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国際アパレル機器&繊維産業見本市（JIAM 2016 OSAKA）
について‥‥‥‥‥‥‥‥
中国縫製機械協会
（CSMA）30周年記念式典への参加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第35回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール作品募集締め切り‥‥‥‥‥‥‥
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記者発表及び懇親会を開催
平成26年10月10日（金）、16時よりホテルグランヴィア大

（JIAM2016実行委員長）からJIAM2016では革新的製

阪（大阪市北区梅田）におきまして、記者発表及び懇親会

品を発信し世界の繊維産業へ貢献したい旨挨拶があり、

を開催しました。当日は報道関係者11社・14名が出席し、

その後、湯原専務理事からJIAM2016の概要等を説明し

当工業会からは中村会長をはじめ、安井、眞壁、清水、近

た後、活発な質疑応答が行われました。懇親会は安井副

藤、田島、廣瀬の6副会長、湯原専務理事、佐藤、中根、

会長の挨拶、清水副会長の乾杯発声後歓談し、中締めは

錦織の3理事、渡辺監事の他、工業会関係者11名、また

廣瀬副会長が行いました。

経済産業 省産業機械課の服部
嘉博 課 長補佐 殿のご 臨 席をい
ただき、総勢4 0名が出席しまし
た。最初に中村会長が挨拶し、
JIAM2016の取り組み、家庭用
ミシンを使ったモノづくりの普及
促 進 、知的財産権 保 護 対 策の
推 進他の工業会の事 業 活動を
紹介しました。更に、近藤副会長

記者発表

懇親会
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安井副会長

清水副会長

廣瀬副会長

正副会長会議及び第141回理事会開催
平成26年10月10日（金）、12時よりホテルグランヴィア大

任、第9回臨時総会の書面審議、JIAM2016の取り組み、

阪において、正副会長7名と業務執行理事による正副会長

生産性向上設備投資促進税制の証明書発行、今後のスケ

会議を開催し、第141回理事会の審議・報告事項を事前に

ジュール等の議案が審議され承認されました。

検討しました。

なお、湯原業務執行理事は10月10日付をもって専務理

その後、14時より第141回理事会を開催し、ご来賓として
経済産業省産業機械課

事に選任されました。また、直本工業㈱の原田

勉氏への

服部嘉博課長補佐殿にご臨席

理事交代について、第9回臨時総会（書面審議）で審議す

いただき、議事の最後に平成27年度税制改正に関する経

ることとし、正会員全員から同意の意思表示をいただきま

済産業省要望（概要）の説明がありました。

した。その他、生産性向上設備投資促進税制の証明書発

中村会長が議長となり議事が進められ、平成26年度上

行状況は、平成26年4月1日から9月30日まで116件となりま

期の事業概要、平成26年度下期の事業、専務理事の選

した。

展示会でJASMA事業をPR
当工業会は、平成26年9月25日（木）、26日（金）の2日

に、第35回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール

間、東京ビッグサイトで国内関係団体が主催した「第52

の応募要領の配付、ミシンの日ポスターの掲示など、家庭

回東京ファッション産業機器展（FISMA TOKYO）」

用ミシン普及促進事業のPR活動も行いました。

にJA S M Aブース（1小間）を出展しました。会期中は
JIAM2016のポスターを掲示し、出展案内等の印刷物を
配付するなどJIAM2016事業のPR活動を行いました。更

中村会長の開会式スピーチ

JASMAブース
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国際アパレル機器&繊維産業見本市（JIAM 2016 OSAKA）
について
■出展申込期限
●早期申込割引適用期限：2015年6月30日
（火）
（当日必着）
●通常申込期限：2015年10月30日（金）
※ただし、
予定小間数に達し次第締切ります。
■出展小間料金 （別表参照）
■展示特別支援
●募集期間：2015年10月30日（金）まで
当工業会が主催する国際アパレル機器&繊維産業見本

●審

査：開催テーマに沿った革新的な自社新製品・

市（JIAM 2016 OSAKA）の出展申込受付が始まりまし

技術・サービスの実演・展示やデモンスト

た。出展料が割引される「早期申込割引」や無償小間が提

レーション等を出展する場合、当工業会の

供される「展示特別支援」がありますので、ご利用下さい。

基準に基づき審査し、採用された場合は

■テーマ：-革新的ソリューションと高度加工技術-

無償小間を提供します。

Innovative Solutions & Advanced Processing Technology
■会

●新規出展の場合

期：2016年4月6日（水）～9日（土）

a.出展申込2小間以上が対象

〈4日間〉10：00～17：00（但し、最終日は16:00まで）
■会

場：インテックス大阪 2・3・4・5号館

■主

b.出展申込5小間に付き1小間無償提供
2～5小間申込

→

1小間無償提供

催：一般社団法人 日本縫製機械工業会（JASMA）

6～10小間申込

→

2小間無償提供

■特別開催協力：一般財団法人 大阪国際経済振興センター

11～15小間申込

→

3小間無償提供

（INTEX OSAKA）

●継続出展者が増小間した場合

■出展対象：

a.前回JIAM 2012の出展小間数から2小間増えるごと

［対象業種］
：
（A）縫製関連機器（B）縫製関連部品･資

に１小間無償提供

材（C）繊維関連機器（D）繊維製品（E）IT 関連（F）

b.但し、
無償小間提供は１社あたり6小間までが上限

その他

2増小間 → 1小間無償提供

7～8増小間 → 4小間無償提供

［対象品目］
：企画･設計･CAD／裁断･延反･CAM／縫

3～4増小間 → 2小間無償提供

9～10増小間 → 5小間無償提供

製機器／刺繍･プリント･カッティング加工／仕上･ランドリー

5～6増小間 → 3小間無償提供

11～12増小間 → 6小間無償提供

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・装置・環境／ 教育･人材育成／情報サービス

JIAM2016 キービジュアル

■出展小間料金（消費税別）
小間タイプ
A.通常小間

B.パッケージ小間
C.スペース小間
問い合わせ等は
右記までご連絡下さい

小間数・面積

早期申込料金［2015年 6月30日迄］

通常申込料金［2015年 7月1日以降］

1～5小間

280,000円／1小間

300,000円／1小間

6～9小間

270,000円／1小間

290,000円／1小間

10～18小間

250,000円／1小間

270,000円／1小間

1小間

345,000円

365,000円

2小間

670,000円

710,000円

3小間

1,000,000円

1,060,000円

72㎡（8小間)以上

25,000円／㎡

27,000円／㎡

一般社団法人日本縫製機械工業会
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TEL：03-6435-8190 FAX：03-6435-8192
Eメール: info@jasma.or.jp URL:http://jiam-show.com/

中国縫製機械協会
（CSMA）
30周年記念式典への参加
平成26年10月16日（木）、19時より北京インターナショナ
ルホテルにおきまして、中国縫製機械協会（CSMA）の設
立30周年記念式典が執り行われました。
当工業会の正副会長へ記念式典の招待状が届き、当工
業会からは安井副会長、廣瀬副会長、湯原専務理事をは
じめ、工業会関係者総勢14名が出席しました。
式典は盛大に行われ、中国内外の業界関係者が多数出
席し当工業会関係者との交流を深めました。

第35回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール作品募集締め切り
全国の小・中・高校生を対象とした第35回
ホームソーイング小・中・高 校 生 作 品コン
クールの 作品 募 集は10月31日（金）で 締め
切りました。関 係 各 位のご 協力に厚く感 謝
いたします。今後は第一次、第二次審査会で
入 選作品を決定しますので、随 時ご 紹 介い
たします。

生産性向上設備投資促進税制の証明書を発行
当工業会は、縫製機械等の先端設備に関する生産性向

当工業会は、本年4月1日から9月30日までの上半期に、

上設備投資促進税制の証明書を発行しています。縫製機

会員及び非会員企業も含めた設備メーカーに対して116件

械等の設備ユーザーが指定要件の基準を満たした先端設

の証明書を発行しました。お問い合わせ等は下記の当工

備を取得した場合、税務申告の際に税制措置が受けられ

業会事務局までご連絡下さい。また、当工業会ホームペー

ます。

ジでもご覧いただけます。

編

集

後

記

朝晩は急に冷え込むようになり、街路樹も随分と落葉し
て季節は一挙に初冬へ入ったようです。季節の変わり目
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は体調を崩しやすいので、
十分気を付けたいものです。
当工業会主催のJIAM 2016 OSAKAの出展申込受

一般社団法人日本縫製機械工業会
発行責任者：湯原 孝志

付が始まりました。10月10日に行われた記者発表では、
プレスからの注目度が高く活発な質疑応答が行われ、

〒105-0004
東京都港区新橋5-25-3 第2一松ビル2階
TEL. 03-6435-8190 FAX. 03-6435-8192

各方面から大きな期待が寄せられています。出展申込に
際しては、早期申込料金、展示特別支援などお得な条
件を揃えていますので、是非ご活用下さい。

URL http://jasma.or.jp
Eメール info@jasma.or.jp

（I.M.）

本JASMA会報は、発行後、当工業会ホームページに掲載しております。
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