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2016 年 03 月 18 日

革新技術を発信する「JIAM 2016 OSAKA」開催迫る！
主催者特別企画や海外ビジネスサポートサービスのほか
B to C 企画も充実の内容で展開！
来る 2016 年 4 月 6 日（水）－9 日（土）の 4 日間、インテックス大阪にて「JIAM 2016 OSAKA」＜主催：
（一社）日本縫製機械工業会（JASMA）＞が開催されます。第 11 回目を迎える今回、繊維加工全般の多岐に
わたる広範な展示と情報交換の場として「国際アパレル機器＆繊維産業見本市」と名称を一新し、「革新的ソ
リューションと高度加工技術」をテーマに、世界のアパレル・繊維業界へ日本から情報発信いたします。

1) 国内外の開催規模・出展状況
3 月 18 日現在の「JIAM 2016 OSAKA」の開催規模・出展状況（前回比）は以下の通りです。
◆ 展示規模：1,272.2 小間 (前回 1,028.6 小間、前回比+243.6 小間・23.6%増）
＜国内：869.5 小間(同比+187.5 小間・27.5%増)、海外：224.9 小間(同比+58.3 小間・34.9%増)、
企画ゾーン：165 小間(同比+3 小間・1.2%増)、メディア：12.5 小間＞
◆ 出展者数：237 社（前回 207 社、前回比+30 社・14.4%増）
＜国内：150 社・団体(同比+17 社・12.7%増)、海外：74 社・団体(同比+18 社・32.1%増)、
メディア：13 社＞
◆ 企画ゾーン参加協力：17 社・団体 ◆ セミナー参加協力：19 社・団体
◆ 参加国・地域：14 ヵ国・地域（バングラデシュ、中国（香港、マカオを含む）
、チェコ、ドイツ、インド、
インドネシア、イタリア、シンガポール、韓国、タイ、トルコ、台湾、アメリカ、日本）
◆ 団体・パビリオン：全国ミシン商工業協同組合連合会傘下企業による「全ミ連パビリオン」などを始め、
欧州からはドイツの衣料・皮革機械工業会(VDMA)が主体となる「VDMA パビリオン」が規模を拡大して
出展。アジアからは中国縫製機械協会(CSMA)が「CSMA パビリオン」にて出展。広東省縫製設備商会、
香港アパレルマシン協会(HKAMA)も参展。台湾縫製機械協会(TSMA)が「台湾パビリオン」にて出展します。
◆ 新規出展者数：94 社（国内：55 社 海外：39 社

*バングラデシュからは今回初参加となっています）

前回を大幅に上回る展示規模で開催される JIAM 2016 OSAKA。本見本市がビジネスの場として、国内はも
とより国際的に高く評価され、アジアを中心に多くの海外バイヤーから来場について様々な問合せが JIAM デ
スクに連日寄せられており、期待と関心の高さがうかがえます。
本見本市は、国際的なビジネスプラットフォームとして、桜咲く 4 月に「繊維の街 大阪」から世界に向け
て最先端技術情報が発信されます。来場予定者数 30,000 人、うち海外からは業界関係者 5,000 人の来場が見
込まれています。
なお、JIAM 2016 OSAKA に関わる全ての方々の成功を祈念し、オープニングを飾る「開会式」を会期初日
に以下の要領で開催いたします。奮ってご参加ください。
＜開会式概要＞ 日時：4 月 6 日（水）9：40～ 会場：インテックス大阪 5 号館 B 特設セミナールーム
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＜来場事前登録＞
公式ウェブサイト(http://jiam-show.com)上で来場事前登録いただきますと、入場料（￥1,000）が無料にな
ります。当日の入場がスムーズな Web 事前登録をお勧めします。

2) 号館別主要出展構成について
JIAM 2016 OSAKA は、インテックス大阪 2･3･4･5 号館 AB の 4 ホール（展示面積 24,930 ㎡）を使用して
開催されます。各号館の主な出展構成は以下の通りです。
◆5 号館 A ゾーン：[縫製機器]＋[裁断・延反・CAM]＋[刺繍・プリント] ほか
◆5 号館 B ゾーン：[セミナー会場]＋[テーマゾーン]＋[検査・試験関連]＋[情報・サービス] ほか
◆4 号館：[縫製機器]+[裁断･延反･CAM]＋[自動車・航空機関連]+[インテリア･家具･住居関連]＋
[検査･試験関連]＋[情報･サービス]＋[織物･繊維] ほか
◆3 号館：[縫製機器]+[裁断・延反・CAM]＋[ホームソーイング]＋[物流] ほか
◆2 号館：[ホームソーイングゾーン]＋[プリント＆ファッションゾーン]＋ [イベントステージ]＋[副資材]＋
[服飾雑貨]＋[縫製機器]＋[情報･サービス]＋[仕上・ランドリー関連] ほか

3) 出展対象品目に基づく出展傾向について
出展者から提出された出展品目に基づく各出展対象品目の割合は下表の通りです（3 月 18 日現在）
。
出展予定製品

No.

前回 JIAM 2012

JIAM 2016
件数

割合（％）

前回比増加率

件数

割合（％）

1

企画・設計・CAD

14

3,4%

-57,1%

22

7,2%

2

裁断・延反・CAM

45

11,1%

+15,6%

38

12,4%

3

縫製機器

102

25,1%

+22,5%

79

25,8%

4

刺繍・プリント・カッティング加工

76

18,7%

+57,9%

32

10,5%

仕上・ランドリー関連／検査・試験関連

35

8,6%

+22,9%

27

8,8%

7

ホームソーイング

14

3,4%

+50,0%

7

2,3%

8

副資材

20

4,9%

+15,0%

17

5,6%

9

素材・縫製品・その他

9

2,2%

-66,7%

15

4,9%

織り・編み・染色／織物・繊維・不織布

11

2,7%

-18,2%

13

4,2%

12

自動車・航空機関連

8

2,0%

+100,0%

0

0,0%

13

インテリア・家具・住居関連

4

1,0%

+100,0%

0

0,0%

14

服飾雑貨・生活雑貨

4

1,0%

±0,0%

4

1,3%

15

産業用繊維資材

10

2,5%

+90,0%

1

0,3%

16

IT 情報技術

19

4,7%

+47,4%

10

3,3%

17

物流

5

1,2%

±0,0%

5

1,6%

18

設備・装置・環境

3

0,7%

-233,3%

10

3,3%

19

教育・人材育成

1

0,2%

+100,0%

0

0,0%

20

情報サービス

26

6,4%

±0,0%

26

8,5%

406

100,0%

+24,6%

306

100,0%
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合計 （出展対象品目の件数は、複数分
野へ重複した出展企業があるため、出展者
数とは一致しません。）

企画・設計・CAD は減少したものの、裁断・延反・CAM 関係は増加。縫製機器は展示規模の拡大に比例して増
加しています。とりわけ、刺繍・プリント・カッティング加工は前回約 58%増と倍以上の出展となっています。
また、仕上・検査・試験関連も 22%以上の伸びを示しています。ホームソーイング関連も倍増となり、今回の JIAM
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2016 OSAKA の特長を裏付けています。さらに、自動車・インテリアや産業用繊維資材の非アパレル関連は、全体
の 5.5%程度であるものの、新規分野として位置付けられています。IT 情報技術関連もほぼ倍増となるなど、先端
技術の増加がうかがえます。

4) 特別企画「ホームソーイングゾーン」と「プリント＆ファッションゾーン」
JIAM 2016 OSAKA では B to C 企画ゾーンを２号館内にて展開します。国内主要家庭用ミシンメーカーと
ソーイング関連製品による「ホームソーイングゾーン」を設置! －「モノづくり」の楽しさと、歓びを分かち
合える「コトづくり」―ホームソーイングの新しいカタチ－をテーマに、ミシンを使ったモノづくりのワクワ
クする楽しみを提案します。国内家庭用ミシン主要メーカー各社のブースを中心に、一般来場者がホビーのソ
ーイングを様々に体験・参加できるワークショップを設けます。さらに、各ワークショップを回り体験いただ
くとミシンが当たるスタンプラリーも実施します。
同ゾーン内では JASMA が主催する「ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール」
（2016 年 3 月表彰）
での最優秀賞（経済産業大臣賞）及び特別賞（全国ミシン商工業協同組合連合会技術賞、リクチュール賞）作
品も展示されます。また、
「ザ・ワンピース 篠原 ともえのソーイング BOOK」にて発表された、篠原 とも
え氏がデザインし、同氏の母校である文化学園大学短期大学部の学生が製作したワンピースも披露される予定
です。なお、ホームソーイングゾーン周辺には関連副資材・服飾雑貨のブースも配置し、併催展 IGA も隣接し
ています。そして、同号館内にはプリント･転写、企画･デザインソフトウエア、刺繍•加工などに特化した「プ
リント＆ファッションゾーン」を設置。同セクターからの数多くの新規出展者を含め、前回を大幅に上回る
30 社以上の出展者が同ゾーンに集結。ファッションのデジタル化が進む中、最新の縫製加工技術とのマッチ
ングやオンデマンド対応など、より多角的なソリューションが展開される予定です。

5) イベントステージでのトークショーやファッション・デザインコンテストも！
さらに、前述の 2 つのゾーンに隣接して設置します「イベントステージ」では、トークショーやファッショ
ンショーなどの催しを展開いたします。今回は、タレントであり、人気キルト作家のキャシー中島氏と御子息
で手芸作家である勝野 洋輔氏を迎え、
「スペシャルトークショー」が繰り広げられます。業界でも大人気を誇
る中島氏と、パリ留学を終え、本格的に手芸作家として活動を開始する勝野氏による対談に注目が集まります。
会期中は毎日 1 日 2 回（11：00・14：30）にキャシーマムブースにて勝野氏によるミシンキルトのデモンス
トレーションも行われます。
さらに、イベントステージにて、産学共同企画として大阪モード学園主催のデザインコンテスト「OSAKA
MODE GAKUEN ORIGINAL BRAND EXHIBITION SPRING & SUMMER COLLECTION」を 4 月 7 日（木）13：
00～14：00 と 8 日（金）13：00～14：00 の 2 回開催します。本企画では同学園生が「実際に製品化した際に
売れる服」をブランディングから手がけ、ファッションショー形式で披露。ファッションショーはコンテストも
兼ね、4 月 7 日の第 1 回目のショー後に来場者の人気投票を実施します。受賞者は 4 月 8 日（金）の第 2 回目の
ショー後に発表されます。そのほか、同学園の協力によるネイル・ポイントメイク・ヘアアレンジ・似顔絵体験
（無料）など、参加型イベントもイベントステージ近くの大阪モード学園ブースで開催されます。
4 月 9 日（土）には、人気デザイナーの天津 憂氏（A DEGREE FAHRENHEIT Hanae Mori manuscript）、フ
ァッションデザイナーOlga 氏（Etw. Vonneguet）
、そしてモデレーターに IT ジャーナリスト兼コンサルタント
の林 信行氏を迎え、
「繊維産業の未来を語る」と題してデジタルファッションの観点から今後の繊維産業につ
いてトークセッションが行われます。ファッション by デジタルの最先端情報は必聴です。

6) 貿易コンサルティング

＜事前予約不要・無料＞
4 月 6 日（水）から 8 日（金）の 3 日間、会場内にて海外ビジネスをサポートする「貿易コンサルティング・
ビジネスサポートコンシェルジュ サービス」を提供します。国内の中小企業出展者を主な対象とし、海外進
出についての留意点や商品輸出のノウハウについて、貿易業務のプロがアドバイスします。ぜひご活用ください！
● 設置期間：4 月 6 日（水）－8 日（金）10:30～16:30（最終受付）注：9 日(土)には行いません。
● 設置場所：会場内 5 号館 B エリア「貿易コンサルティングデスク」
● 相談提供時間：ご相談者 1 グループに対して上限 30 分程度を目安として対応させていただきます。
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7) インフォメーションカウンター／ヘルプデスク＜事前予約不要・無料＞
会場内各号館に「インフォメーションカウンター／ヘルプデスク」を設置し、会場案内や出展者と来場者間
の言語（日本語・英語）サポートを提供します。
● 設置期間：4 月 6 日（水）－9 日の 4 日間 開場時間中
● 設置場所：会場内各号館に設置
● 個別サポートサービス：1 グループに対して上限 15 分程度を目安として対応させていただきます。
● 言語サポートサービス：インフォメーションカウンター／ヘルプデスク内でのご提供となります。
出展ブースやその他の場所では行いませんので、サービスをご希望される方は必ずご商談相手と共に
インフォメーションカウンター／ヘルプデスクへお越しください。

8) 主催者特別企画のセミナーとテーマゾーン
展示会場での実演やプレゼンテーションに加え、JIAM 2016 OSAKA は主要な国際見本市としての世界的なシ
ョーケースであり、ビジネスプラットフォームとなるばかりでなく、新たなビジネスモデルを提供します。

【セミナー・パネルディスカッション】
今回の開催趣旨・テーマにご賛同をいただいた官公庁・団体・企業のご支援とご協力をいただき、開催初日の
4 月 6 日から最終日 9 日に至るまで、5 号館 B ゾーンに設置した「特別セミナー会場」において、最先端の繊維
技術やトレンドを発信する 12 もの多岐にわたるセミナー・パネルディスカッションを開催いたします。
＜4 月 6 日(水)＞
－ロボットと IoT を鍵とした製造業の成長戦略－ 経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長 佐脇 紀代志氏
により、縫製、繊維加工・アパレル及び関連業界が抱える課題への最新技術によるソリューションについて「ロ
ボット革命イニシアチブ協議会」の取り組みと最新活動状況について講演いたします。
－ドイツ Industrie 4.0 - 産業界の新たなチャレンジとチャンス：繊維・アパレルビジネス向けイノベーション－
株式会社エヌ・アール・ダブリュージャパン ドイツ ノルトライン・ヴェストトファーレン（NRW）州経済
振興公社 代表取締役社長 ゲオルグ・K・ロエル氏を招き、Industry 4.0 と繊維・アパレルビジネス業界の未来
についてセミナーを開催します。注:本プログラムは「衣料品製造業の将来ビジョン」から変更されました
－東アフリカ（エチオピアを中心とした）縫製業界の最新動向－JASMA が日本政府より補助金を受け、「見
本市等出展支援縫製機械産業等における国際展開支援事業」の実施が決定したことから、日本の縫製機械企業の
顧客となり得る繊維工業が立ち上がりつつあるエチオピア、タンザニアなど、東アフリカ地域の最新市場動向な
ど調査の成果が披露されます。日本でもまだ情報の少なく、ビジネスチャンスとしてのポテンシャルも高い東ア
フリカの市場動向をいち早く収集するチャンスです。発表者: (一社)日本縫製機械工業会（JASMA）専門家 榮 和
数氏
＜4 月 7 日(木)＞
－“現代の名工”が伝授する新しい服作り－ 実技セミナー。ボンドやテープなどの副資材を用いて1時間のセミ
ナー内で洋服を制作し、接着・溶着技術の活用を提案。縫製作業が少なくても出来る衣服の作り方を伝授します。
講師は2015 年度「現代の名工」150 人に選定された、日本モデリスト協会 特任委員 稲荷田 征氏。
－“日本発ものづくり提言プロジェクト” 世界が求めるメード・イン・ジャパンのこれから－縫製加工日本企
業5社のトップによるパネルディスカッションです。メード・イン・ジャパンを熱く語ります。
そして、－J∞QUALITYの現状と将来－について日本アパレル工業技術研究会 会長 近藤 繁樹氏が論説。
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＜4 月 8 日(金)＞
－「繊維検査の現状 問題と対策」繊維製品の抗菌、抗ウイルス、消臭試験について－ 一般社団法人 日本繊
維製品品質技術センター 神戸試験センター 微生物ラボ ラボ長 射本 康夫氏と －機能性繊維の最新評価技
術について－ 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 開発部 統括課長 吉岡 陽一郎氏が、各検査機関の立場で
「繊維検査の現状 問題と対策」を紹介します。
－大手百貨店が取り組むメード･イン･ジャパン 三越伊勢丹のジャパンセンスィズへの取り組みの現状と今後－
（FBS主催セミナー）大手百貨店が円安や消費者の二極化を受けて産地と直接的な取り組みを強化しています。
本セッションでは、株式会社三越伊勢丹 営業本部 三越日本橋本店長 常務執行役員の中 陽次氏を迎え、百貨
店が目指すメード・イン・ジャパンの形とは何かを語っていただきます。
－Made by JAPAN 拡がるアジア縫製 ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、バングラデシュ どこが
生産最適地か、わが社の戦略－ 前回 JIAM 2012 でも好評を博した海外市場動向セミナーも継続して開催。
アジアを牽引する縫製加工日本企業が自社の海外進出事例を以てチャイナプラスワンとして注目されるアセ
アン諸国の動向と「どこが生産最適地か、我社の戦略」を語ります。コーディネーターには NPO 法人 アジア・
アパレルものづくりネットワーク 理事・事務局長 和田 博氏を迎えます。
－先端繊維「太陽光発電テキスタイル」「RFID ファイバー」の可能性－ 福井県工業技術センター 新産業創
出研究部 e-テキスタイル研究グループ 主事 辻 尭宏氏 ／ 主任研究員 増田 敦士氏
＜4 月 9 日(土)＞
－機能性・意匠性・経済性を同時達成する身体障害向け衣服の共創的作製 パラリンピックを視野に－ 国立研
究開発法人 産業技術総合研究所の蔵田武志氏と、ファシリテーターの科研費プロジェクトメンバー樋口 敬恭
氏による、パラリンピックを視野に入れた身体障害者向けに機能美とビジネスポテンシャルを兼ね備えた衣服
作りの取り組みを、多くの一般来場者が見込まれる会期最終日 4 月 9 日(土)に発表します。
－ファッションのデジタル化と繊維産業の未来－ クチュールデジタル株式会社 代表取締役CEO 森田 修史氏
「デジタルファッション」という概念を軸に、豊富なビジュアルを交えて繊維産業の今後について語ります。

【テーマゾーン】
前述のセミナーにリンクした、もう一つの主催者特別企画の「テーマゾーン」では、繊維素材から完成品ま
での展示を通じて、課題解決に導く高度な技術を発信します。
【先端繊維技術「太陽光発電テキスタイル】
」
「RFID ファイバー」】
福井県工業技術センター 他による「太陽光パネルを埋め込んだテキスタイル」や「超小型紐状の IC タグ」が
展示され、ライフスタイルを変える先端繊維技術が紹介されます。
【繊維シルク 最前線】では、国立研究開発法人 農業生物資源研究所による生物資源を活用した素材として、
蚕から開発された「光るシルク」や、オニグモから開発された切れにくく強靭な「クモ糸シルク」などを展示
します。
【J∞QUALITY 最新情報】J∞QUALITY とは、織り、編み、染色整理加工、縫製、企画、販売の全てを日本国
内で行った商品の統一ブランドです。オールジャパンメードによる技術・美意識・安全性を証明する
J∞QUALITY の認証制度に関する最新情報を展示します。
【未来のファッションプロモーション4.0】
デジタルファッション株式会社による、前回JIAM 2012のテーマゾーン、先端技術・情報発信コーナーで好評を
博した「デジタルファッションの時代」のバージョンアップ版。日本の優れた素材、設計、縫製能力とトレンド
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創造企画力、そして消費者の購買行動とニーズに対応できる先端販売ツールと、それら各々がデジタル技術で融
合されることにより、一気通貫の新しい革新的な世界が実現されるプレゼンテーションをご覧いただきます。

9) 開催概要
【JIAM 2016 OSAKA・IGA2016・FBS ３展示会共通】
・会期：2016 年 4 月 6 日（水）－9 日（土）
・会場：インテックス大阪
・来場予定数：30,000 人
・来場対象：アパレルメーカー、ファッション・ハウス、インテリアメーカー、刺繍・プリントメーカー、縫
製業、関連機器販売業、繊維加工メーカー、自動車・航空機産業、服飾雑貨・生活雑貨販売、クリーニング・
ランドリー業、繊維・素材メーカー、物流業、流通・小売業、商社、服飾専門学校・学生、一般消費者など
・入場料：公式ウェブサイト(http://jiam-show.com)上で来場事前登録いただきますと、入場料（￥1,000）が
無料になります。今すぐ事前登録を!!
・最新のフロアマップも以下の公式ウェブサイトからご覧いただけます。
http://jiam-show.com/2016/files/JIAM2016_floorplan_160317.pdf
【JIAM 2016 OSAKA 開催概要】
・主催：
（一社）日本縫製機械工業会(JASMA)
・会場：インテックス大阪 2･3･4･5 号館
・出展対象：企画・設計・CAD、裁断・延反・CAM、縫製機器、刺繍・プリント・カッティング加工、
仕上げ・ランドリー関連、検査・試験関連、ホームソーイング、副資材、素材・縫製品、織り・編み・染色、
織物・繊維・不織布、自動車・航空機関連、インテリア・家具・住居関連、服飾雑貨・生活雑貨、産業用繊
維資材、IT 情報技術、物流、設備・装備・環境、教育・人材育成、情報サービスなど
・URL: http://jiam-show.com/
・E-mail: info@jiam-show.com
【国際副資材総合展(IGA2016) 開催概要】
・主催：(一財) 大阪国際経済振興センター (株) ナード・インターナショナル
・Overseas Partners : Chan Chao International Co., Ltd. (台湾)
Taiwan Textile Federation (紡拓会、台湾)
Paper Communication Exhibition Services (香港)
・特別開催協力：（一社）日本縫製機械工業会(JASMA)
・会場：インテックス大阪 2 号館
・出展品目：各種アパレル副資材。詳細は下記のホームページご参照
・お問合せ先：IGA 事務局 一般財団法人 大阪国際経済振興センター
Tel: 06-6612-8203 E-mail: info@iga-tradeshow.com URL : http://www.iga-tradeshow.com
【FBS in JIAM 2016 開催概要】
・主催：繊研新聞社
・特別開催協力：
（一社）日本縫製機械工業会(JASMA)
・会場：インテックス大阪 2 号館
・E-mail: fbs-jiam@senken.co.jp URL: http://www.senken-ex.com/fbs/

＜本リリースおよび出展に関するお問合せ先＞
JIAM デスク（メサゴ・メッセフランクフルト株式会社内）
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F TEL: 03-6272-3036 FAX: 03-3262-8442
E-mail: press@jiam-show.com（リリースに関するお問合せ）info@jiam-show.com（出展に関するお問合せ）
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