2020年2月21日
ニュースリリース vol.4

＜取材のご案内＞

会 期： 2020年2月26日（水）～28日（金） 10:00～18:00
会 場：

幕張メッセ

28日（金）のみ17：00終了

主 催： リード エグジビション ジャパン(株)

～ 工場業務を 効率 且つ 快適に！ ～

安全・防災用品、省エネ製品など 工場向け製品・サービスが集結
リード エグジビション ジャパン株式会社は、2020年2月
26日（水）から2月28日（金）の3日間、「第31回 日本 も
のづくり ワールド 内」にて、「第2回 工場設備・備品展」を
開催いたします。本展には、工場向けの省エネ製品、物
流機器、メンテナンス製品、安全・防災製品などが一堂
に出展します。
本展の一番の魅力は、何と言っても 持ち運びができな
い大型製品や、実演が必要な製品が多数展示されるこ
と。カタログでは分からない細かな部分や、使用した時の
感覚を確かめながら、比較検討する事ができます。また、
今までにない新しいアイデア製品・技術も見どころの１つ
です。
工場を支える製品、技術をぜひ取材してください。

≪ 本展の見どころ・取材ポイント ≫
◆ 工場向け設備・備品が多数出展！
ちょっとした投資で、工場で使うエネルギーを賢く省エネ・
節エネできる製品が展示されます。エネルギー固定費の
コストダウンにもつながる製品も見どころです。
◆ 工場を快適にする環境機器や安全用品も多数展示
油、粉じんの多い工場を快適にしてくれる環境機器や、
安全用品、防災製品なども出展します。従業員の働きや
すさ向上や、生産性を上げるヒントを得られる事間違いな
しです。
◆ 工場の業務を効率化するアイデア製品関連もオススメ
IoTセンサーを搭載したキャスターや、洗剤を使わずに工
場を洗浄できる洗浄機など、様々なアイデア製品が出展
しています。こんな製品があったのか、と新しい発見がある
かもしれません。

取材の申込みはこちら

https://www.japan-mfg.jp/shuzai/
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従業員の体調管理を整えて 作業効率UP！

どこでも簡単！
スポーツドリンクと経口補水液が作れる タブレット

水も石鹸も不要！手肌汚れに拭き取りシート

【 O.R.Sタブレット 】

【 リドフワイプス 】

(株)アドバンス

(株)キャン・コーポレーション

タブレットを水に溶かすと「砂糖不使用の
スポーツドリンク」と「経口補水液」両方の
ドリンクが作れます。熱中症対策にも最適。
タブレットなので「保管スペース」「携帯
性」「賞味期限」の問題も解決！

シートに含まれている洗浄剤を、汚れに
しみ込ませるように拭き取るだけ。いつ
でもどこでもサッと拭けます。手肌汚れ
を取った後も、シートが湿っている間は
工具や様々な汚れを拭き取れます。

濡れる・湿度があがる といった問題も解決！
－8℃以上濡れないミスト

臭気や浮遊ダスト、空気を “水”で洗う
【 マイクロバブル空気浄化装置
Joshua（ジョシュア） 】

【 クールミストＬｉｎｅ 】

(株)クラインズ

東横サポート(有)
エアーに少量の水を混ぜた、まったく濡れ
ないミスト。金属も錆びず、どのような作業
場にも設置可能です。夏場の冷却、冬場
の加湿と、一年中使えます。

水の浄化効果とコストに再注目した、浄化
装置。水道水を利用した独自マイクロバ
ブル方式で、加工作業時に漂う有害異
臭、ガス、浮遊ダストから、肌や髪への不
着、気管支系に及ぼす影響を防ぎます。

立ち仕事・重労働には、お助けアイテムがあればすぐに解決

日本初上陸！重量屋の最終兵器

つらい立ち作業を快適サポート！
【 疲労軽減マット 】

【 電動ステアリングトロリー 】

エー・エム・プロダクツ（株）

（株）今野製作所

立ち作業現場での足元の疲労や冷気を
防止する、疲労軽減マット。一般のマット
と比較すると3倍の弾力性があり、床面
の寒さが伝わりにくくなります。耐摩耗性、
スリップ防止にも優れています。

耐 荷 重 15t 、 完 全 無 線 の 電 動 ロ ー
ラーです。1.5時間のバッテリー充電で
最大6時間駆動。簡単なリモコン操作
で、360度旋回や速度変更できるので、
作業効率の向上にも貢献します。

想いを乗せて走る 「無人搬送車」

バネの力で作業をアシスト！無重力のパワースーツ

【 自動搬送台車(AGV) 】

【 ワーキングパワースーツ 】

（株）山岡製作所

(株)エヌ・エス・ピー

長年、産業用自動機の設計製造に携
わってきた経験を活かし、ユーザーの
ニーズに合わせてカスタマイズしたAGV
を提供します。重量物の搬送、人手不
足で困っている方必見の製品です。

腰から背中にかけてバネが支えてくれるこ
とで、重量物を持ち上げる際に背筋力が約
20％アップ。腰や背中への負担を軽減し
ます。さらに、膝サポーターをあわせて着
用することで、歩行サポートも可能です。

※本リリース掲載の出展製品情報は、展示会公式WEBサイトの「出展社・出展製品情報」と各社HPより引用しています。
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工場の安心・安全対策は 身近なところから見直してみませんか？

手の不快感が激減！
360度全周囲通気性のある作業手袋

「塗る」から「貼る」へ。
清潔・便利・安全な特殊フィルム

【 マキシカットウルトラ 】

【 貼れル～ヤ シート 】

ATG Lanka(PVT) LTD

(有)ケー・エス・ピー

耐切創強度を加え、高い耐切創強度を
地ながらも非常に柔らかく、扱いやすい
手袋に仕上がっています。作業中の手
の不快感が減り、快適でより安全な作業
が行えます。

環境にもやさしい超耐久素材。特殊
フィルムで、傷が付きにくい強い床にな
ります。工場の床など、広い範囲に最
適。汚れにくいため、清掃も短時間に
なります。

工事現場などで大活躍！
「伝わる表示」をつくりませんか？

「安全用品」で、より良い職場環境つくりをご提案
【 パッチンスタンド LEDタイプ 他、多数 】

【 フリーカットラベルプリンタ
「ビーポップ」 CPM-200 】

アラオ(株)

マックス(株)

標示商品や段差解消材を中心に、工場施設や
物流倉庫で使える安全用品を多数展示します。
マルチサインボードや、強力マグネットを活用した
商品が揃います。

これまで難しかったオリジナルの安全表示作
成が簡単にできます。ぱっと見て分かる表示
からアイデア次第で様々なことが出来ます。
「安全の見える化」に役立つツールです。

第31回 日本 ものづくり ワールド 概要
日
時：2020年2月26日[水]～28日[金] 10：00～18：00 （最終日のみ17：00まで）
会
場：幕張メッセ
来場者数：80,000名（予定） ／ 出展社数：2,030社（予定）
主
催：リード エグジビション ジャパン（株）
構成展示会： 第31回 設計・製造ソリューション展
第24回 機械要素技術展
第28回 3D&バーチャル リアリティ展
第2回 ものづくり AI/IoT展

第2回
第2回
第2回
第1回

次世代 3Dプリンタ展
航空・宇宙機器 開発展
工場設備・備品 展
計測・検査・センサ 展

ご希望の取材テーマにあわせて、ご出展社様の情報をお送りいたします
取材の申込みは 下記ＵＲＬ または 下記の取材申込書をＦＡＸしてください

https://www.japan-mfg.jp/shuzai/
※本展の取材は事前登録が必要です。
※取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
※事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は、
当日プレス受付をお断りする可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【返信FAX送信先 ≫ 03-3349-8500】
社名：

媒体名：

所属・役職：

氏名：

連絡先E-mail：
連絡先TEL：

連絡先FAX：

ご質問/ご要望：

(問合せ先) リード エグジビション ジャパン(株) 広報担当：山田 舞 E-mail：yamadam001@reedexpo.co.jp
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18F TEL：03-3349-8506 FAX：03-3349-8500
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