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平成31年（2019年）年頭所感

日本工作機械輸入協会
会長 中川 貴夫

New Year’s Message 2019

New Year’s Message 2019
Takao Nakagawa
Chairman
Japan Machine Tool Importers’ Association

At this beginning of 2019, I wish you a happy New
Year, and thank you very much for your support and
cooperation in our association’s activities over the
past year.
Imported machine tools lay at the very foundation of
Japan’s modernization and industrialization, and our
association has contributed much to their
development and promotion. In this global era, the
association is committed to make even greater efforts
to support the “monozukuri or manufacturing of
Japan.”

2019 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を
申し上げます。旧年中は当協会の事業活動にご
支援ご協力を賜りまして、誠にありがとうございま
した。
輸入工作機械は日本の近代化や工業化の基盤
を成すものであり、当協会はその発展と推進にお
いて貢献してまいりました。今後も、グローバル時
代における「日本人のものづくり」を支えるため、
一層の努力をしていく所存です。
昨年 2018 年の工作機械の輸入通関実績は、約
1060 億円（予想）となり、一昨年 2017 年の約
890 億円から約 19%増となりました。

昨年 11 月に開催されたJIMTOF2018 は、15 万
人を超える来場者を迎え、大盛況に終わりました。
協賛団体といたしまして、来場者、出展者そして
関係者の皆様に厚く感謝申し上げます。
また、当協会会員企業様におきましては、これを
機に社業ひいては業界の益々の活性化に導か
れるものと信じております。
さて、今年は平成最後の年、来年 2020 年は、東
京オリンピック・パラリンピックと、この 2 年間、我
が国は世界中の注目を集めます。

The 2018 statistics for imported machine tools are
estimated to be about 106 billion yen; an approximate
19% increase on the 89 billion yen of 2017.
The November JIMTOF 2018 had over 150,000
visitors and was a great success. As one of the
cooperating organizations, we deeply appreciate the
efforts of the visitors, exhibitors, and all those who
made it such a triumph.
We are sure that association members will have
made the best of this opportunity to increasingly
revitalize their business and eventually industry
nationwide.
Over the next couple of years, Japan will certainly
draw world-wide attention; 2019 is the last year of the
Heisei era, and 2020 will see the Tokyo Olympic and
Paralympic Games.
These are exciting times and JMTIA as well will firmly
support the Japanese economy through monozukuri,
and make a truly noteworthy contribution.
Lastly, to conclude my New Year’s greetings, I wish
you all a very prosperous coming year.
End

当協会でも、ものづくりを通じて日本経済をしっか
りと支え、世界の注目に恥じない貢献をしてまい
る所存です。
最後に、皆様にとりまして、本年が最良の年とな
りますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。
以上
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平成31年（2019年）年頭所感

経済産業省 製造産業局
産業機械課長
玉井 優子

平成31年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げ
ます。
我が国経済は、安倍政権発足から６年での様々な
改革や金融・財政政策によって名目ＧＤＰは54兆
円増加、正社員の有効求人倍率は１倍を超え、
2％程度の高水準の賃上げが５年連続で実現する
など、着実に成長軌道に乗りつつあります。
こうした中、ロボットやAI、IoT技術の登場により、
新たな付加価値や製品・サービスが生まれるなど、
企業を取り巻く競争環境は劇的に変化しています。
第４次産業革命時代に、日本が勝ち残り、世界を
リードしていくためには、様々な業種や企業、人、
機械、データなどが繋がる「Connected Industries」
の実現が重要な鍵となります。このコンセプトは、
データを介して、様々な繋がりが生まれることで、
新たな産業や付加価値の創出、社会課題の解決
につなげていくものです。日本の強みはものづくり
の現場にある、と言われますが、日本の製造業は
深刻な人手不足に直面しています。こうした現場に、
ロボットやAI、IoTなどの技術を導入することで、人
材育成や技能の伝承などを実現していく必要があ
ります。
また、アジアを中心とする新興国の成長を取り込
み、日本の優れた技術を世界に展開していくことも
重要な課題です。そのため、最先端のインフラシス
テム輸出や国内外の企業の連携等による海外展
開を後押しすべく、関係部署とも連携しながら、海
外進出のための環境整備等を積極的に実施して
まいります。
こうした取組に加え、中小企業の取引条件を改善
し、サプライチェーン全体で付加価値を生み出す
取組も不可欠です。産業機械業界では、業種別の
自主行動計画が策定され、着実に取引適正化の
取組が進んできています。発注側、受注側双方の
理解、協力を進め、企業間取引が『Win-Win』の関
係となるよう、引き続き、下請取引適正化を産業界
全体で進めて頂きたいと思います。
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New Year’s Message 2019
福島の復興は、経済産業省の最重要課題です。
経済産業省では、福島県とともに、「福島イノベー
ション・コースト構想」の中核となるロボットテスト
フィールドの整備等に取り組んでいます。ロボット
テストフィールドは、試験飛行や実証実験を行える
場です。来年3月に全面開所予定であり、ワールド
ロボットサミット2020も開催予定です。産学官の関
係者に広く活用いただきたいと思います。
本年１０月には消費税率引き上げが予定されてお
り、増税後の反動減も懸念されているところですが、
こうした影響によって景気の腰折れやデフレ脱却
に向けたチャンスを逃してはなりません。そのため、
経済産業省では各種支援策を通じて、国内景気の
下支えや、果敢にチャレンジする企業を応援してま
いります。
これからも皆様の現場の生の声をお伺いし、それ
を産業政策に生かしていきたいと考えております。
何かお困りごとやご提案などがございましたら、ど
うぞお気軽にお声を掛けてください。
最後になりましたが、本年は、新しい元号がスター
トする節目の年でございます。本年が、皆様方に
とって更なる飛躍の１年となりますよう祈念いたし
まして、新年の挨拶とさせていただきます。

Yuko Tamai
Director, Industrial Machinery Division,
Manufacturing Industries Bureau,
Ministry of Economy, Trade and Industry

In this New Year of 2019, I wish you all a happy
New Year.
Thanks to the wide-ranging reforms and financial
and fiscal policies introduced over the last six
years of the Abe government, Japan’s economy
is on track, as shown by an increase of 54 trillion
yen in the nominal GDP; the ratio of job offers to
seekers for full-time employment standing at
more than 1.0; and high-level wage increases of
2% or so for 5 consecutive years.

平成31年（2019年）年頭所感

Under such circumstances, the advent of robots,
AI, and IoT technology has contributed to creating
new added value, products, and services, and
consequently the competitive environment for
businesses is also dramatically changing.
To ensure that in the Fourth Industrial Revolution,
Japan holds her own as a world leader, it is vital
to realize “Connected Industries” linking various
business categories, companies, human
resources, machinery, and data, etc. In this
concept, through the intermediary of data, various
kinds of connection are made, thereby leading to
the creation of new industries and added value
and the development of solutions to social
problems. It is said that Japan’s strength is found
in the worksite of monozukuri or manufacturing;
however, Japan’s manufacturers are now
confronted with a serious labor shortage. By
introducing the technologies of robots, AI, and IoT,
etc., we need to develop human resources and
pass technical skills down on to the next
generations.

Year’s
Speech
In addition, it is alsoNew
an important
challenge
to win
over the growth of emerging nations mainly in
Asia, and thus expand Japan’s outstanding
technologies throughout the world. To tackle this,
in cooperation with related divisions, we will
actively develop an environment to encourage
launches into foreign markets, back up the export
of leading-edge infrastructure systems, and
support overseas expansion of domestic and
international company partnerships.
In addition to these initiatives, it is also
indispensable to make efforts to improve the
transaction conditions of small-to-medium
enterprises and create added value
throughout the whole supply chain. In the
industrial machinery industry, each business
category has drawn up a voluntary action
plan; steady progress is being made to
improve subcontracting transactions. To
encourage Win-Win transactions between
vendor and purchaser companies, it is
important to foster cooperation and deepen
mutual understanding, and the whole of the
industry is requested to continue improving
subcontracting transactions.

New Year’s Speech

The reconstruction of Fukushima is an issue
of the greatest importance for the Ministry of
Economy, Trade and Industry (METI). Along
with Fukushima Prefecture, METI is now
working on the development of the robot
test field, which will be the heart of the
“Fukushima Innovation Coast Vision.” The
robot test field is a site allowing test flights
and demonstration experiments. The full
opening of the facility is scheduled in March
next year, and it is also expected to host
World Robot Summit 2020. I hope that the
facility will be extensively used by those
who are involved in industry, academia and
government.

In October 2019, an increase in the
consumption tax rate is anticipated, and there is
concern about a follow-on slump; however, we
must not allow this to stall our economic
recovery and miss the chance of breaking away
from deflation. Through a variety of support
measures, METI will provide underpinning for
the domestic economy, and assistance to those
companies resolutely taking on the challenges
of the market place.
We look forward to hearing opinions from your
worksites, and wherever practicable,
incorporating them into industrial policy. If you
have any problems or proposals, please feel
free to contact us.

This year marks the beginning of a new imperial
era and a turning point. To conclude my New
Year’s greetings, I would like to offer a prayer
that this year will be one of great achievements
for all of you.
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平成31年 賀詞交歓会
平成31年賀詞交歓会は、1月8日（火）17:30より
第一ホテル東京4F「プリマヴェーラ」において、
会員約110名、来賓50名の出席のもとに盛大
に開催された。
まず、中川会長から、年頭の挨拶があった。
（ご挨拶の主旨）

New Year’s Reception 2019
さて、昨年はIMTSにご参加３８名と大変ご理解ご協力を
頂きました。
今年はまたEMOの年です。今年の視察団コースはスイ
ス企業への訪問を計画しております。奮ってご参加をお
待ち申し上げます。
今年平成最後の年、そして来年はオリンピック・パラリン
ピックと、我が国はこの2年間世界中の注目を集めてい
きます。
これらに伴う世の中の変化、対応にも協会活動と並行
して注目していきたいと思います。
当協会、おかげさまで若い力で、企画委員会、広報委
員会、見本市委員会と活気があります。イベントや飲み
会あるいは国内外へのツアーを通じて、会員間の交流
も盛んです。
新たな年、協会の使命を改めて振り返り、皆さんととも
に次の元号に力強く歩んで参りますことを年頭の誓いと
致します。

中川会長

2019年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し
上げます
旧年中は当協会の事業活動にご支援ご協力を賜りま
して、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げ
ます。
輸入工作機械は日本の近代化や工業化の基盤を成
すものであり、当協会はその発展と推進において貢献
してまいりました。今後も、グローバル時代における
「日本人のものづくり」を支えるため、一層の努力をし
ていく所存です。
昨年2018年の工作機械の輸入通関実績は、約1102
億円となり、一昨年2017年から大幅に増加し、約
24%Upとなりました。
年末にも触れましたが、当協会では昨年2月7日から9
日にかけて3日間、パシフィコ横浜での「テクニカルショ
ウ ヨコハマ2018」に出展いたしました。
輸入協会のバナーのもと、会員企業様10社が共同出
展され、世界の特長ある「輸入機と周辺機器」をご紹
介する、という新たなチャレンジをしてみました。
今年もまたこのテクニカルショウ ヨコハマ2019に継続
出展することを決定しております。
ぜひとも足をお運び頂き、協会活動の一端をご覧いた
だければ幸いです。
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最後に、皆様にとりまして、本年が最良の年となります
よう祈念いたしまして、私の新年のご挨拶とさせていた
だきます。
ご静聴ありがとうございました。
以上

New Year’s Reception 2019 was held 17:30 PM
on Wednesday, January 8.2019, at the Daiichi
Hotel Tokyo,4F “PRIMAVERA” on a grand
scale. Approximately 110 members and 50
guests attended .
Firstly, Chairman Mr. Nakagawa made a New Year
address as per the below details.(A summary of
speech)

At this beginning of 2019, I wish you a happy
New Year, and thank you very much for your
deeply appreciated support and cooperation in
our association’s activities over the past year.

Imported machine tools lay at the very foundation
of Japan’s modernization and industrialization,
and our association has contributed much to their
development and promotion. In this global era,
the association is committed to make even
greater efforts to support the “monozukuri or
manufacturing of Japan.”
The 2018 statistics for imported machine tools
are be about 110 billion yen; a 24% or so
significant increase on 2017.

平成31年 賀詞交歓会
As I am sure you will recall last year our association
exhibited for three days at the Technical Show
Yokohama 2018 held at Pacifico Yokohama from
February 7 to 9.
Under the banner of the JMTIA, 10 members jointly
exhibited and took on the new challenge of
introducing a superb range of “imported machines and
auxiliary equipment” to our domestic market.
It has already been decided to exhibit again in this
year’s Technical Show Yokohama 2019.
We very much hope you will visit and support the
association’s activities.

New Year’s Reception 2019

経産省の方々

Well, last year, thanks to your understanding and
cooperation, 38 people participated in IMTS.
EMO is held again in 2019. For the Observation Tour,
we are planning visits to Swiss companies, and you
are warmly invited to join us.
2019 is the last year of the Heisei era, and next year,
the Tokyo Olympic and Paralympic Games will be
held; Japan will certainly draw world-wide attention
during this time.
In these uplifting times, the association will keep in
step with any changes in society.

会場風景

Thanks to the power of youth, our association has
several dynamic committees; our Planning, Public
Relations, and Trade Show Committees are all
showing much vitality and initiative by organizing
events, parties, and domestic or overseas tours,
through which our members frequently meet and
network.
In this New Year, we will review the association’s
missions and together with your support, we promise
to do our best in this next imperial era.
Lastly, to conclude my New Year’s greetings, I wish
you all a very prosperous coming year.
Thank you for listening so attentively to my speech.
End

会場風景

会場風景

会場風景
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平成31年 賀詞交歓会

続いて経済産業省 製造産業局
産業機械課長補佐
潮崎 雄治様よりご祝辞をいただいた。
（ご祝辞の主旨）

潮崎課長補佐

昨年は明るい笑顔でお正月を迎えられて昨年一年
は非常に良い年だったと思いますが、今年は様々な
リスク要因を感じられていると思います。
Iot, AI, ロボットを利用することが進んできている。ビ
ジネスを変革していかなければならないと言う過渡
期に来ています。
通商関係も保護主義が台頭してきている。
経産省としてはまずはコネクティングインダストリー
をしっかり推進していくことだと考えています。

New Year’s Reception 2019

A congratulatory address was delivered by Mr.
Yuji Shiozaki, Assistant Director, Industrial
Machinery Division, Manufacturing Industries
Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry
(Key points of his speech)

The 2018 New Year was greeted with bright
smiles and I think the whole of 2018 was a very
good year; however, for this year, you are
probably feeling that there are some risks to keep
an eye on.
The application of IoT, AI, and robots is
increasingly advancing. Industry has reached a
period of transition, in which business must be
reformed.
In trade relations, protectionism is on the rise.
The Ministry of Economy, Trade and Industry
(METI) considers that its top priority is to
thoroughly promote Connected Industries.
2019 is the year of the Boar and just as the boar
is known for its immense power, METI will
wholeheartedly promote this scheme. All
members of JMTIA import excellent machines
from abroad, thereby firmly supporting our
manufacturing base. This year as well I would like
to ask you all to continue investing in automation
and contributing to Japan’s monozukuri.

今年は猪年です。経産省職員が一丸となって突破
力を持って進めて行こうと考えています。 輸入協会
の皆様には海外から優れた機械を輸入してしっかり
とモノづくりをささえていただいています。 今年も自
動化投資、引き続き日本の ものづくり を支えていた
だきたい。と挨拶された。

会場風景

8

平成31年 賀詞交歓会
乾 杯
スイス大使館 商務代表参事官
スイス・ビジネス・ハブ日本代表
クラウディオ・マツケリ氏

New Year’s Reception 2019
Toast
“Kanpai” by Mr.Claudio Mazzucchelli
Embassy of Switzerland in Japan
Head, Swiss Business Hub Japan

Dear Mr. Nakagawa, Chairman
JMTIA,
Dear Ms Tamai / Dear Mr.
Shiozaki (METI)
Ladies and Gentleman,
Dear Friends

スイス大使館マツケリ氏

中川会長、玉井課長、潮崎課長補佐、
ご臨席の皆様、明けましておめでとうございま
す。
本日はこのようなご挨拶の機会をいただきまし
て誠に有難うございます。
昨年は日本工作機械輸入協会及び会員の皆
様には大変お世話になりましたことを、まずは
スイスメム工業会になり代わりましてお礼申し
上げます。
昨年を振り返りますと、ハイライトは勿論
JIMTOFの大成功を挙げずにはいられません。
スイスの工作機械メーカーは史上最多の約
100社が参加し、日本市場が未だ拡大してい
ることを如実に示しました。スイスの参加メー
カーからは、日本のマーケットトレンドについ
ての肯定的なフィードバックが寄せられており
ます。
これだけの数の企業がJIMTOFに参加したとい
うことは、スイス工作機械メーカーの日本の顧
客に対するコミットメントが見て取れると思いま
す。但し、長年の付き合いやコミットメントを示
せば十分というものではありません。最新技術
の向上、先端技術の新しいソリューション、そし
て何より、迅速で信頼のおけるアフターサービ
スが重要であることは言うまでもありません。
スイス企業は常に日本のお客様にとって最適
なソリューションをご提供出来るよう努力を続
けてまいります。
本年は日本の新たな時代の幕開けの年でご
ざいます。私はスイスが引き続き日本の経済
発展に貢献していくものと信じております。両
国の友好と相互協力はますます盛り上がって
いくと思います。

それでは、日本と世界中の国々との絆が深ま
りますよう、そして世界の平和と繁栄、ご臨席
の皆様のご健康を祈念いたします。乾杯。

Thank you for giving me the honor of proposing a toast to this
Shinnenkai.
Let me begin by extending, also on behalf of Swissmem, my
best wishes to all the friends attending today's reception and
my warmest thanks to all the machine tool importers for the
strong support they have given to the Japanese machine tool
industry over the past year.
2019 is just starting now but let me first very briefly
look back at last-year.
With certitude, for us the highlight has been the very
dynamic JIMTOF: with the presence of about 100
Swiss companies to this trade show we reached a
new record in participation and this is also a
tangible sign of how the market in Japan is growing.
The feedback received from the Swiss participants
to the show just underlines their optimism and
confidence concerning this sector’s positive market
trend in Japan.
This big participation is also a demonstration of the
commitment of the Swiss machine tool manufacturers to their
clients in Japan.
But longstanding relation and commitment is not enough:
constantly improved state of the art technology, new solutions
at technological edge and also prompt and reliable after-sales
services are of extreme importance. Swiss companies are
constantly striving in reaching the best possible solutions for
their Japanese partners.
This year marks a start of the new era in Japan. I am confident
Switzerland will make still greater contributions to Japan’s
economic development; The friendly ties between the people
in our countries and the mutually beneficial cooperation will
further grow.
Now, please join me in a toast,to an in-depth growth of
cooperation between Japan and other countries,and to
lasting peace and common prosperity, and to the health of
all distinguished guests present! Kampai.
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平成31年 賀詞交歓会

New Year’s Reception 2019

中締め
野中副会長による中締めのご挨拶と三本締め
により閉会となった。

新規会員

野中副会長

我々は工作機械業界のメインユーザーである自動
車業界へ積極的なアプローチをしています。 一年
以上のバックオーダーを抱えている会員企業もあり
ます。 輸入統計も昨年は1000億円を超えると見ら
れています。 このように絶好調の状況にあり、基本
的にマーケットはしっかりしていると思われます。
しかし、景気は気からと言います。 しっかりと気を
引き締めて一年を乗り切っていきましょう。
しかも今年は猪年です。 理性と行動力を持って進
めば数字は伸びていくのではないかと思います。
新規会員会員証授与 ㈱TMW殿

A Short Ceremony to Close the Event

Vice Chairman Nonaka made a closing speech
and led a sambon-jime (hand clapping).
Currently we are actively approaching the automobile
industry, the main customer of the machine-tool
industry. Some of our members have back orders of
more than a year. The import figures for the last year
are estimated to exceed 100 billion yen. In such
perfect conditions, the market appears to be basically
sound and healthy.
However, it is said that keiki (business) is affected by
ki (mind). Let us ensure we strengthen our resolve
and gather our spirits to make this year, a year to
remember.
According to the Oriental zodiac, we are now in the
year of the Boar, and I believe that if we go strongly
forward with reason and power, we will be successful.
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新規会員会員証授与 日機㈱殿

企画委員の活動
昨年12月1３日に「忘年会」を開催

KKRホテルで会員、ゲスト計100名で盛大な忘
年会を開催した。会員同士が日ごろの仕事を
忘れて和気藹々と懇親を図った。

JMTIA Planning Committee
Year end social gathering held on December 13,
last year.

Year-end social gathering took place at the KKR Hotel
Tokyo with participation by a total of 100 members and
other guests. Members were able to get acquainted with
each other in a very friendly atmosphere , while
forgetting for a short while at least, their usual business
worries.

参加者

受付

会員の皆様

世話人の方々
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企画委員の活動

JMTIA Planning Committee

会員の皆様

渡邊企画委員長

ビンゴ大会賞品

早坂広報委員長

会員の皆様
一等賞
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企画委員の活動
恒例のボウリング大会を開催
2月15日（金）に例年通り、品川プリンスホテル
ボウリングセンターにおいて「第8回ボウリング
大会」が開催され、JMTIA会員ほか45名が参加
した。 団体戦は（株）マーポスの勝又氏、（株）
キャプテンインダストリーの福島氏、福田交易
（株）の野口氏が優勝し、ハイスコア賞は（株）
福田交易（株）の野口氏の2ゲームトータル
390点であった。

JMTIA Planning Committee

A Bowring Competitions was held
The 8th Bowring competition was held on Friday 15
2019 at Shinagawa prince Bowring Center with 45
participants of JMTIA’s members.
In the team competition, the team of Mr.
Katsumata (Marposs) . Ms. Fukushima (Captain
Industries) and Mr. Noguchi (Fukuda Corporation)
And Mr. Noguchi（Fukuda Corporation）has won on
the high score award , making 390 points a total
score of two games.

集合写真

ゲーム開始前

始球式

ゲーム開始

賞品
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企画委員の活動

JMTIA Planning Committee

女王賞

ハイスコア賞

グループ優勝

懇親会

今年度最初の企画委員会開催

平成31年1月18日（金）に1月度企画委員会を開催し、
その後16名の委員が企画委員会と広報委員会の賀
詞交歓会と慰労会を兼ねて、クルーズクルーズ新宿
で乾杯を行った。

平成31年3月企画委員会行事予定
平成3１年3月１5日（金） 技術セミナー
平成31年度行事については企画委員会で
議論の上、決定する
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First session of the Planning Committee for 2019

The January session of the Planning Committee
was held on Friday, January 18 2019 followed by
the Committee’s New Year’s celebration at the
“Cruise Cruise Shinjuku”. 16 members attended
the party to celebrate the New Year with a toast
and recognize the hard work of our members.

Events of the Planning Committee scheduled for
March 2019
March 15, 2019 Technical seminar
Events for FY 2019 will be determined
through Planning Committee
deliberations.

テクニカルショウヨコハマ2019に出展
会員会社10社の協力を得て、2月6、7，8日
にパシフィコ横浜展示ホールで開催される
テクニカルショーヨコハマ2019に2回目の出
展を輸入協会として出展した。
最近のテクニカルショーヨコハマは年々出
展者、来場者が増えてきており、輸入機の
PRをするには格好の展示会と考えている。

Technical Show Yokohama 2019

Exhibiting at Technical Show Yokohama 2019

In collaboration with 10 member companies,
the JMTIA exhibited a booth at Technical
Show Yokohama 2019, held at the Exhibition
Halls of PACIFICO Yokohama on February 68 , 2019, for the second time.
AS Technical Show Yokohama has been
receiving a lot of exhibitors and visitors in
recent years, we thought that it would be a
suitable show for the promotion of imported
machines.

オープニングセレモニー

JMTIAブース

出展者集合写真

出展10社
JMTIAブース

JMTIAブース
4社合同展示
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EMOハノーバー2019

EMO Hannover 2019

EMOハノーバー2019は平成3１年9月16日（月）から21
日（土）までドイツのハノーバーで開催される。
北米をはじめとする欧州の好況感とアジア、特に中国
の多少失速感のなか、日本と世界的な工作機械を取
り巻く環境の中、インダストリー4.0や自動化装置、AI関
連の興味深い展示が期待される。
輸入協会では例年の様に、EMOを見学するだけの「見
本市コース」と、工場見学を含む「視察団コース」の輸
入促進視察団を企画しますので、多数の皆様のご参
加をお願いします。 企画パンフレットは4月に完成予
定です。出来上がり次第ホームページに掲載いたしま
す。

目

EMO Hannover 2019 is held from Monday,
September 16 to Saturday, September 21 in
Hannover, Germany.
In the environment surrounding Japanese and
world machine tools, we find a brisk market in
North America and Europe and signs of a slight
slump in Asia, especially China. Against this
background, it is expected that the fair will
showcase a range of profoundly interesting
exhibits, Industry 4.0, automated equipment, and
AI-related technologies.
As in other years, JMTIA is arranging two import
promotion trips: an EMO Trade Show Tour; and
an Observation Tour including EMO and factory
visits. We would like to encourage as many
members as possible to participate. Tour
brochures are scheduled to be ready for posting
on our Website in April.

次

EMO Hannover 2017

EMO Hannover 2017 視察団

EMO Hannover 2017 視察団

会員の異動
入会
■平成31年1月1日付
株式会社TMW
（機械部会員）

入会

■平成31年1月1日付
日機株式式会社
（工具・機器部会員）

入会
■平成31年2月1日付
株式会社北村製作所
（賛助会員）
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Change of Membership

Admission
■As January 1 ,2019
TMW CO.,LTD.
(Machinery Division Member)

Admission
■As January 1 ,2019
NIKKI TRADING CORP.
(Tool ＆ Accessory Division Member)

Admission
■As February 1 ,2019
KITAMURA MACHINE WORKS CO.,LTD.
(Supporting Member)

輸入統計
輸入統計

ImportStatistics
Statistics
Import

Machine Tools, imported to Japan (by Type of Machine)
- Prepared by Japan Machine Tool Importers' Association ( Million Yen )
Turning Machine
Drilling/Boring Machine
Milling Machine
Grinding Machine
Gear Cutting/Grinding/Finishing
Machining Center
Transfer Machine
Machines, operated by Laser ※
EDM (including w ire-cut)
Other Physico-Chem ical Machine
Saw ing/Broaching/Tapping
Metal Cutting Machine Tool Total
Metal Form ing Machine Total
Machine Tool, Total

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9,662 11,999
5,796
6,975
9,810 10,595 13,736
2,112
1,529
1,142
778
588
590
1,696
2,751
1,951
1,037
1,061
401
261
1,131
15,321 13,190
5,108
5,496
8,275 10,149
8,923
6,982
4,556
3,381
1,807
2,329
4,838
5,000
4,528
5,167
2,851
3,210
5,779
6,720 10,106
1,573
1,516
929
478
263
366
718
12,267
7,020
3,129
3,921
8,743 10,749 14,065
11,202
8,569
1,801
3,095
4,067
3,289
3,885
2,321
1,388
762
1,871
600
1,147
1,452
3,882
3,329
2,771
1,974
2,567
2,419
2,301
72,601 60,214 28,707 30,666 43,422 51,123 63,013
17,997 16,815 13,322
7,679
8,644 10,638 14,832
90,598 77,029 42,029 38,345 52,066 61,761 77,845

※ includes 25 for m achines operated by ultrasonic w ave

2014
20,371
1,516
902
11,172
4,111
10,138
996
18,499
5,545
1,614
3,229
78,094
15,427
93,521

2015
23,562
1,956
860
15,066
4,112
9,987
1,830
23,690
5,874
1,021
3,612
91,570
19,814
111,384

2016
18,433
807
1,134
12,044
4,686
10,525
1,363
19,188
4,566
1,286
4,204
78,237
18,498
96,735

2017
20,198
1,064
1,222
11,296
1,871
9,447
647
16,856
5,225
446
3,478
71,751
17,221
88,973

2018
23,875
1,073
1,190
15,631
4,918
14,887
1,885
17,381
5,469
284
3,217
89,810
20,436
110,245

2018 = (Jan.,～Dec., 2018)

26,000
24,000

22,000
20,000
18,000

16,000
14,000
12,000

10,000
8,000
6,000

4,000
2,000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

2018

Source : Custom s Clearance Record by Ministry of Finance
Note : Dry Etching Machines are excluded
※官報（H30.4.1以降適用）により、その他の研削盤等統計品目番号の8460.90-020と8460.90-090が統合され8460.90-000になりました。累計値には8460.90-020と8460.90-090が含まれております。
※According to an official gazette (coming into effect on April 1, 2018), the former numbers of HS codes for other grinders, 8460.90-020 and 8460.90-090,
have been integrated into a new code: 8460.90-000. The accumulated values include the figures of the former 8460.90-020 and 8460.90-090.

17

日本工作機械輸入協会会員名簿（正会員）

＊

( ABC 順）

( in alphabetical order )

会 社 名

Company Name

Members’ List
(Regular members)

1-Feb-19
TEL

FAX

1

M

株式会社キャプテン インダストリーズ

Captain Industries,Inc..

03-5674-1161

03-5674-1190

2

M

株式会社シーケービー

CKB CORPORATION

03-3498-2131

03-3498-2356

3

M

ＤＭＧ森精機株式会社

DMG MORI SEIKI CO.,LTD.

052-587-1834

4

M

株式会社ユーロテクノ

次

052-587-1835

EURO TECHNO INC.

03-3391-1311

03-3391-1310

5

M

藤田商事株式会社

FUJITA SHOJI CO.,LTD.

047‐351‐3341

047‐351‐2214

6

M

福田交易株式会社

Fukuda Corporation

03-5565-6811

03-5565-6816

7

M

ＧＦマシニングソリューションズ株式会社

GF Machining Solutions Ltd.

03-5769-5010

03-5769-5011

8

M

グリーソンアジア株式会社

Gleason Asia Co., Ltd.

03-5560-2801

03-5560-2955

9

M

株式会社ゴーショー

GOSHO Co., Ltd.

03-5911-6333

03-5911-8107

10

M

伊藤忠マシンテクノス株式会社

ITOCHU MACHINE-TECHNOS CORP.

03-3506-0725

03-3506-0720

11

M

株式会社兼松KGK

Kanematsu KGK Corp.

03-3557-2100

03-3557-2230

12

M

日本クリンゲルンベルグ株式会社

KLINGELNBERG Japan Ltd.

045-473-6061

045-473-6218

13

M

レイボルド株式会社

Leybold Co., Ltd.

03-3272-1861

03-3281-4490

14

M

マーポス株式会社

MARPOSS K.K

03-3772-7011

03-3772-7093

15

M

モバック株式会社

MOVAC LTD

0765-84-8551

0765-84-8033

16

M

ＮＫワークス株式会社

NK WORKS CO., LTD.

03-3864-5411

03-3864-6752

17

M

ライスハウァー株式会社

Reishauer KK

045-476-5833

045-476-5822

18

M

株式会社エスアンドエフ

S & F Inc.

03-5714-5050

03-5714-5066

19

M

シュンク・ジャパン株式会社

SCHUNK Intec K.K.

03-6451-4321

03-6451-4327

20

M

株式会社エス・ティー・シー

Swiss Technology Co., Ltd.

03-5790-9311

03-5790-9391

21

M

株式会社高田商会

TAKATA & CO., LTD.

03-3254-2681

03-3252-2865

22

M

竹田商事株式会社

TAKEDA TRADE Co.,Ltd.

06-6441-1503

06-6441-1916

23

M

株式会社TMW

TMW CO.,LTD.

0587-32-6281

0587-21-2800

24

M

フォルマー・ジャパン株式会社

VOLLMER JAPAN CORP.

048-640-6363

048-640-6330

25

M

ワルターエワーグジャパン株式会社

Walter Ewag Japan K.K.

0566-71-1666

0566-71-1668

26

Ｍ ＹＫＴ株式会社

YKT CORPORATION

03-3467-1251

03-3485-7990

27

T

ブラザー・スイスルーブ・ジャパン株式会社

Blaser Swisslube Japan Co.,Ltd.

28

T

ＢＰジャパン株式会社

BP Japan K.K.

29

T

株式会社Cominix

Cominix CO.,LTD.

30

T

株式会社ダイマック

DIMACH CO.,LTD

31

T

ダイナミックツール株式会社

DYNAMIC TOOLS CORPORATION

32

T

株式会社エロワ日本

EROWA NIPPON Ltd.

33

T

フックスジャパン株式会社

FUCHS JAPAN LTD.

34

T

フジBC技研株式会社

FUJI BC ENGINEERING CO., LTD

052-819-5411

35

T

ガンロ精機株式会社

GANRO INDUSTRIAL CORP. (JAPAN)

0568-68-7686

36

T

ハインブッフ・ジャパン株式会社

HAINBUCH Japan K.K.

052-485-4981

052-485-4982

37

T

ハイウィン株式会社

HIWIN CORPORATION

078-262-5413

078-262-5686

38

T

株式会社ケーメックス

K.MECS Co., Ltd.

03-5825-5333

03-5825-8550

39

T

株式会社京二

Kyoni co., ltd

03-3264-5151

03-3264-6965

40

T

株式会社ムラキ

MURAKI LTD.

03-3273-7511

03-3281-2243

41

T

日機株式会社

NIKKI TRADING CORP.

06-6225-2855

06-6225-2856

42

T

日本シュネーベルガー株式会社

Nippon SCHNEEBERGER KK

03-6435-7474

03-6435-7475

43

T

株式会社ノア

NOAH CORPORATION

03‐3845‐0811

03‐3845‐0814

44

T

株式会社ライノス

Rhinos Co., Ltd.

06-6766-7770

06-6766-7778

45

T

リタール株式会社

Rittal K.K.

0120-998-631

045‐478‐6880

46

T

シーメンス株式会社

Siemens K.K.

03-3493-7325

03-3493-7433

47

Ｔ

ＳＭＷ-ＡＵＴＯＢＬＯＫ株式会社

SMW-AUTOBLOK JAPAN INC.

052-504-0203

052-504-0205

48

T

ツールドインターナショナル株式会社

TOOL de INTERNATIONAL CO.,LTD.

03-3427-7937

03-3427-7938

49

Ｔ

株式会社東陽

TOYO CORPORATION

0566-23-2030

0566-23-2271

50

Ｔ

トランザーフィルター日本株式会社

Transor Filter Japan Co.,Ltd.

03-3994-0746

03-3994-1346

51
52

R
R

飯田電機工業株式会社
三宝精機工業株式会社

IIDA Electrical Works Co., Ltd.
SANPO SEIKI CO., LTD.

03-3409-3331
045-822-3561

03-3409-3827
045-824-0151

18

目

先着50名様
052-750-7560

052-750-7561

03-5719-7210

03-5435-2273

06-6765-8202

06-6762-5105

03-3761-1131
ご家族同伴
0774-98-0518
0774-98-0558
03-3761-1121

03-3437-0331
03-3437-0353
歓迎します
03-3436-8303
03-3436-8301
052-819-5410

日本工作機械輸入協会会員名簿（賛助会員）

Members’ List
(Supporting members)

53

S

有限会社デュブリン・ジャパン・リミテッド

DEUBLIN JAPAN LTD.

072-757-0099

072-757-0120

54

S

ファナック株式会社

FANUC CORPORATION

0555-84-5555

0555-84-6660

55

S

ジィー・エヌ・エス株式会社

GNS Co.,LTD.

052-908-3777

052-822-8282

56

S

ハイデンハイン株式会社

HEIDENHAIN

03-3234-7783

03-3262-2483

57

S

株式会社北村製作所

KITAMURA MACHINE WORKS CO.,LTD.

03-3625-3628

03-3624-1849

58

S

三木プーリ株式会社

MIKI PULLEY CO., LTD.

046-257-5109

046-258-1704

59

S

株式会社日新

NISSIN CORPORATION

03-3238-6502

03-3238-6508

60

S

ノガ・ウォーターズ株式会社

NOGA WATERS LTD.

048-777-1733

048-776-6740

61

S

布目電機株式会社

NUNOME ELECTRIC Co., Ltd.

052-301-6851

052-301-6655

62

S

Ｓ.Ｐ.ビームス株式会社

S.P.BEAM'S CO.,LTD.

03-5207-6493

03-3252-5668

63
64

S
S

ワールドインシュアランスブローカーズ株式会社
株式会社ヤマザキ工業

World Insurance Brokers Corp.
Yamazaki Kogyo Co., Ltd.

03-3273-6551
03-5305-5091

03-3273-6590
03-5305-5092

目

次

日本工作機械輸入協会会員名簿（名誉会員）

Members’ List
(Honorary members)

先着50名様
ご家族同伴
歓迎します
03-5211-1168
03-3265-5580

65

H

英国大使館 商務部

Commercial Department, British Embassy

66

H

カナダ大使館 商務部

Embassy of Canada to Japan, Commercial Division

03-5412-6200

03-5412-6254

67

H

フランス大使館 貿易投資庁

Bisiness France, Embassy of France

03-5798-6108

03-5798-6082

68

H

ドイツ連邦共和国大使館 経済部

Economic Department, Embassy of Germany

03-5791-7700

03-5791-7746

69

H

在日ドイツ商工会議所

German Chamber of Commerce and Industry in Japan

03-5276-8720

03-5276-8733

70

H

イタリア大使館 貿易促進部

Italian Trade Agency

03-3475-1401

03-3475-1440

71

H

スペイン大使館 商務部

Economic and Commercial Office, Embassy of Spain

03-5575-0431

03-5575-6431

72

H

スイス大使館スイス・ビジネス・ハブ 日本事務所

Swiss Business Hub Japan

03-5449-8400

03-3473-6090

73

H

台湾機械工業同業公会

TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY

06-6614-9720

06-6614-9730

74

H

台湾貿易センター 東京事務所

Taiwan Trade Center

03-3514-4700

03-3514-4707

75

H

アメリカ合衆国総領事館 商務部

U.S.Consulate General,Osaka-Kobe

06-6315-5958

06-6315-5963

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
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日本工作機械輸入協会
Japan Machine Tool Importers ' Association
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-18 虎ノ門興業ビル4F
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