine

Machines, operated by Laser ※

EDM (including wire-cut)

Other Physico-Chemical Machine

Sawing/Broaching/Tapping

Metal Forming Machine Total
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日本工作機械輸入協会会員名簿
MEMBERS' LIST
( ABC 順）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

＊
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ｍ
M
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Ｔ
T
T
T
T
T
T
T
T
Ｔ
R
R
R
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H

＊ Ｍ
Ｔ
R
S
H

会 社 名

２０１０年７月１日現在
July 1 , 2010

( in alphabetical order )
Company Name

株式会社ｱｼﾞｴ･ｼｬﾙﾐｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
株式会社ｷｬﾌﾟﾃﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
株式会社シーケービー
株式会社ユーロテクノ
藤田商事株式会社
グリーソン・アジア株式会社
株式会社ゴーショー
伊藤忠ﾏｼﾝﾃｸﾉｽ株式会社
日本ｸﾘﾝｹﾞﾙﾝﾍﾞﾙｸﾞ株式会社
レイボルド株式会社
マーポス株式会社
株式会社ミクロン東京
ＮＫワークス株式会社
株式会社エスアンドエフ
株式会社エス・ティー・シー
ｼｽﾃﾑ･ｽﾘｰｱｰﾙ日本株式会社
株式会社高田商会
株式会社ﾕﾆﾃｯｸ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
フォルマー・ジャパン株式会社
ワルター・ジャパン株式会社
ＹＫＴ株式会社
ﾌﾞﾗｻﾞｰ･ｽｲｽﾙｰﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
BPジャパン株式会社
ダイナミックツール株式会社
株式会社ダイマック
株式会社エロワ日本
フックス ジャパン株式会社
福田交易株式会社
ガンロ精機株式会社
ハイウィン株式会社
マール・ジャパン株式会社
株式会社ムラキ
株式会社ノア
大阪工機株式会社
株式会社ライノス
リタール株式会社
シェフラー・ジャパン株式会社
シュンク・ジャパン株式会社
シーメンス株式会社
SMW-AUTOBLOK株式会社
飯田電機工業株式会社
三宝精機工業株式会社
株式会社 昇 栄
正栄株式会社
株式会社ﾔﾏｻﾞｷ工業
米国大使館 商務部
英国大使館 商務部
フランス大使館 企業振興部
ドイツ連邦共和国大使館 経済部
在日ドイツ商工会議所
イタリア貿易振興会
スペイン大使館 商務部
スイス・ビジネス・ハブ 日本事務所
台湾貿易センター 東京事務所

AGIE CHARMILLES Japan LTD.
CAPTAIN INDUSTRIES INC.
CKB CORPORATION
EURO TECHNO INC.
FUJITA SHOJI Co.,Ltd.
Gleason Asia Co., Ltd.
GOSHO CO., LTD.
ITOCHU MACHINE-TECHNOS CORP.
KLINGELNBERG (JAPAN) LTD.
LEYBOLD CO., LTD.
MARPOSS K.K.
MIKRON LTD. TOKYO
NK WORKS CO., LTD.
S & F INC.
SWISS TECHNOLOGY CO., LTD.
SYSTEM 3R JAPAN CO., LTD.
TAKATA & CO., LTD
UNI TECH CORPORATION
Vollmer Japan Corporation
Walter Japan KK
YKT CORPORATION
BLASER SWISSLUBE JAPAN CO., LTD.
BP Japan K.K.
DYNAMIC TOOLS CORPORATION
DIMACH CO., LTD.
EROWA NIPPON LTD.
FUCHS JAPAN LTD.
FUKUDA CORPORATION
GANRO INDUSTRIAL CORP. (JAPAN)
HIWIN CORPORATION
Mahr Japan Co., Ltd.
MURAKI LTD.
NOAH CORPORATION
OSAKA KOHKI CO., LTD.
Rhinos Co., Ltd.
Rittal K.K.
Schaeffler Japan Co.,Ltd.
SCHUNK Intec K.K.
Siemens K.K.
SMW-AUTOBLOK K.K
IIDA ELECTRICAL WORKS Co., Ltd.
SANPO SEIKI Co., Ltd.
SHOEI CO., LTD.
SHOEI LTD.
Yamazaki Kogyo Co., Ltd.
Commercial Section, American Embassy
Commercial Department, British Embassy
French Trade Commission, Embassy of France
Economic Department, Embassy of Germany
German Chamber of Commerce and Industry in Japan
Italian Trade Commission
Economic and Commercial Office, Embassy of Spain
Swiss Business Hub Japan
Taiwan Trade Center

正会員、 機械部会員
正会員、 工具・機器部会員
正会員、 メンテナンス部会員
賛助会員
名誉会員

Regular members, Machinery Division
Regular members, Tool ＆Accessory Division
Regular members, Maintenance Division
Supporting members
Honorary members

１３

TEL
045-450-1521
03-5674-1161
03-3498-2131
03-3391-1311
047-351-3351
03-5560-2801
03-5911-6333
03-5640-0726
045-473-8923
03-3272-1861
03-3772-7011
045-472-1001
03-3864-5411
03-5714-5050
03-5537-0050
03-5840-7383
03-3254-2681
03-3432-4828
048-640-6363
0566-71-1666
03-3467-1251
03-5846-3195
03-5719-7214
0774-98-0518
03-3761-1121
03-3437-0331
047-498-3200
03-5565-6811
03-6276-6998
078-262-5413
045-540-3591
03-3273-7511
03-3845-0811
06-6765-8212
06-6766-7770
045-478-6801
045-476-5900
03-3774-3731
03-3599-1300
052-504-0203
03-3409-3331
045-822-3561
0297-84-2677
03-3667-7121
03-5305-5091
03-3224-5086
03-5211-1168
03-5798-6108
03-5791-7700
03-5276-8720
03-3475-1401
03-5575-0431
03-5449-8400
03-3514-4700

FAX
045-450-1524
03-5674-1190
03-3498-2356
03-3391-1310
047-351-5095
03-5560-2955
03-5911-8107
03-5640-0741
045-473-6218
03-3281-4490
03-3772-7003
045-472-2022
03-3864-6752
03-5714-5066
03-5537-0052
03-5840-8723
03-3252-2865
03-3432-4868
048-640-6330
0566-71-1668
03-3485-7990
03-5846-3196
03-5435-2273
0774-98-0558
03-3761-1131
03-3437-0353
047-492-2416
03-5565-6816
03-6276-6098
078-262-5686
045-540-6252
03-3281-2243
03-3845-0814
06-6762-7951
06-6766-7778
045-478-6880
045-476-5921
03-3776-6500
03-5500-3230
052-504-0205
03-3409-3827
045-824-0151
0297-84-2364
03-3667-1040
03-5305-5092
03-3589-4235
03-3265-5580
03-5798-6082
03-5791-7746
03-5276-8733
03-3475-1440
03-5575-6431
03-3473-6090
03-3514-4707
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