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JIAM 2012

社団法人日本縫製機械工業会は、10 回目の開催となる「国際アパレルマシンショー JIAM
2012 OSAKA」を 2012 年 9 月 19 日（水）から 22 日（土）の 4 日間、インテックス大阪にて開催
する。出展規模および特別企画、シンポジウム・セミナーなどの詳細が決まり、5 月 25 日（金）
に開催した出展者説明会で全体概要を発表した。

■展示規模は１，０００小間を超える！！
1 年以上にわたる出展勧誘の結果、5 月 25 日（金）現在、展示規模が 1,000 小間を超えた。
国内から 122 社、854 小間、海外からは 40 社、174 小間、国内外合わせて 162 社、1,028 小間、
海外参加国数は 7 カ国、地域(中国、ドイツ、韓国、アメリカ、タイ、シンガポール、台湾)となっ
た。
展示会場はインテックス大阪３，４，５号館、総展示面積 18,201 ㎡を使用し、主催者特別企画
であるテーマゾーンを展示 3 館の中心に位置する 4 号館内に配置した。
■特別企画・テーマゾーン・・・Made in Japan の底力
テーマゾーンでは、「日本のチカラ」をコンセプトに日本の製品が本来持つ質の高さや未来を見
据えた技術など、4 つのコーナーとステージで日本から世界へ広がる繊維産業のエネルギーを発信
する。
●先端技術・情報発信コーナー・・・デジタルファッションの時代
繊維・アパレル関連と最終消費者をつなぐ未来の販売方法を紹介。スマートフォンによる最
新の着せ替えアプリの体感や専門家によるアドバイス等、ファッションの新時代をリードす
る最新情報を発信する。
●クールジャパンコーナー・・・伝統美とクールジャパン
伝統的な日本文化と最新技術が融合した新素材やファッション、日本が世界に誇るアニメコ
ンテンツの象徴としてのコスプレ（世界コスプレサミットとのコラボレーション企画）を紹
介。内外の有名コスプレーヤーによるステージパフォーマンスも楽しめる。
●人に優しいコーナー・・・テキスタイルに心地よさを
人や環境に配慮した製品、繊維素材などを実際に触って感じるコーナー。吸湿・速乾、ナノ
テク等の最新機能性繊維を一堂に集め、日本が世界に誇るテクノロジーを発信。テキスタイ
ルの未来図がここから始まる。
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●スポーツ＆SEW コーナー・・・知られざるハイグレード製品
縫製技術やテキスタイルの進歩とスポーツの世界とのかかわりを通じて日本のチカラを表現。
オリンピックなどの国際大会で高い評価を受けたスポーツウエアやユニホームなども展示。
●メインステージ
世界コスプレサミット受賞者によるパフォーマンスステージやデジタルファッションショー
など、テーマに沿ったさまざまなイベントが連日開催される。

■多彩なシンポジウム・セミナーを連日開催
日本、中国、ドイツおよびアメリカの縫製機械業界の代表による「縫製機械シンポジウム」
やアパレル業界代表による「リンケージシンポジウム」に加え、経営、IT、海外アパレルな
どの専門セミナーやファッションデザイナー 小篠 ゆま 氏のトークショーなどを 5 号館内
特設セミナー会場にて開催。
●縫製機械シンポジウム

※日英中同時通訳付

9/19(水)
「これからの縫製機械と縫製業界のあり方」
13:00〜 挨拶
社団法人日本縫製機械工業会
会長 安井義博 氏
13:20〜14:30 パネルディスカッション
社団法人日本縫製機械工業会
専務理事 榎本陞 氏
China Sewing Machinery Associaton
副理事長 張 敏 氏
VDMA German Garment and Leather Technology Association
副会長 Dietrich Eickho 氏
Sewn Products＆Equipment Suppliers of the Americas
前会長 Frank Henderson 氏
・コーディネーター：日本アパレル工業技術研究会 会長 近藤 繁樹 氏
●リンケージシンポジウム

※日英同時通訳付

9/20(木)
「今、なぜメード・イン・ジャパンなのか」
13:00〜13:30 基調講演
メーカーズシャツ鎌倉株式会社 取締役会長

貞末 良雄 氏

13:35〜15:00 パネルディスカッション
株式会社カイハラ 代表取締役会長 貝原 良治 氏
株式会社エドウイン商事 専務取締役 小林 道和 氏
岩手モリヤ株式会社 代表取締役社長 森奥 信孝 氏
メーカーズシャツ鎌倉株式会社 取締役会長 貞末 良雄 氏
・司会進行：久米繊維工業株式会社 代表取締役社長 久米 信行 氏
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●トークショー

9/22(土)
13:00〜14:00
「ファッションとブランド力」
ファッションデザイナー 小篠 ゆま 氏
・インタビュアー：文化学園大学 文化学園大学

服装学部教授

正田 康博 氏

●セミナー※日英同時通訳付

9/19(水)
15:00〜16:30
「試験の現状 問題点と対策」
一般財団法人カケンテストセンター
一般財団法人ボーケン品質評価機構
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

9/20(木)
11:00〜12:00
「CSR 調達の現状と将来」
日本アパレル工業技術研究会 会長

近藤 繁樹 氏

※CSR 調達：
「企業の社会的責任」と訳されているＣＳＲ（Corporative Social Responsibility）の
取り組みを、調達先の企業にも求めることを言います。

15:20〜16:20
「製品の安全・社会的責任・環境対応」
パタゴニア日本支社 篠 健司 氏

9/21(金)
11:00〜12:00
「ファッションビジネスとＩＣタグの現状と今後」
専修大学 経営学部 経営学科准教授 森本 祥一 氏
13:00〜14:00
「ブランド保護の現場から」
YKK 株式会社 ファスニング事業本部
ファスナー事業部 知財保護Ｇ長 古稲 計 氏
14:30〜15:30
「ミャンマー市場の動向」
HIDA（財団法人海外産業人財育成協会）専門家
エコテック・ジャパン株式会社 執行役 浅井 博康 氏
■充実の家庭用ミシンゾーン
家庭用ミシンゾーンを 5 号館内に展開。ハンドメイドやミシンに関心のある一般来場者を対象とし
て下記の特別展を実施する。
●JIAM 2012 キルトアワード優秀作品展示
JIAM 2012 で募集した「JIAM 2012 キルトアワード」の優秀作品を展示。
●キルト展示
各メーカーがテーマに沿ったキルト作品などを展示。
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●JASMA ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール最優秀作品展示
JASMA ホームソーイング小・中・高校生作品コンクールの部門の最優秀作品を展示。縫製産
業の次代を担う全国の小中高校生の実力が体感できる。
●ミシンの歴史展
ミシンの初期から最近までの実物を展示。その進化の様子を実感できる。
■「ファッションゾーン」
繊維・ファッション産業のプラットフォームを目指す JIAM 2012 では、ファッション産業とのリ
ンケージ企画として、ファッション関係団体とのコラボレーションが実現。
●JEANISM 〜夜の茶会〜
世界的に評価の高い日本のデニム。日本の若手デザイナーが“デニムの新たな表現”に挑
戦する。
協力：一般社団法人日本ファッションウイーク推進機構、日本ジーンズ協議会
●ナゴヤファッションコンテスト 2012 優秀作品展示
1982 年から開催されている“ナゴヤファッションコンテスト”。2012 年度の優秀作品を展
示。海外からの応募も含め 3,500 点以上の応募作品（2011 年実績：3,653 点）から選ばれた
作品を通して、若き新進デザイナーの情熱が実感できる。
協力：ナゴヤファッション協会
■「日本の匠」コーナー
各社が独自に開発したすぐれた製品・技術を紹介。
協力：全国ミシン商工業協同組合連合会
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《主 催》
社団法人日本縫製機械工業会（JASMA）
〒105-0003

東京都港区西新橋 1-14-12

Tel：03-3597-0470

不二ビル 4F

Fax：03-3597-0477

URL: http://www.jasma.or.jp

E-mail: info@jasma.or.jp

《運営・お問合わせ先》
JIAM DESK：社団法人 大阪国際見本市委員会
〒559-0034

大阪市住之江区南港北 1-5-102 インテックス大阪

Tel：06-6612-1666

Fax：06-6612-8585

URL: http://www.jiam2012.com
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E-mail: jiam2012@fair.or.jp

