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New Year’s Message 2020
Takao Nakagawa
Chairman
Japan Machine Tool Importers’ Association

日本工作機械輸入協会
会長 中川 貴夫

2020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2019年の工作機械の輸入通関実績は、約1,100億
円（予想）となり、一昨年2018年とほぼ横ばいとなりました。
そして、測定装置や部品・工具等の周辺機器類を加えます
と、昨年に続き１兆円（予想）を上回る数字となっておりま
す。
当協会は、1955年に発足し、今年2020年に65周年を迎え
ます。我が国が2回目のオリンピックを開催する年とも重な
り、これを機に「日本の工作機械輸入の歴史―日本工作
機械輸入協会・創立65周年に向けて」という記念誌を発行
する運びとなりました。
今年我が国は世界中から注目を浴びますが、当協会で
は、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。

At the start of 2020, I would like to extend my
New Year’s greetings to everyone. Thank you
very much for your support and cooperation
with the association’s business activities last
year.
Imported machine tools lay the foundation of
modernization and industrialization in Japan,
and our association has contributed to its
development and promotion. Going forward, we
will continue to improve our efforts to support
the “manufacturing of Japan (Monozukuri)” in
the global era.
The results of imported machine tools in 2019
reached about 110 billion yen (forecast), which
is basically unchanged from 2018.
As with 2018, when peripheral equipment such
as measuring devices and parts and tools are
added, this number is expected to exceed 1
trillion yen (forecast) for 2019.
Japan Machine Tool Importers’ Association was
established in 1955, and this year will mark its
65th anniversary.
This year is also when Japan will host its second
summer Olympic Games. We have decided to
take this opportunity to publish a
commemorative magazine titled “History of
machine tool imports in Japan – Towards the
65th anniversary of the founding of the Japan
Machine Tool Importers’ Association.”
This year, Japan will be receiving attention from
all over the world. The association will work
hard to firmly support the Japanese economy
through “Monozukuri” and make contributions
worthy of global attention.
Lastly, I hope this year will be the best year ever
for everyone.
End of text

以上
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New Year’s Message 2020
新たな製品・サービスやビジネスモデルが生まれ、競

経済産業省 製造産業局
産業機械課長
玉井 優子

争領域が広がるなど、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、機械が、
データを介してつながる「Connected Industries」によっ
て、様々な社会課題を解決し、新しい価値を生み出す
「Society5.0」を世界に先駆けて実現することが重要な
鍵となります。
日本の強みはものづくりの現場にあると言われます
が、その生産現場においてもデジタル技術の活用は
不可欠です。これまでも、産業ロボットの導入や、工場
内の見える化等により、世界最高レベルの生産性を
誇っていますが、今後は、工場のみならず、開発設計

令和２年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
日本経済は、アベノミクスの進展により、長期にわた
る回復を持続させており、ＧＤＰは名目・実質ともに過
去最大規模に達しています。また、雇用・所得環境も

段階と工場、工場と工場、工場と物流も含めた最適化

が、競争領域になると考えております。「Connected
Industries」の取組を、引き続き皆様と進めてまいりた
いと思います。

改善し、景況感の地域間のばらつきも小さくなっている
など、地方経済は厳しいながらも前向きな動きが生ま
れ始めています。
他方、製造業を取り巻く環境は大きく変化しており、こ
れに対する対応を進め、イノベーションを続けていく必
要があります。

さらに、少子高齢化に伴う中長期的な人手不足の問
題の解決も必要です。特に製造業の現場では、熟練工
など技術を持った人材の不足や、事業の後継者不足の
問題が指摘されています。
デジタル技術の活用に加え、ロボットや新たな機械の

まずは、グローバル経済の変化への対応です。米中

導入は、こういった問題を解決する一つの方策です。ロ

対立が顕在化し、保護主義的な動きが広がるなど、通

ボットそのものの研究開発やロボットフレンドリーなど、

商を巡る国際的な動向の中で、先行きの不透明さに対

環境の構築に取り組むとともに、中小企業向けの導入

する懸念が広がっております。

補助事業も強化していきます。あらゆる現場へのロボッ

これまで、日本は、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡを通じて、
質の高い通商ルールを構築してまいりました。また、本

ト導入などをサポートする人材育成にも取り組んでまい
ります。

年から、米国との日米貿易協定及び日米デジタル貿
易協定も発効します。これからも自由貿易の旗手とし
て、自由で公正なルールに基づく国際経済体制を主導
する役割を果たしていきたいと考えております。

外国人材の活用にも取り組む必要があります。昨年

４月に改正入管法が施行され、製造業では、産業機械
製造業分野、素形材産業分野、電気・電子情報関連産
業分野において、特定技能外国人の受入れが開始され

また、デジタル経済への急激な進展への対応が不

ました。本年は海外での試験も開始予定であり、受け入

可欠です。AIやIoTといったデジタル技術の進化により、

れの拡大に向けた環境整備にも取り組んでまいります。
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New Year’s Message 2020
Yuko Tamai

サプライチェーン全体での競争力強化を図る上では、
企業間の取引の適正化も重要な課題です。産業機械
業界では、業種別の自主行動計画の策定や、型管理

目

の問題への対応や、働き方改革に伴うしわ寄せ防止な
どに向けた取組を進めて頂いておりますが、サプライ

チェーン全体で付加価値を生み出せるよう、引き続き、
幅広い業界の方々とともに議論を深めていきたいと考
えております。

また、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「福島ロボットテスト
フィールド（ＲＴＦ）」の整備等に取り組んでいます。いよ
いよ今春に全面開所予定であり、産学官の関係者の
皆さまに広く活用頂きたいと考えております。さらに本
年は、世界中のロボット関係者が一堂に集まる、「ワー
ルドロボットサミット」を８月に福島、10月に愛知で開催
致します。ロボットの研究開発及び社会実装を加速す

るための国際大会です。福島をロボットのイノベーショ
ンの中核地とすべく取り組んでまいります。

日本の製造業は、急速に変化し続ける環境の中で、
複雑で困難な課題にも多く直面しています。しかし、そ
れらに果敢に取り組みイノベーションを続けることで、
安定した成長を続けられると確信しております。引き続
き、皆様の現場の生の声をお伺いし、それを政策に活
かしていきたいと考えております。

本年が、皆様にとって素晴らしい１年となることを祈
念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。

次

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

As we welcome the start of 2020, I wish you a happy
New Year.
As the Japanese economy continues its long-term
recovery brought about by the implementation of
Abenomics, both nominal and real GDP have reached
record high levels. In addition, the employment and
income environment are improving, and the regional
differences in business sentiment are becoming smaller.
Although the regional economy is facing a challenging
situation, positive trends are starting to appear.
On the other hand, the environment surrounding the
manufacturing industry is drastically changing, and it is
necessary to respond to these changes and continue
innovating.
First of all, we need to respond to the changes in the
global economy. In relation to the global trends in
commerce, where the conflict between China and the
United States has become apparent and protectionism
is growing, the concerns about future uncertainty are
expanding.
Japan has established high quality trade rules through
TPP11 and the Japan-EU EPA. Moreover, the Japan-U.S.
trade agreement and Japan-U.S. digital trade
agreement will come into effect this year. We are
determined, as a flagbearer of free trade, to play a
leading role in the international economic system based
on free trade and fair rules.
In addition, it is essential to respond to the rapid
advancement towards a digital economy. Through the
developments in digital technologies, such as AI and IoT,
new products, services and business models have been
created, and the competitive areas have expanded. The
competitive environment surrounding companies is
drastically changing.
In order for Japan to survive and become a global leader
in the era of the fourth industrial revolution, it will be
important to be the first in the world to realize Society
5.0, which generates new value, and solve the various
social issues through Connected Industries in which the
various business fields, companies, people, and machines
are connected by data.
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New Year’s Message 2020

One of Japan’s strengths is said to be in manufacturing
workplaces, and in these workplaces, tool utilization of
digital technology will be essential. Japan boasts the
world’s highest productivity through the introduction of
industrial robots and visualization within factories.

mold management, and preventing the ripple effects
resulting from work-style reform. We are planning to
deepen the discussion with people from a wide range
of industries in order to create added value in the
supply chain as a whole.

Going forward, optimization will be an area of
competition not only within factories, but also between
the development/design phase and the factory,
between factories, and between the factory and
logistics. We will continue to promote the Connected
Industries initiatives with you.

Recovery in Fukushima is the most important
challenge facing the Ministry of Economy, Trade
and Industry. The ministry is working along with
Fukushima Prefecture to establish the Fukushima
Robot Test Field (RTF), which is at the core of the
Fukushima Innovation Coast Framework. It is
planned to open in full scale this spring, and it is my
hope that many people from industry,-academia,
and government will utilize this facility.
Also this year, the World Robot Summit will be held
in Fukushima in August and Aichi in October where
everyone involved in robotics will gather together
from all over the world. It is an international contest
aimed at accelerating the research and
development of robots and their implementation in
society. We will work to make Fukushima a hub for
robot innovation.
The Japanese manufacturing industry is facing
complex and difficult challenges in the midst of the
rapidly changing environment. However, by
resolutely addressing the issues and continuing to
innovate, I am certain the industry will be able to
maintain stable growth. We will continue to listen
to your feedback and reflect it in government policy.

目

Also, the medium to long-term labor shortage
resulting from the aging society is another issue that
needs to be solved. Particularly in manufacturing
workplaces, issues such as the shortage of skilled
workers and lack of business successors have been
identified as problems.
In addition to the utilization of digital technology, the
introduction of robots and new machinery is one of
the means of solving such issues. While conducting
research and development of the robots themselves
and working to build robot-friendly environments, the
installation assistance programs for small to mediumsized enterprises will be enhanced. Personnel will be
developed who can support robot introduction for a
variety of workplaces.
Utilization of foreign workers is also an issue that
needs to be addressed. The amended Immigration
Control Act went into effect last April, and in the
manufacturing industry, specified skilled workers have
started to be accepted into the fields of industrial
machinery manufacturing, forges and foundries, and
electric and electronic information related industries.
Tests will be conducted overseas this year, and efforts
will be made to prepare the environment to expand
the acceptance of foreign nationals.
In the effort to increase competitiveness throughout
the entire supply chain, optimizing the transactions
between companies is also an important issue. In the
industrial machinery industry, initiatives are being
advanced towards formulating a Voluntary Action
Plan for each industry, addressing the problem of
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次

I would like to conclude my speech by wishing all of
you a wonderful year.

イタリア大使館、
スイス大使館、
ドイツ中小企業連盟の方達

令和2年 賀詞交歓会

New Year’s Reception

令和2年賀詞交歓会は、1月8日（水）17:30より
第一ホテル東京5F「ラ・ローズ」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）

目

2020

IoT, AI など工作機械をとりまく環境が大きく変わる現
在、また、EV やAdditive Manufacturing がすぐそこに大
きな存在となる近未来、さらにはそれに国際政治・国際

次

金融・貿易戦争といった複雑な要素が絡み合ってくる時
代にこそ、私たち日本人がどのように「ものづくり」にか
かわり、この国を世界第一等国に押し上げてきたのか、
その過程で幾多の戦争や時の政府の意向・方針の中

で、いかに海外製の工作機械が貢献してきたのか、先
輩たちの汗と“油”の苦労の歴史を振り返ってみるのは、
将来を洞察する術として極めて有効な手段だと確信し
ております。
さて、今年もまたテクニカルショウ ヨコハマ 2020 に出
展することが決定しております。
中川会長

ただ今紹介頂きました輸入協会の中川でございます。
皆様、新年おめでとうございます。

2020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。

ご多忙中恐縮ではございますが、是非とも足をお運び
頂き、協会活動の一端をご覧いただければ幸いです。
そして、オリンピック・パラリンピック、シカゴＩＭＴＳ、米

国大統領選挙が終わると、今年は異例の日程でIMTOF
が待っています。
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

輸入工作機械は日本の近代化や工業化の基盤を

員会、見本市委員会と活気があります。イベントや飲み

成すものであり、当協会はその発展と推進において貢

会あるいは国内外へのツアーを通じて、会員間の交流

献してまいりました。今後も、グローバル時代における

も盛んです。

「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2019年の工作機械の輸入通関実績は、約

新たな年、協会の使命を改めて振り返り、皆さんとと

もに令和の時代に力強く歩んで参りますことを年頭の
誓いと致します。

1,100億円（予想）となり、一昨年2018年とほぼ横ばい

最後に、皆様にとりまして、本年が最良の年となりま

となりました。そして、測定装置や部品・工具等の周辺

すよう祈念いたしまして、私の新年のご挨拶とさせてい

機器類を加えますと、昨年に続き１兆円（予想）を上回

ただきます。

る数字となっており、堅調に推移したといえます。

ご清聴ありがとうございました。

当協会は、1955年に発足し、今年2020年に創立65

以上

周年を迎えます。我が国が2回目のオリンピックを開
催する年とも重なり、これに際して「日本の工作機械
輸入の歴史」という記念誌を発行する運びとなりまし
た。
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和2年 賀詞交歓会
令和2年
賀詞交歓会

New Year’s Reception

2020

New Year’s Reception 2020 was held 17:30 PM on
Wednesday, January 8 2020, at the Daiichi Hotel
Tokyo,5F “La Rose” on a grand scale. Approximately
110 members and 50 guests attended .

目

Firstly, Chairman Mr. Nakagawa made a New Year
address as per the below details.(A summary of speech)

中川会長

Thank you for the introduction. I am Takao
Nakagawa, Chairman of Japan Machine Tool
Importers’ Association.
Happy new year to you all.
At the start of this new year, I would like to offer
my greetings to everyone.
Thank you very much for your support and
cooperation with the association’s business
activities last year. I extend my sincere gratitude.
Imported machine tools lay the foundation of
modernization and industrialization in Japan, and
our association has greatly contributed to its
development and promotion. Going forward, we
will continue to improve our efforts to support
the “manufacturing of Japan (Monozukuri)” in the
global era.
The results of imported machine tools in 2019
reached about 110 billion yen (forecast), which is
basically unchanged from 2018.
As with 2018, when peripheral equipment such as
measuring devices and parts and tools are added,
this number is expected to exceed 1 trillion yen
(forecast) for 2019. As these figures show, the
trend of sales remain strong.

8

Japan Machine Tool Importers’ Association was
established in 1955, and this year will mark its 65th
anniversary.
This year is also when Japan will host its second
summer Olympic Games. We have decided to take
this opportunity to publish a commemorative
magazine titled “History of machine tool imports in
Japan.”

次
会長、副会長、相談役、専務理事

Presently, the environment surrounding machine
tools is rapidly changing, which includes IoT and AI,
as well as EV and additive manufacturing that will
have a major presence in the near future.
Moreover, during an era in which international
politics, global finance, trade wars, and other
complex factors become intertwined with each
other, how did we, the people of Japan, become
involved in “Monozukuri” and become one of the
best in the world? Let’s look back on the history of
the sweat and oil of our predecessors, the process
how overseas machine tools contributed during
past wars, and the intentions and policies of the
government at that time. I believe this is an
extremely useful means for gaining insights into the
future.
This year, we will have a booth at the Technical
Show Yokohama 2020.
It would be great if you can take the time out of
your busy schedule to attend and enjoy some of
our association activities.
Also, JIMTOF will be held at an irregular time this
year because of the Olympic and Paralympic Games,
IMTS 2020, and the Presidential election in the
United States.
We will pay close attention to the changes which
occur following these events and respond to them
as well as carrying out our association activities.
Thanks to the energy of our young members, the
association is active with the planning committee,
the public relations committee, and the exhibition
committee. Through many events, get-togethers,
and tours inside and outside of Japan, there are
abundant opportunities for exchanges between
members.
For this new year, I will look back on the mission of
the association and promise you that we will
strongly move forward together in the Reiwa era.
Lastly, I hope this year will be the best year ever for
everyone.
Thank you for your attention.
End of text

令和2年 賀詞交歓会

New Year’s Reception

続いて経済産業省 製造産業局
産業機械課長
玉井 優子様よりご祝辞をいただいた。
（ご祝辞の主旨）

目

次

今年は東京オリンピック、パラリンピックが開幕します。
前回のオリンピックではインフラの整備、都市開発が進められ
てきた中、新幹線に代表される様に様々のイノベーションが生

2020

This year, Japan will host the Tokyo Olympic and
Paralympic Games.
In the previous Olympic Games, while
infrastructure was built and urban development
advanced, a variety of innovations were also
created, such as bullet trains. I hope to challenge
various issues with advanced technology by
creating innovations that we can show off to the
world. This is the type of environment I want to
create.

まれました。先進技術で様々な課題に挑戦して世界に誇れる
イノベーションを作っていきたいと思います。そういった環境を
作っていきたいと考えております。
世界に目を向けますと地政学的な不安定さが高まって更に地
球環境の問題が出てきており、人手不足、デジタル化の加速、

When looking at the world, geopolitical instability
is increasing and global environmental issues are
occurring. In order to overcome labor shortages,
accelerated digitalization, energy restrictions, and
quicker and more innovative ideas are necessary.

エネルギー制約など乗り越えて行くためにはスピード感や従来
の枠にとらわれない発想が必要です。
そのためにはコネクティッドインダストリーズによって新しい発
想、新しいチャレンジでイノベーションを生み出して、様々な課
題を解決していくソサエティ5.0を世界に先駆けて日本で実現
するということが重要だと考えています。人手不足についても

To achieve this, I believe it is important to
generate innovation using new ideas and new
challenges through connected industries. It is also
important for Japan to be the first in the world to
realize “Society 5.0” for solving various issues.
Moreover, I believe we need to solve labor
shortages.

問題を解決していくことも重要です。
経産省としましても皆様と共に次の時代に持続可能な社会を
つないでいきたいと考えています、と挨拶された。

Ms. Yuko Tamai concluded her speech by saying
that the Ministry of Economy, Trade and Industry
hopes to pass down a sustainable society to the
next generation together with everyone.

Ms. Yuko Tamai, Director of the Industrial
Machinery Division at the Manufacturing Industries
Bureau of the Ministry of Economy, Trade and
Industry, gave a congratulatory address
(Summary of the speech)

スイス大使館の方達と

経済産業省の方々
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令和2年 賀詞交歓会

New Year’s Reception

乾 杯

Toast

ドイツ連邦共和国 大使館 一等書記官 経済担当
パトリック・ヴェーグナー氏

目

2020

“Kanpai” by Dr. Patrick Wegner
Embassy of the Federal Republic of Germany

次

First Secretary Economic Affairs

ドイツ大使館パトリック・ヴェーグナー氏

中川会長、玉井様、ご臨席の皆様
明けましておめでとうございます。

本日は挨拶の機会をいただきまして誠にありがとうござ
います。ご招待いただき、挨拶を拝命した際に、私自身が
まず問いかけたことは、「私個人の日常生活において、工
作機械はどれぐらい重要か」ということでした。会場の外に
いる一般の方の多くは知らなくとも、工作機械は、私達の
日常に欠かせないものであることは、私にとっても一目瞭
然でした。建物や自動車、日常使う製品の多くが、工作機
械無しには存在し得ないのです。
日常の製品といえば、日本に住む多くの外国人が最初に

Mr. Nakagawa
Ms. Tamai
Ladies and gentlemen,
Happy New Year!
Thank you very much for the opportunity to speak today.
When I received your kind invitation, I first asked myself
what machine tools actually mean for me personally in
my daily life. I quickly realized that even if most people
outside this room do not know it, machine tools are an
indispensable part of our everyday life. Our buildings,
cars and many daily products would not exist without
them.

気が付くことの一つが、日本で製造されているあらゆるもの

And speaking of everyday products: one of the first
things that you realize as a foreigner in Japan is the very
が高品質であるということです。家電から単なるお弁当箱に
high quality of everything produced here. From
いたるまで、全てに趣向が凝らされ入念にデザイン、パッ
electronic appliances all the way to simple Bento boxes
ケージされているので、外国人は驚嘆してしまいます。日本
everything is designed and packaged with so much art
and care that one can only be impressed as a foreigner.
の「ものづくり精神」とのその製品が何故世界中で賞賛され
It is easy to see why Japanese monodzukuri and its
ているのかを理解することは、何ら難しいことではありません。
products are admired around the world.

日本の工作機械輸入統計を見ると、ドイツからの輸入は
常に上位にあります。世界で最も優れた技能を誇る日本
の職人の方々が、ドイツの工作機械を選び、使って下さっ

ていることは、ドイツの工作機械メーカーにとっては、身に
余る栄誉と言えます。職人の方々のその賢い選択にこれ
からも応え続けて参りますので、本年も変わらぬ信頼を頂
ければ幸いです。Made in Germanyの品質に寛大な信頼

It is a humbling compliment for German machine tool
producers that Japanese artisans and craftsmen – who
are among the best in the world - choose German tools
for their work. I think this is a wise choice and I hope
you will continue relying on our tools in the new Reiwa
era. For your kind trust in quality Made in Germany I
would like to take the opportunity to say “taihen
arigatoo gozaimasu”.

を寄せて下さっていることに、この場をかりまして厚く御礼
申し上げます。
それでは皆様、ご唱和をお願いします。 今年一年の皆様の
ご健康とご成功を祈って、乾杯！
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Ladies and gentlemen, let's say cheers. Wishing all of
you good health and great success in the new year,
Kampai !

令和2年 賀詞交歓会

New Year’s Reception

中締め
金子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。

目

金子副会長

2020

To our association members, let’s work together and sell
the imported products that support “Monozukuri” in
Japan. Let’s provide support to all those involved in the
industry.

次

新規会員（愛知産業殿）

今日ここにお越しの近野（ちかの）元会長、藤田元副
会長、千葉前会長も参加され、OBも楽しく参加される
輸入協会でございます。

記念誌は藤田元会長の書かれた文章をベースとし
て完成いたしました。
中川会長のもと6年目を迎えます。そんな中で企画

会員参加者とJTBさん

委員会と言う輸入協会の為に何かをしていこうという
委員会、又今度は外に向けて広報委員会を立ち上げ、
内と外に向けて輸入商品の良いところをPRして行こう
という輸入協会2020年を考えています。
日本のモノづくりを支える輸入の商材を会員企業の
皆様、日本の企業に売って行こうではありませんか。

そして業界関係者にそのあたりのことをサポートして

会場風景

いきましょう。

A Short Ceremony to Close the Event
Today has been an enjoyable event for the Japan Machine
Tool Importers’ Association event with former members,
former Chairman Mr. Chikano, former Vice Chairman Mr.
Fujita, and former Chairman Mr. Chiba in attendance.
The commemorative magazine was created based on an
article written by former Chairman Mr. Fujita.
This year will be the sixth year under the leadership of
Chairman Nakagawa. During this time, we have
established a planning committee that works toward the
advancement of Japan Machine Tool Importers’
Association and established a public relations committee
that is oriented towards outside the association. In 2020,
we intend to conduct PR for the merits of imported
products both internally and externally.

金子副会長と会員

渡邊企画委員長と
ドイツ大使館パトリックヴェーグナー氏
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企画委員の活動

JMTIA

Planning

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

昨年12月13日に「忘年会」を開催

Year-end social gathering took place at the KKR Hotel Tokyo
with participation by a total of 80 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.

KKRホテルで会員、ゲスト計80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。

参加者

世話人の方々
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会場風景

Committee

受付

会場風景

企画委員の活動

JMTIA Planning Committee

広報委員

渡邊企画委員長

ビンゴゲーム

一等賞

ビンゴ大会賞品

会員の皆様

会員の皆様
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企画委員の活動

JMTIA

恒例のボウリング大会を開催

Planning

A Bowling Competitions was held

2月13日（木）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9回ボウリング大会」が開催
され、JMTIA会員ほか48名が参加した。 団体戦は
（株）ゴーショーの吉村氏、（株）ニュースダイジェスト
社の高田氏、ハイデンハイン（株）の鈴木（祐）さん、
（株）兼松KGKの森氏が優勝し、ハイスコア賞は福田
交易（株）の野口氏の2ゲームトータル321点であった。

The 9th Bowling competition was held on Thursday 13
2020 at Shinagawa prince Bowring Center with 48
participants of JMTIA’s members.
In the team competition, the team of Mr. Yoshimura
(Gosho). Mr.Takada(News Digest Publishing),
Ms.Suzuki (Heidenhain), and Mr. Mori(Kanematsu KGK)
And Mr. Noguchi（Fukuda Corporation）has won on the
high score award ,making 321 points a total score of
two games.

集合写真

始球式
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Committee

ゲーム中

企画委員の活動

JMTIA

Planning

団体優勝チーム

ハイスコア賞

女王賞

懇親会

今年度最初の企画委員会開催

令和2年1月17日（金）に1月度企画委員会を開催し、
その後12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、クルーズクルーズ銀座
で乾杯を行った。

会員の異動
退会
 令和元年12月31日付
東台精機ジャパン株式会社
（機械部会員）

Committee

First session of the Planning Committee for 2020

The January session of the Planning Committee was
held on Friday, January 17 2020 followed by the
Committee’s New Year’s celebration at the “Cruise
Cruise Ginza”. 12 members attended the party to
celebrate the New Year with a toast and recognize
the hard work of our members.

Change of Membership
Withdrawal
 as of December 31, 2019
Tongtai Machine & Tool Japan Co ., Ltd.
(Machinery Division )
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テクニカルショウヨコハマ2020に出展
会員会社14社の協力を得て、2月5、6、7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ウヨコハマ
2020に3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ウ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 2020
In collaboration with 14 member companies, the
JMTIA exhibited a booth at Technical Show
Yokohama 2020, held at the Exhibition Halls of
PACIFICO Yokohama on February 5-7 , 2020, 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

JMTIAブース
ラウンジ

受付

出展者集合写真

専用ラウンジ案内板
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IMTSシカゴ2020

IMTS Chicago 2020

IMTSシカゴ2020は令和2年9月14日（月）から19日（土）
までアメリカのシカゴで開催される。
米国と中国の貿易戦争に加え、中東地区、朝鮮半島

の政治的不安定な環境のなか、又、日本と世界的な
工作機械を取り巻く競争環境の中、インダストリー4.0、
コネクティッドインダストリ―やロボットを始めとする自
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、IMTS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ぺージに掲載いたし

IMTS 2020 will be held in Chicago, USA from
September 14 (Mon.) to September 19 (Sat.), 2020.
In the midst of political instability in the Middle East
and the Korean Peninsula, the trade war between
the U.S. and China, and the competitive environment
surrounding machine tools in Japan and around the
world, interesting exhibits relating to Industry 4.0,
and Connected Industries such as robots, automated
equipment, and AI are expected.
As with previous years, JMTIA is planning an import
promotion trip for an “Exhibition Course” to attend
the IMTS and a “Factory Tour Course” that includes
factory tours. We hope many of you will participate
in this trip. The brochure for this trip is scheduled to
be completed in April. It will be posted on our
homepage as soon as it is ready.

ます。

IMTS2018 グリーソンカッティングツール社にて

IMTS2018 AMT首脳陣と

IMTS2018 会場前
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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-Jan-20
TEL

FAX

1 M 愛知産業株式会社

Aichi Sangyo Co.,Ltd.

03-6800-1122

03-6800-2066

2

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

3

M

株式会社シーケービー

CKB CORPORATION

03-3498-2131

03-3498-2356

4

M

ＤＭＧ森精機株式会社

DMG MORI SEIKI CO.,LTD.

052-587-1835

052-587-1834

5

M

株式会社ユーロテクノ

EURO TECHNO INC.

03-3391-1311

03-3391-1310

6

M

藤田商事株式会社

FUJITA SHOJI CO.,LTD.

047‐351‐3341

047‐351‐2214

7

M

福田交易株式会社

Fukuda Corporation

03-5565-6811

03-5565-6816

8

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

9

M

グリーソンアジア株式会社

Gleason Asia Co., Ltd.

03-5560-2801

03-5560-2955

10

M

株式会社ゴーショー

GOSHO Co., Ltd.

03-5911-6333

03-5911-8107

11

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

12

M

株式会社兼松KGK

Kanematsu KGK Corp.

03-5579-5880

03-6271-0848

13

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

14

M

レイボルド株式会社

Leybold Co., Ltd.

03-3272-1861

03-3281-4490

15

M

マーポス株式会社

MARPOSS K.K

03-3772-7011

03-3772-7093

16

M

モバック株式会社

MOVAC LTD

0765-84-8551

0765-84-8033

17

M

ＮＫワークス株式会社

NK WORKS CO., LTD.

03-3864-5411

03-3864-6752

18

M

ライスハウァー株式会社

Reishauer KK

045-476-5833

045-476-5822

19

M

株式会社エスアンドエフ

S & F Inc.

03-5714-5050

03-5714-5066

20

M

シュンク・ジャパン株式会社

SCHUNK Intec K.K.

03-6451-4321

03-6451-4327

21

M

株式会社エス・ティー・シー

Swiss Technology Co., Ltd.

03-5790-9311

03-5790-9391

22

M

株式会社高田商会

TAKATA & CO., LTD.

03-3254-2681

03-3252-2865

23

M

竹田商事株式会社

TAKEDA TRADE Co.,Ltd.

06-6441-1503

06-6441-1916

24

M

株式会社TMW

TMW CO.,LTD.

0587-32-6281

0587-21-2800

25
26

M
M

フォルマー・ジャパン株式会社
ワルターエワーグジャパン株式会社

VOLLMER JAPAN CORP.
Walter Ewag Japan K.K.

048-640-6363
0566-71-1666

048-640-6330
0566-71-1668

27

Ｍ ＹＫＴ株式会社

YKT CORPORATION

03-3467-1251

03-3485-7990

28

T

ブラザー・スイスルーブ・ジャパン株式会社

Blaser Swisslube Japan Co.,Ltd.

052-750-7560

052-750-7561

29

T

ＢＰジャパン株式会社

BP Japan K.K.

30

T

株式会社Cominix

Cominix 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

34

T

フジBC技研株式会社

35

T

36
37

目

次

先着50名様

ご家族同伴
06-6765-8202
06-6762-5105
03-5719-7210

03-5435-2273

0774-98-0518

0774-98-0558

FUCHS JAPAN LTD.

03-3436-8303

03-3436-8301

FUJI BC ENGINEERING CO., LTD

052-819-5411

052-819-5410

ガンロ精機株式会社

GANRO INDUSTRIAL CORP. (JAPAN)

0568-68-7686

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

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

神和商事株式会社

SHINWA TRADING CO.,LTD.

078-251-2311

078-265-3676

47

T

シーメンス株式会社

Siemens K.K.

03-3493-7325

03-3493-7433

48

Ｔ

ＳＭＷ-ＡＵＴＯＢＬＯＫ株式会社

SMW-AUTOBLOK JAPAN INC.

052-504-0203

052-504-0205

49

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

50
51

Ｔ
Ｔ

株式会社東陽
トランザーフィルター日本株式会社

TOYO CORPORATION
Transor Filter Japan Co.,Ltd.

0566-23-2030
03-6423-1544

0566-23-2271
03-6423-1554

52
53

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
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03-3437-0331
03-3437-0353
歓迎します

日本工作機械輸入協会会員名簿（賛助会員）

Members’ List
(Supporting members)

54

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

55

S

ファナック株式会社

FANUC CORPORATION

0555-84-5555

0555-84-6660

56

S

ジィー・エヌ・エス株式会社

GNS Co.,LTD.

052-908-3777

052-822-8282

57

S

ハイデンハイン株式会社

HEIDENHAIN

03-3234-7783

03-3262-2483

58

S

株式会社北村製作所

KITAMURA MACHINE WORKS CO.,LTD.

03-3625-3628

03-3624-1849

59

S

三木プーリ株式会社

MIKI PULLEY CO., LTD.

046-257-5109

046-258-1704

60

S

株式会社日新

NISSIN CORPORATION

03-3238-6502

03-3238-6508

61

S

ノガ・ウォーターズ株式会社

NOGA WATERS LTD.

048-777-1733

048-776-6740

62

S

布目電機株式会社

NUNOME ELECTRIC Co., Ltd.

052-301-6851

052-301-6655

63

S

Ｓ.Ｐ.ビームス株式会社

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

03-5207-6493

03-3252-5668

64
65

S
S

ワールドインシュアランスエージェンシー株式会社
株式会社ヤマザキ工業

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

03-3273-6541
03-5305-5091

03-3273-6588
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
03-5211-1168
03-3265-5580
歓迎します

66

H

英国大使館 商務部

Commercial Department, British Embassy

67

H

カナダ大使館 商務部

Embassy of Canada to Japan, Commercial Division

03-5412-6200

03-5412-6254

68

H

フランス大使館 貿易投資庁

Bisiness France, Embassy of France

03-5798-6108

03-5798-6082

69

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

70

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

71

H

イタリア大使館 貿易促進部

Italian Trade Agency

03-3475-1401

03-3475-1440

72

H

スペイン大使館 商務部

Economic and Commercial Office, Embassy of Spain

03-5575-0431

03-5575-6431

73

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

74

H

台湾機械工業同業公会

TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY

06-6614-9720

06-6614-9730

75

H

台湾貿易センター 東京事務所

Taiwan Trade Center

03-3514-4700

03-3514-4707

76

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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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
Toranomon Kogyo Bldg,1-2-18,Toranomon,Minato-ku,Tokyo
TEL 03-3501-5030

https://www.jmtia.gr.jp

FAX 03-3501-5040

