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ごあいさつ

報告書／REPORT TOKYO PACK 2018－2018東京国際包装展－は、2018年10月2日(火)
から5日(金)までの4日間、公益社団法人日本包装技術協会の主催に
より東京ビッグサイトにおいて開催いたしました。

本展は、1966年の第1回以来隔年にて開催され、今回で27回目を迎
えることとなりました。この間、わが国の包装と包装産業の発展を象徴
する展示会として成長し、今日においては、世界でも有数の国際包装展
として確固たる地位を築き上げました。

｢考えよう 地球をまもるパッケージ｣ を開催テーマとした今回は、
その歴史と実績に相応しく、700社・団体の出展社が総力を結集し、
現在そして未来に求められる最新の包装の姿を余すことなく披露し、
一般消費者の方を含む来場者と出展社の“出会いの場”を創出するな
ど、その役割を全うし盛況のうちに終了することができました。

今回も、世界中の包装関係者へ向けて、我が国包装産業の情報を積極
的に発信し、また、海外からの来場者を迎えるにあたり、多言語標記の
充実、セミナーや併催行事も企画し、更なる関心を高めることができ
ました。

また、国内来場者に向けても、セミナー・特別企画・併催行事やサー
ビスなどを充実し、多くのご好評をいただきました。

本展が、最新包装の情報発信の場として、新たな包装の需要及び市場
を創出し、包装技術の普及・啓発そして包装産業の更なる発展に貢献
できたものと確信しております。

ここに報告書をもって、開催にあたり格別なるご高配を賜りました
出展社関係者各位をはじめ、関係省庁、団体各位に深く感謝を申し
上げます。

次回 ｢TOKYO PACK －東京国際包装展－｣開催に向け、なお一層の
ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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開催概要

TOKYO PACK 2018－ 2018東京国際包装展－
Tokyo International Packaging Exhibition 2018名 称

テ ー マ 考えよう 地球をまもるパッケージ

会 期 2018年10月2日(火)～5日(金) の4日間

開場時間 10 : 00 ～ 17 : 00 （来場登録開始時刻 9 : 30）

会 場 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟１－６ホール

包装資材、包装機械から包材加工機械、食品機械、関連機器類、環境対応機材、物流機器類に至る生産・包装・流通の技術振興をはか
るとともに、商談や交流および包装の最新情報発信の場として、国際的な視野に立ち、社会の発展に資することをもって目的とする。目 的

主 催 公益社団法人日本包装技術協会(JPI)

経済産業省／日本商工会議所／日本貿易振興機構／日本生産性本部／世界包装機構／アジア包装連盟／
日本包装機械工業会／日本マテリアル・ハンドリング(ＭＨ)協会／東京ビッグサイト後 援

包装資材・容器 包装機械 印刷・包材加工機械 食品・医薬品・クリーン関連機材 検査・計測・包装関連機材
包装デザイン＆サービス 流通・物流システム機器＆サービス 研究機関・団体・プレス 海外出展出展内容

開催規模 700社・団体 2,609小間

2018グッドパッケージング展 パッケージデザインパビリオン
2018木下賞受賞作品展、2030年の包装未来予測プロジェクト 他

併催行事

2018東京国際包装展 実行委員会
（敬称略）

村本 守弘 大日本印刷㈱実行委員長

津田 邦夫 ㈱タカラ
梶原 秀浩 ㈱カジワラ

副実行委員長

澤野 啓二 アンリツインフィビス㈱
駒井 祐郎 イーデーエム㈱
伊達 隆介 ㈱イシダ
上杉 隆 出光ユニテック㈱
山縣 茂 王子ホールディングス㈱
成毛 慎一 共同印刷㈱
町田 秀紀 ㈱協和自動機
八木野 徹 ㈱クラウン・パッケージ
片山聡一郎 ㈱サンエー化研
田中 弘之 四国化工機㈱
中村 彰 ストラパック㈱
山口 圭介 大日本印刷㈱
岩崎みづえ DIC㈱

寺田 哲郎 DKSHジャパン㈱
高田 知之 東洋インキ㈱
紙元 秀典 東洋自動機㈱
田原 健作 東洋製罐グループホールディングス㈱
吉野 新悟 凸版印刷㈱
浪江 栄治 ㈱トパック
青木 康哲 日本工業刃物㈱
鍛冶 葉子 日本テトラパック㈱
樋渡 央幸 日本包装機械㈱
山田 敏雄 藤森工業㈱
佐藤 剛 三菱商事パッケージング㈱
安川 義浩 レンゴー㈱

実 行 委 員

越野 滋夫 専務理事
古屋 一 常勤顧問
小籠 宣幸 事務局長

小川 貴弘 事務局
秋枝 博子 事務局
佐藤 裕貴 事務局

事 務 局
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エイジング社会研究所
塩ビ食品衛生協議会
一般財団法人 化学研究評価機構
神奈川県包装機械工業会
紙パルプ技術協会
公益財団法人共用品推進機構
特定非営利活動法人グリーンコンシューマー東京ネット
一般社団法人 産業環境管理協会
JA包装園芸資材協会
一般財団法人 食品環境検査協会
一般財団法人 食品産業センター
一般社団法人 全国スーパーマーケット協会
セロファン工業会
全国加工海苔協同組合連合会
全国クラフト紙袋工業組合
全国紙管工業組合
全国十八リットル缶工業組合連合会
一般社団法人 全国清涼飲料工業会
全国段ボール工業組合連合会
全国味噌工業協同組合連合会
一般社団法人 全日本コーヒー協会
全日本シール印刷協同組合連合会
全日本紙器段ボール箱工業組合連合会
全日本漬物協同組合連合会
全日本プラスチック製品工業連合会
東京包装材料商業協同組合
東京糧食機工業協同組合
軟包装衛生協議会
一般社団法人 日本アルミニウム協会
日本一般用医薬品連合会
公益社団法人日本印刷技術協会
一般社団法人 日本印刷産業機械工業会
一般社団法人 日本印刷産業連合会
日本インダストリアル・エンジニアリング協会
公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会
一般社団法人 日本エアゾール協会
日本エアゾール容器協議会
一般社団法人 日本果汁協会
日本ガラスびん協会
公益財団法人日本環境協会
公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
一般社団法人 日本機械工業連合会
日本機械輸出組合
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
一般社団法人 日本計量機器工業連合会
日本化粧品工業連合会
日本紅茶協会
日本梱包工業組合連合会
一般社団法人 日本産業機械工業会
一般社団法人 日本自動認識システム協会

公益財団法人日本醸造協会
一般財団法人 日本消費者協会
日本醤油協会
一般社団法人 日本食品機械工業会
一般社団法人 日本食品包装協会
一般社団法人 日本植物油協会
日本製缶協会
日本製紙連合会
協同組合 日本製パン製菓機械工業会
日本精密測定機器工業会
日本製薬団体連合会
一般財団法人 日本清涼飲料検査協会
日本石鹸洗剤工業会
日本接着剤工業会
一般社団法人 日本倉庫協会
一般社団法人 日本惣菜協会
日本チェーンストア協会
公益財団法人日本デザイン振興会
一般社団法人 日本デザイン保護協会
一般社団法人 日本電機工業会
一般社団法人 日本乳業協会
日本粘着テープ工業会
日本バイオプラスチック協会
公益社団法人日本パッケージデザイン協会
日本ハム・ソーセージ工業協同組合
日本パルプモウルド工業会
一般社団法人 日本パン工業会
日本百貨店協会
日本フォームスチレン工業組合
日本プラスチック機械工業会
日本プラスチック工業連盟
日本フレキシブルコンテナ工業会
日本フレキソ技術協会
日本弁理士会
一般社団法人 日本防錆技術協会
日本包装学会
日本ポリエチレン製品工業連合会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合
公益社団法人日本マーケティング協会
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
一般社団法人 日本冷凍食品協会
一般社団法人 日本ロボット工業会
東日本食品包装工業会
NPO法人 非木材グリーン協会
一般社団法人 プラスチック循環利用協会
PETボトルリサイクル推進協議会
ポリオレフィン等衛生協議会
一般財団法人 流通システム開発センター
公益社団法人日本通信販売協会
一般社団法人日本商業ラッピング協会

協 賛 団 体
（順不同、敬称略）
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出 展 社 数 700 社・団体 出展小間数 2,609 小間

開 催 年 2018 2016 2014 2012 2010 2008

出展社数 700 669 684 600 551 549

小 間 数 2,609 2,556 2,490 2,270 2,118 2,362

出 展 分 類 名 2018 2016
社 数 小間数 割合（小間数） 社 数 小間数 割合（小間数）

包装資材・容器 143 982 37.6% 130 896 35.1%
包装機械 98 519 19.9% 100 619 24.2%
印刷・包材加工機械 60 314 12.0% 53 272 10.6%
食品・医薬品・クリーン関連機材 15 58 2.2% 22 71 2.8%
検査・計測・包装関連機材 43 149 5.7% 40 149 5.8%
包装デザイン＆サービス 11 19 0.7% 10 19 0.8%
流通・物流システム機器＆サービス 19 75 2.9% 18 77 3.0%
PR・PRESS 34 38 1.5% 22 33 1.3%
共同出展社 72 － － 101 － －
中国・韓国・台湾パビリオン 143 207 7.9% 121 182 7.1%
主催者企画 62 248 9.6% 52 238 9.3%

合 計 700 2,609 100.0% 669 2,556 100.0%

開 催 年 2018年 2016年 2014年

海外出展社数 153 162 146

海外小間数 231 236 188

アルゼンチン イタリア インド インドネシア オランダ

スウェーデン タイ ブラジル フランス ベトナム

中国 韓国 台湾 13ヶ国・地域

出展実績

▌出展社数／小間数

■ 過去開催出展社数／小間数 ※１小間面積 8.82㎡(2.97m×2.97ｍ)

▌出展分類別 出展社数／小間数

▌海外出展社数／小間数

■ 海外出展参加国・地域
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相談があった
91.1％

相談がなかった  8.9%

サンプルや資料を提出した
64.3%

後日詳細説明の約束が
取れた　78.6%

見積りを提出した
41.0%

取引成立　7.1%

期待以上
 17.9％

期待通り
48.2％

期待以下
33.9％

ユーザー以外の方が多かった　12.5%

同業他社が多かった　10.7% 

新規顧客が
多かった
46.4％

既存の顧客が
多かった
30.4％

不満である　10.7% 
大変満足した
14.3％

満足した
50.0％

どちらとも
言えない
25.0% 

出展しない　3.5% 

出展する
17.9％

出展の方向で
検討する
44.7％

未定
33.9％

出 展 効 果 は ？ 割合（％）
新規顧客獲得の場として活用できた 19.5
既存顧客のアピールの場として活用できた 16.5
販売促進／PRの場として活用できた 14.0
商談の場として活用できた 15.5
新製品発表の場として活用できた 15.0
製品に対する来場者からの意見収集の場として活用できた 12.0
業界における企業イメージ向上のため活用できた 7.5

合 計 100

出展社アンケート結果

※出展社へのアンケート調査は、会期後(対象：国内全出展社)に実施いたしました。
※質問項目文末にある(SA)はシングルアンサー、(MA)はマルチアンサー：複数選択となっております。

ＱＱ 出展した効果は？ (ＳA)

ＱＱ 会期中における取引などの相談は？ (SA・MA)

ＱＱ 貴社小間への訪問者数は？ (SA) ＱＱ 貴社小間への訪問者の印象は？ (SA)

ＱＱ 今回の出展評価は？ (SA) ＱＱ 次回TOKYO PACK（2021年2月24日から26日開催）への出展は？ (SA)
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来場登録者数 62,488 名 入 場 者 数 209,049 名
開 催 日 10月2日(火) 10月3日(水) 10月4日(木) 10月5日(金) 合 計

来場登録者数 12,306 16,171 16,946 17,065 62,488

入 場 者 数 41,840 54,981 57,620 54,608 209,049

開 催 年 2018年 2016年 2014年

来場登録者数 62,488
(100.5%)

62,171
(99.8%)

62,298
(95.4%)

入 場 者 数 209,049
（113.2％）

184,677
(103.3%)

178,698
(101.6%)

業 種 名 2018 2016
件 数 割 合（％） 件 数 割 合（％）

食品・飲料・農林・水産 13,615 21.8 14,426 23.2

医薬品 1,163 1.9 2,881 4.6

化粧品・トイレタリー 2,595 4.2 3,663 5.9

日用品・雑貨 1,957 3.1 2,138 3.4

化学・繊維・衣料 5,299 8.5 5,107 8.2

鉄鋼・機械・電気・自動車 5,043 8.1 5,406 8.7

流通・商社・物流サービス 10,039 16.1 10,319 16.6

容器・包装産業 16,387 26.1 11,002 17.7

一般・学生・その他業種 5,438 8.7 6,181 10.0

官公庁・団体・研究機関 590 0.9 562 0.9

プレス 305 0.5 279 0.5

その他・不明 57 0.1 79 0.1

合 計 62,488 100.0 62,171 100.0

来場実績

▌来場登録者数／入場者数

■ 過去開催来場登録者数／入場者数 （ ）内数値は、前回比
※来場登録者数：会期中に本展受付にて、来
場登録をいただいた人数。例えば、一人の
方が、会期中、複数回または数日にわたって
来場しても、カウント数は１名。
※入場者数：東京ビッグサイト各ゲートに設
置されたセンサーによる通過人数をカウン
トした人数。例えば、一人の方が、会期中３
日間来場した場合、カウント数は３名とな
ります。なお、出展社通過数もカウントに
含まれます。

▌業種別来場登録者内訳
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職種別来場者内訳 ：有効回答数56,146

職 種 名 件 数 割合（％）
経営企画・マーケティング 6,799 12.1
営業 20,217 36.0
商品企画・開発 6,567 11.7
生産・製造 7,209 12.8
研究・技術 5,543 9.9
情報システム 173 0.3
エンジニアリング 1,232 2.2
資材・購買 2,748 4.9
広報・宣伝 386 0.7
人事・総務・経理 999 1.8
その他 4,273 7.6

合 計 56,146 100.0

役職別来場者内訳 ：有効回答数56,109

職 種 名 件 数 割合（％）
経営者、役員 8,576 15.3
本部長、部長 6,777 12.1
副部長、次長 2,433 4.3
課長 9,342 16.6
係長、主任 7,789 13.9
社員、職員 17,980 32.0
その他 3,212 5.7

合 計 56,109 100.0

開 催 年 2018年 2016年 2014年
海 外 来場登録者数 3，881(111.4%) 3,483(101.8%) 3,422(168.5%)
国 内 来場登録者数 58,607(99.9%) 58,688(99.7%) 58,876(93.0%)

アジア：3,476名
国・地域名 今回 前回
韓国 1,337 1,220
中国 774 548
タイ 535 526
台湾 450 462
インドネシア 90 88
シンガポール 63 96
香港 21 88
マレーシア 82 76
フィリピン 45 66
ベトナム 44 27
インド 21 20
ミャンマー 5 11
ウズベキスタン 5 0
モンゴル 2 4
バングラデッシュ 2 2
パキスタン 0 1
スリランカ 0 2

ヨーロッパ：209名
国・地域名 今回 前回 国・地域名 今回 前回
スウェーデン 48 50 ノルウェー 2 1
イタリア 21 17 ポーランド 8 1
ドイツ 25 12 マルタ 2 1
フランス 13 11 ポルトガル 1 0
イギリス 22 7 デンマーク 4 0
スペイン 10 7 フィンランド 4 0
ロシア 4 7 ルーマニア 1 0
オランダ 10 6 セルビア 2 0
スイス 12 5 エストニア 1 0
フィンランド 4 3 ブルガリア 2 0
ベルギー 2 2 ルクセンブルグ 2 0
アイルランド 3 1 ギリシャ 0 3
オーストリア 6 1 ラトビア 0 2
チェコ 0 1 リトアニア 0 2

北米・中南米：74名
国・地域名 今回 前回

アメリカ 51 55
カナダ 9 5
メキシコ 4 3
コスタリカ 0 2
コロンビア 3 2
ブラジル 6 1
チリ 1 0

中東：10名
国・地域名 今回 前回

トルコ 3 8
アラブ首長国連邦 3 2
イスラエル 3 1
クウェート 1 0
サウジアラビア 0 2
レバノン 0 2
ヨルダン 0 1

その他：112名
国・地域名 今回 前回

オーストラリア 26 16
ニュージーランド 4 5
未回答 82 1

▌職種別／役職別来場登録者内訳

▌海外来場登録者数

（ ）内数値は、前回比

■ 国・地域別海外来場登録者内訳
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３回以上
28.0％

初めて
46.6％

1～2回
25.4％

来場登録券（ex.招待券）・
案内状／主催者から
11.1％

ホームページ（出展社）　7.4％

雑誌、広告　5.2％

その他　2.9％ 

7.4％

人から聞いて
29.8％

ホームページ
（主催者）
24.0％ 

来場登録券（ex.招待券）・
案内状／出展社から
19.6％

包 装 の 課 題 は ？ 件数 割合（%）

コスト削減への対応を検討 706 19.8
最先端の技術・製品・サービスを通じ他社との差別化を検討 545 15.3
生産・包装ラインの合理化を検討 462 12.9
内容物の品質・安心・安全・賞味期限などの改善・向上を検討 424 11.9
包装設計の見直し、物流の合理化を検討 394 11.0
容器・包装を通じ販売促進の強化を検討 363 10.2
容器・包装を通じ地球温暖化への対応を検討 343 9.6
その他 333 9.3

合 計 3,570 100.0

製 品 購 入 に 関 す る 影 響 力 は ？ 件数 割合（%）

製品購入への提案・助言する立場である 746 38.8
特に役割はない 370 19.2
選定をほぼ決定づけている 317 16.5
包装実務を担当している立場である 245 12.7
最終決定をする権限を持っている 138 7.2
その他 109 5.6

合 計 1,925 100.0

来場者アンケート結果

※来場者へのアンケート調査は、来場事前登録時(対象：事前登録者)と会期後(対象：国内全来場登録者)に実施いたしました。
※質問項目文末にある(SA)はシングルアンサー、(MA)はマルチアンサー：複数選択となっております。

ＱＱ 貴社の包装に関する課題についてお聞かせください (MA)

ＱＱ 製品購入に関する影響力について、お聞かせください (MA)

ＱＱ 本展には過去何回来場されましたか？ (SA) ＱＱ この展示会をどこで知りましたか？ (ＳA)
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大いに達成できた　9.1％不満である　1.2％ 

達成できた 
66.1％

どちらとも
言えない
23.5％

はい
70.2％

未定
28.7％

いいえ　1.1%

来 場 の 目 的 は ？ 件数 割合（%）
新製品、技術の全般的な情報収集 17,820 52.3
製品購入を目的とした情報収集 4,643 13.6
市場への一般的興味 4,561 13.4
出展社との技術的交流 3,374 9.9
競合他社の情報収集 2,950 8.7
主催者企画への参加 415 1.2
その他 304 0.9

合 計 34,067 100.0

企 画 展 示 名 件数 割合（%）
2018グッドパッケージング展 615 38.8
2018木下賞受賞作品展 249 15.7
パッケージデザインパビリオン 236 14.9
通販・ギフトパッケージゾーン 144 9.1
集中展示企画「2030年の包装未来
予測プロジェクト」 126 7.9

「明治150年」と包装の歴史 103 6.5
医薬品包装コミュニティゾーン 99 6.2
日本MH協会主催
“ためになるMH”パビリオン 15 0.9

合 計 1,587 100.0

セ ミ ナ ー 名 件数 割合（%）
出展社による最新包装技術セミナー 116 25.9
テクニカルセミナー 88 19.6
基調講演 60 13.4
トレンドセミナー 55 12.3
パッケージデザインセミナー 39 8.7
医薬品包装セミナー 20 4.5
2018パッケージングフォーラム 20 4.5
2018木下賞受賞フォーラム 13 2.9
調査報告講演 11 2.4
通販・ギフトパッケージセミナー 10 2.2
アジア包装セミナー 8 1.8
スウェーデン包装セミナー 8 1.8

合 計 448 100.0

ＱＱ 来場目的は達成できましたか？ (SA) ＱＱ あなたの来場の目的は？ (ＭA)

ＱＱ 参考になったイベント（企画展示）は？ (MA) ＱＱ 参考になったセミナーは？ (MA)

ＱＱ 次回（2021年2月24日から26日開催）も来場されますか？ (SA)
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併催・関連行事

開 会 式

10月2日(火) 9 : 45~10 : 00日 時

東京ビッグサイト 北コンコース 特設会場場 所

主催者挨拶 公益社団法人日本包装技術協会 会長 藤 重 貞 慶

式 次 第

来賓祝辞 経済産業大臣政務官 大 串 正 樹 氏
スウェーデン大使 マグヌス・ローバック 氏

テープカット 経済産業大臣政務官 大 串 正 樹 氏
スウェーデン大使 マグヌス・ローバック 氏
世界包装機構 会長 ピエール・ピエナール 氏
アジア包装連盟 会長 ローハン・ビクトリア 氏
公益社団法人日本包装技術協会 会長 藤 重 貞 慶
公益社団法人日本包装技術協会 副会長 大 坪 清
公益社団法人日本包装技術協会 副会長 矢 嶋 進
2018東京国際包装展 実行委員長 村 本 守 弘

会場視察

レセプション

10月2日(火) 17 : 30~20 : 30日 時

レセプションホールAB場 所

主催者挨拶・乾杯 2018東京国際包装展 実行委員長
村本 守弘

式 次 第 アジアスター2018表彰式、アジア包装連盟設立50周年記念式典

余興 日本舞踊
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朝日印刷 岩田レーベル 岡田紙業 協進印刷
富山スガキ 丸金印刷

ＩＡＤ アイプラスデザイン アヤナスデザイン アルテアエンジニアリング
アルテサーノ・デザイン イチ デザイン MDDクリエイティブ オフィスシーダブリュエス
佐野デザイン事務所 GTDI シャーク・ジャパン ジャパンシステムアート
スタープロセス スタジオ・エ－ワン つーるスタジオ デザインフィーチャー
ニックインターナショナル ハタエデザイン パットラス P.K.G.Tokyo
ファームステッド ブラビス・インターナショナル 文化メディアワークス ヘルメス
ボンドクリエイティブ 丸山デザイン事務所 ムーヴ YAOデザインインターナショナル
ラジアン ランドーアソシエイツ

クラウン・パッケージ サンユー印刷 シモジマ 包む 日本包装機械 ワンピーク

特別企画展示

通販・ギフトパッケージゾーン

東３ホール会 場

通信販売を対象としたあらゆる包装材料、ギフト包装、包装機械の最新情報をご紹介いたしました。

日本通信販売協会／日本商業ラッピング協会協 力

出展社一覧（50音順・敬称略／合計6社・2団体）

医薬品包装コミュニティゾーン

東３ホール会 場

日本製薬団体連合会／日本一般用医薬品連合会／
くすりの適正使用協議会／東京薬科大学／東京理科大学／横浜薬科大学／
京都薬科大学／首都大学東京都立産業技術高専／羽島市民病院

協 力

医薬品包装の最新技術・サービス・製品の展示ゾーン「医薬品包装コミュニティゾーン」では、医薬品の適正使用普及などへの取組み、
現状の課題や法規制に向けての対応等を通して、医療用医薬品、OTC医薬品に求められる情報・表示・商品・付加価値などの包装に
おける訴求性への取り組みや最新情報について、業界団体・企業・大学より紹介しました。また、本ゾーン内に「昔の医薬品包装【協
賛：(一社)北多摩薬剤師会】」も展示しました。

出展社一覧（50音順・敬称略／合計6社・3団体・6大学・病院）

パッケージデザインパビリオン

東３ホール会 場

日本インダストリアルデザイナー協会運 営

日本パッケージデザイン協会
日本デザイン保護協会
日本弁理士会
日本グラフィックデザイナー協会

協 賛

「デザイナーと企業との出会いの場」をテーマに、付加価値のある新しいパッケージデザインの発見、販売力向上のためのヒントを一堂
に紹介しました。また、デザイナーとの相談をスムーズに行っていただくための共通シート「パッケージデザイン問診票」も用意しました。

出展社一覧（50音順・敬称略／合計35社・団体）
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特別企画展示

包装関連業界誌紹介コーナー

東1・3・4・6ホール ガレリア会 場

包装関連業界各社の業界新聞や見本誌を自由にお取りいただ
ける包装関連業界誌紹介コーナーを開設しました。

「明治150年」と包装の歴史

東6ホール会 場

平成30年は、明治元年（1868年）から起算して満150年に当たることから、政府一体と
なって「明治150年」関連施策を推進しています。本展では、日本包装専士会がまとめる
「包装歴史年表」に基づき、明治時代の包装にフォーカスし展示いたしました。

2018グッドパッケージング展

東６ホール会 場

日本包装技術協会主催で毎年開催される日本パッケージングコンテストの2018年の入賞作品を一堂に展示しました。展示作品は、技
術・デザイン・環境・アイデア・適正包装面等、広範囲に及ぶ厳正な審査基準をクリアした我が国最高水準のパッケージです。

2018木下賞受賞作品展〔第42回〕

東６ホール会 場

日本包装技術協会主催で毎年開催される木下賞の平成30年度入賞作品を展示しまし
た。木下賞は、包装の「研究・開発」、「改善・合理化」、「新規分野創出」に顕著な業
績をあげたものに対して授与されます。
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オークラ輸送機 西部電機 ダイフク 日本パレットレンタル 日本ＭＨ協会

特別企画展示

集中展示企画「2030年の包装未来予測プロジェクト」

東6ホール会 場

日本包装専士会企 画

2030年をターゲットに未来の包装のありたい姿について解析、未来を予測した内容
を紹介いたしました。
①食品ロス、②サステナビリティ、③生活、④包装技術の４分野に分けて作成した未
来包装年表を包装歴史年表とともに展示しました。その年表から浮き彫りにされた未
来包装の予測ストーリーの動画をモニターで放映するとともに、関連する技術も展示
いたしました。

日本MH協会主催“ためになるMH”パビリオン
東６ホール会 場

日本マテリアル・ハンドリング(ＭＨ)協会企 画

会員各社による出展ブースをはじめ、バーチャルリアリティを活用した展示コーナー
を開設いたしました。物流センター向けモデルシステムなどの映像コンテンツを活用
し、設備の規模やモノの流れなどをバーチャルで体験いただきました。

出展社一覧（50音順・敬称略／合計5社・団体）

中小機構主催「無料」海外展開相談コーナー

東4ホール会場内会 場

海外展開について課題やお悩みを抱える皆さまのご相談に、海外進出に精通した
（独）中小企業基盤整備機構の専門家が「無料」で応じました。
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２日 (火) 10：30 ～ 13：00

テ ー マ イケアのデモクラティックデザイン・パッケージとは

講 師 アラン・ディックナー 氏 IKEA of Sweden AB - Inter IKEA Group パッケージ部マネージャー代理

テ ー マ もう包装を環境問題と言わせない！ オランダ～PUMAプロジェクトの挑戦～

講 師 マイケル・ニューエスティーグ 氏
オランダ包装協会（NVC）会長 欧州包装研究所（EPIC）事務局長 世界包装機構（WPO）理事

３日 (水) 11：00 ～ 12：00

テ ー マ 経済学からみた環境・エネルギー問題 ～環境に配慮した包装技術の重要性～

講 師 門倉 貴史 氏 BRICs経済研究所 代表

２日 (火)

13 : 30～14 : 30 「2030年包装の未来予測」
島田 道雄 氏 日本包装専士会 副会長／未来包装研究委員会 委員長

14 : 30～15 : 30 「アジアにおける包装の未来」
パットラ・マネーシン 氏 アジア包装連盟事務局長／タイ科学技術研究所 包装開発ディレクター

15 : 30～16 : 30 「シンガポールパッケージングアグリーメント ～廃棄物ゼロ社会の実現に向けて～」
アルベルト・リム氏 アジア包装連盟所属 シンガポールパッケージングアグリーメント運営委員長

セミナー

基 調 講 演

東６特設ステージ会 場

377名（参加無料・逐次通訳・事前登録）聴講者総数

｢考えよう 地球をまもるパッケージ｣をテーマにトレンドや方向性などについて、全3
セッションの基調講演を開催しました。

アジア包装セミナー ～アジアの持つ包装の役割と未来～

会議棟102会 場

119名（参加無料・逐次通訳・事前登録）聴講者総数
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東6セミナールーム 2日(火) 東6セミナールーム 3日(水) 東6セミナールーム 4日(木)
11 : 00～

11 : 30

日本のSRP「バリットボックス」の
最新情報

八木野 徹 氏 （株）クラウン・パッケージ
社長付 広報室 室長

IoTを活用した食品工場の安全・安心
ソリューション

高田 治 氏 アンリツインフィビス（株）
開発本部 共通技術部 リーダー

紙が実現する持続可能なパッケージ
野田 貴治 氏 日本製紙（株） 新素材営業本部

パッケージング・コミュニケーションセンター
技術調査役

12 : 00～

12 : 30

ゼロから始める中小企業の
ブランディング

池原 百合 氏 シュンビン（株）
デザイン課リーダー

レーザー加工による易開封包材の開発と
付加価値品のご紹介

武居 勇希 氏 （株）メイワパックス
技術開発本部 技術開発部 主任

フードロス削減に貢献するバリア
素材「エバール™」

黒崎 一裕 氏 （株）クラレ エバール事業部
品質・技術統括部 課長代理

13 : 00～

13 : 30

ここまで来た、デジタル印刷が
生み出す新たな顧客体験

山田 大策 氏 （株）日本HP マーケティング
マネージャー

パッケージングの未来に向けた
環境調和の取り組み

丹羽 紀人 氏 東洋インキ（株）
第二技術本部研究1部 部長

現場指向の検査ソフトウエア ばらつきの
ある印刷検査・全可変印刷検査の実例
河村 拓海 氏 ナビタスビジョンソリューション（株）

技術開発部 技術4グループリーダー

14 : 00～

14 : 30

軟包装対応 高速インクジェットシステム
「Uteco Sapphire EVO」の新たな可能性

河原 一郎 氏 コダックジャパン 執行役員
エンタープライズインクジェット
システム事業部EIS営業本部長

持続可能な製品へのニーズに応える
プラスチックの使命

ハン ザン氏 ダウ・ケミカル日本（株）
パッケージングアンド スペシャルティプラスチック
アジア太平洋地域 サステナビリティーリーダー

RGB印刷について
矢澤 昌彦 氏

メルクパフォーマンスマテリアルズ（株）
サーフェスソリューションズ意匠性材料開発

応用技術部 応用技術スペシャリスト

15 : 00～

15 : 30

通販の梱包現場における機械化の
取り組み

宗村 明郎 氏 レンゴー（株）
包装システム開発部 課長代理

欧米地域におけるパッケージトレンドと
今後の動向
吉田 光司 氏 凸版印刷（株） 生活・産業事業本部

グローバル事業部 第一営業推進本部 本部長

パッケージ印刷の色管理を変える絵柄色
管理技術、オフラインとインライン最前線

川端 秀樹 氏、木島 明良 氏
（株）プロスパークリエイティブ 技術アドバイザー

16 : 00～

16 : 30

海外の食品包装の最近のトレンド
と東洋紡PPSの役割

松田 修成 氏 （株）東洋紡パッケージング・
プラン・サービス 技術総括部 部長

フッ素樹脂シーラーの基本技術
橋本 静生 氏 富士インパルス（株）研究開発室 室長

川口 博文 氏 富士インパルス（株）顧問

実輸送データに基づく簡易包装貨物試験
波多野 諭志 氏 神栄テストマシナリー（株）

事業開発部

東6セミナールーム 5日(金) 東5セミナールーム 5日(金)
11 : 00～

11 : 30

包材による食品ロス削減：スキンパック包装
服部 秀隆 氏 三井・デュポン ポリケミカル（株）

マーケティング部 マーケティンググループ

紙製レトルト容器 テトラリカルト
の現状と今後の展開

一柳 亮 氏 日本テトラパック（株）
マーケティング部 マーケティングマネジャー

12 : 00～

12 : 30

より現実の輸送環境に近い
包装貨物試験手法のご紹介
髙木 雅広 氏 エクサーチ（株） 代表取締役

食品衛生法における器具・容器包装の
規制動向と添加剤の分析について

渡辺 一成 氏 （一財）化学研究評価機構
衛生・化学物質安全試験課 課長

13 : 00～

13 : 30

パッケージ制作をシンプル化する
エスコのワークフロー

早川 幸彦 氏 エスコグラフィックス（株）
アプリケーション・セールス・マネジャー

高速回転式カッター＆クリース
ロール、オンデマンド印刷
瀧澤 健 氏 （株）三條機械製作所 ロータリーダイ課
山田 雄希 氏 （株）三條機械製作所 印刷機械営業課

14 : 00～

14 : 30

市場要望に応じた新容器と新充填機
田中 淳 氏 日本製紙（株）

紙パック営業統括部 部長代理
西尾 陽次 氏 四国化工機（株）

機械生産技術本部 技術二部 部長

包装材に関する海外法規制
松下 栄美子 氏 SGSジャパン（株）

コンシューマー＆リテールサービス ケミカル
ラボラトリー事業開発 プロジェクトリーダー

15 : 00～

15 : 30

ファナックロボットの最新技術について
滝澤 克俊 氏 ファナック（株）

ロボット事業本部 技師長

サステナビリティに貢献する
接着剤＆コーティング剤の展開

玉岡 貴司 氏 DIC（株） 接着剤技術本部
本部長

16 : 00～

16 : 30

国産ナフサ価格とポリマー
価格予測

小川 博之 氏 クリークス（同）代表

製品と包装のための持続可能な （※）
革新的ソリューションとは

フェルナンド・アルマダ 氏 Braskem SA
アジア・パシフィック・アカウントマネージャー

セミナー

出展社による最新包装技術セミナー

東5・６ホール セミナールーム会 場

2,494名（参加無料・当日受付）聴講者総数

展示・実演だけでは伝えきれない、更に詳しい出展社の新製品・技術・サービス等について、全30セッションのセミナーを開催しま
した。

（※）このセッションは、都合により10月4日(木）15：30～16：00 東6特設ステージにて実施しました。
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２日 (火)

10 : 30～11 : 30
事業に役立つ知的財産権の活用！特許、意匠、商標の縦割りの見直し

山本 典弘 氏（国内編） 鈴木正次特許事務所 副所長 弁理士
谷口 登 氏（海外編） 西村あさひ法律事務所 弁理士

11 : 45～12 : 30 新・海外展開時のパッケージデザインの作り方
森 孝幹 氏 （株）ボンドクリエイティブ 代表取締役

13 : 30～14 : 15 3Dを駆使したプロダクトデザイン的パッケージ開発
吉田 晃永 氏 アルテサーノ・デザイン（同）代表

14 : 30～15 : 15
コンピュータシミュレーションを活用することで実現する新たなパッケージデザインの世界
～人の感覚を考慮したデザインとは？～

阿部 大生 氏 アルテアエンジニアリング（株）
執行役員 HyperWorks技術本部 本部長

15 : 30～16 : 15 パッケージデザインの「魅せる力」
入江 あずさ 氏 （株）IAD 取締役

３日 (水)

10 : 30～11 : 30
パッケージデザインは製品の顔・会社の顔です。
～その顔にクレームがついたら、笑顔ではいられない！＜知財の話＞～

本多 誠一 氏 （一社）日本デザイン保護協会
専務理事（弁理士）

11 : 45～12 : 30 パッケージデザインをグレードアップ！表面加工の実例ストーリーです。
波多江 洋子 氏 ハタエデザイン 代表

13 : 30～14 : 15 エコで魅力的なパッケージデザイン
佐野 正 氏 佐野デザイン事務所 代表

14 : 30～15 : 15 リユースびんの開発と地産地消の取り組み
堀越 敏晴 氏 オフィス・シーダブリュエス 代表

15 : 30～16 : 15 地方のためのデザイン。伝える力とブランディングの重要性
阿部 岳 氏 （株）ファームステッド アートディレクター

４日 (木)

10 : 30～11 : 30 デザイナーの上手な活用
堀越 敏晴 氏 オフィス・シーダブリュエス 代表

11 : 45～12 : 30 パッケージから始めるブランディング
柚山 哲平 氏 P.K.G.Tokyo Inc. アートディレクター

13 : 30～14 : 15 紙器構造のカタチ/ポテンシャルを生み出すデザイン手法
丸山 和子 氏 丸山デザイン事務所 代表

14 : 30～15 : 15
海外市場で日本企業がブランドを確立する秘訣とは

中村 玲子 氏 （株）シャーク・ジャパン
マネージング・ディレクター

15 : 30～16 : 15
パッケージ商品画像の作り方 大改革！『Auto3D』

原 智彦 氏 (株)MDDクリエイティブ
かんたん３D事業部長

セミナー

パッケージデザインセミナー

東１セミナールーム会 場

1,037名（参加無料・当日受付）聴講者総数

デザインってそんなに重要なの？そんな素朴な疑問に一からお答えする
パッケージデザインセミナーを全15セッション開催しました。
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４日 (木) 10：30 ～ 11：30
医薬品個装ケース側面における識別性研究

上村 直樹 氏 東京理科大学 薬学部 教授
４日 (木) 13：30 ～ 14：30

糖尿病患者を救ったインスリンを投与するために必要な注射器と針の歴史および使い方のポイントについて
西村 英尚 氏 羽島市民病院 薬剤部・主幹

４日 (木) 15：00 ～ 16：00
がん薬物治療に求められる医薬品の包装形態とは何か？

下枝 貞彦 氏 東京薬科大学 薬学部 臨床薬剤学教室 教授

２日 (火)

11 : 00～12 : 00 軟包装の設計手法
住本 充弘 氏 住本技術士事務所 所長

13 : 00～14 : 00 包装容器の香味異常対策
鹿毛 剛 氏 鹿毛技術士事務所 所長

15 : 00～16 : 00 プラスチック包装材料の基礎知識
葛良 忠彦 氏 包装科学研究所 主席研究員

３日 (水)

11 : 00～12 : 00 貨物試験における振動試験について
石塚 義夫 氏 石塚包装設計・開発事務所 代表

13 : 00～14 : 00 食品包装と品質保持の基礎知識
野田 治郎 氏 野田治郎技術士事務所 所長

15 : 00～16 : 00
食品メーカーで考えるべき新容器開発とは？
～企画から商品化まで～

太田 進 氏 サムズパッケージング研究所 所長

４日 (木)

11 : 00～12 : 00 段ボール包装の設計と最新動向
井上 伸也 氏 井上包装管理士事務所 代表

13 : 00～14 : 00 食の安心安全を支える容器包装
増尾 英明 氏 日本包装コンサルタント協会 理事

15 : 00～16 : 00 包装機械とそのシステムの基礎知識
増田 敏郎 氏 増田食品開発コンサルティング 代表

５日 (金)

11 : 00～12 : 00 包装商品の動向と今後のトレンド
水口 眞一 氏 水口技術士事務所 所長

13 : 00～14 : 00 ユニバーサルデザインを考慮した包装設計
住本 充弘 氏 住本技術士事務所 所長

15 : 00～16 : 00
ドイツDrinktec2017における
飲料最新充填技術の紹介
松田 晃一氏 （株）ティーベイインターナショナル 代表取締役

５日 (金) 10：30 ～ 11：30
ユニバーサル メディケーション

定本 清美 氏 横浜薬科大学 臨床薬学科 教授
５日 (金) 13：30 ～ 14：30

医薬品包装における人間工学的検討
三林 洋介 氏 公立大学法人首都大学東京 都立産業技術高専 教授

５日 (金) 15：00 ～ 16：00
医薬品の薬効を示すピクトグラムの作成とその必要性

髙山 明 氏 京都薬科大学 臨床薬学教育研究センター 特命教授

セミナー

医薬品包装セミナー

会議棟 605／606会 場

387名（参加無料・事前登録）聴講者総数

高度な品質管理が要求される医薬品包装における取組みや安全性について、全６セッションのセミナーを開催しました。

テクニカルセミナー

東３セミナールーム会 場

1,218名（参加無料・事前登録）聴講者総数

これだけは押さえておきたい実務にすぐ役立つ包装基礎知識に関するセミナーを
全12セッション開催しました。
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２日 (火)

14 : 00 ～ 14 : 25
“aibo”パッケージの開発 ～出会いの演出とペットボトルリサイクル材包装への挑戦～

佐藤 元洋 氏 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ（株） 包装技術部設計2課

14 : 30 ～ 14 : 55
マイルドクレンジングシャンプー・モイストボディウォッシュの環境配慮容器の開発と今後の取り組み

平野 大起 氏 （株）ファンケル マーケティング本部 化粧品事業部 商品企画Ｇ

15 : 00 ～ 15 : 25
段ボールのバネ性を利用した“潰れない”緩衝仕切

伊藤 勇樹 氏 TOTO（株） ウォシュレット開発第二部包装・印刷物Ｇ

３日 (水)

13 : 10～13 : 40 低摩擦段ボール「コスレン」の開発
所 のぞみ 氏 レンゴー（株） 中央研究所 商品開発第一部 商品開発第一課 主任

13 : 40～14 : 10 立体成形「Cool Shock®」を施したパウチの開発
安海 隆裕 氏 東洋製罐（株） テクニカルセンター プラスチック技術開発部 FP・カップ開発グループ

14 : 20～14 : 50 DNP易開栓キャップの開発
船島 諒 氏 大日本印刷（株） 包装事業部 技術開発本部 製品開発部2課

14 : 50～15 : 20 「三ツ矢サイダー」高バイオマス度ラベル－全包装資材に植物由来原料を使用した取組み－
本多 隆一 氏 アサヒ飲料（株） 研究開発本部 技術研究所 容器包装グループ 副課長

15 : 30～16 : 00 デジタル印刷活用による「パッケージ」を起点とした大規模周年プロジェクト
小垣 美津子 氏 （株）ロッテ ロッテノベーション本部 パッケージ・デザイン企画担当 パッケージ企画課 主査

16 : 00～16 : 30 環境とユーザビリティに配慮した飲料用６缶パックの開発
大學 康宏 氏 アサヒビール（株） 容器包装研究所 容器包装開発部 副課長

セミナー

2018パッケージングフォーラム

東６特設ステージ会 場

162名（参加無料・事前登録）聴講者総数

2018日本パッケージングコンテストのジャパンスター賞に入選された作品の開発経緯や製品特
性等の研究成果を紹介しました。

2018木下賞受賞フォーラム

会議棟 605／606会 場

197名（参加無料・事前登録）聴講者総数

2018木下賞（第42回）に入賞された各受賞者より、その開発経緯、概要、効果などについて紹
介しました。
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２日 (火)

10 : 30～12 : 00
【会議棟605／606】

2030年包装の未来予測シリーズ（第1回）
～生活者の視点からみた包装の未来～

島田 賢一 氏（三菱商事パッケージング） 日本包装専士会

３日 (水)

13 : 30～15 : 00
【東６特設ステージ】

2030年包装の未来予測シリーズ（第2回）
～食品ロスの視点からみた包装の未来～

小林 義浩 氏（味の素） 日本包装専士会

４日 (木)

10 : 30～12 : 00
【東６特設ステージ】

2030年包装の未来予測シリーズ（第3回）
～循環型社会の視点からみた包装の未来～

橋本 香奈 氏（大和製罐） 日本包装専士会

５日 (金)

10 : 30～12 : 00
【東６特設ステージ】

2030年包装の未来予測シリーズ（第4回）
～包装技術全般としての包装の未来～

北島 誠之 氏（出光ユニテック） 日本包装専士会

コーディネーター：島田 道雄 氏（未来包装研究委員長）日本包装専士会
アドバイザー ：有田 俊雄 氏（有田技術士事務所）日本包装専士会

３日 (水)

15 : 30～16 : 30
【東６特設ステージ】

液体窒素充填を使用した容器の内圧保持と酸素低減方法
川井 重弥 氏（ネオ・ウェーブ・クリエイト） 日本包装コンサルタント協会

４日 (木)

14 : 00～15 : 00
【東６特設ステージ】

フードサプライチェーンにおける「食品ロス」削減と包装技術の役割
－食料・資源・エネルギー・廃棄物への挑戦－

田中 好雄 氏（田中技術士事務所 食品流通アドバイザー） 技術士包装物流会

５日 (金)

12 : 30～13 : 30
【東６特設ステージ】

通信販売において活用範囲が広い輸送用フィルム包装
「シュリンク包装のすべて」

須藤 貴行 氏（インターナショナル三興） 日本包装管理士会

トレンドセミナー

会議棟 605／606又は東６特設ステージ会 場

1,055名（参加無料・事前登録）聴講者総数

日本包装専士会／日本包装管理士会／日本包装コンサルタント協会／
技術士包装物流会（順不同・敬称略）

協 力
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３日 (水)
【セッション 1】

13 : 05～13 : 15 スウェーデン包装技術最新トレンド（パックブリッジ社）

13 : 15～13 : 20 スウェーデン包装技術テスト＆デモベッド（ライズ社）

13 : 20～13 : 25 包装研究、デザインとその開発RD&D（ライズ社）

13 : 25～13 : 35 PLAper‐PLAの含侵紙（ライズ社）

13 : 35～13 : 45 モールドパルプの限界はあるのか？今後の展望（ライズ社）

13 : 45～13 : 55 ガイア‐バイオ由来の素材（ガイア社）

【セッション 2】

14 : 30～14 : 40 紙開発における最先端研究（ライズ社）

14 : 40～14 : 55 アークワイズ‐丸みをおびた段ボール包装（ミッドスウェーデン大学）

14 : 55～15 : 00 液体包装材料のグローバルセンター（ペーパープロビンス社）

15 : 00～15 : 05 プラスチックにとって代わる紙（ミッドスウェーデン大学）

15 : 05～15 : 20 コーティングの将来展望（UMVコーティングシステムズ社）

15 : 20～15 : 35 フレキソ印刷技術の発展（オプティパック社）

15 : 35～15 : 45 包装の科学と開発センター最新情報（ライズ社）

15 : 45～15 : 55 情報伝達性を高める包装（ミッドスウェーデン大学）

15 : 55～16 : 00 食品の無駄抑制への先導的取組み（ペーパープロビンス社）

セミナー

スウェーデン包装セミナー
「イノベーション先進国が生み出す包装技術の今と未来」

東５セミナールーム会 場

177名（参加無料・逐次通訳・事前登録）聴講者総数
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４日 (木)

12 : 30 ～ 13 : 30

オルビスの物流戦略と包装産業への期待
小川 洋之 氏

オルビス(株) SCM推進部
部長

５日 (金)

14 : 00 ～ 15 : 00

流通加工の価値を上げるラッピング
星野 隆太郎 氏

（一社）日本商業ラッピング協会
理事

３日 (水)

10 : 30 ～ 11 : 30
「開けやすい！」「見やすい！」「これ便利！」
～包装・容器、よかったこと調査で分かったこと！～

星川 安之 氏 （公財）共用品推進機構 専務理事・事務局長

11 : 45 ～ 12 : 45 平成29年度 特許出願 動向調査報告 ―食品用紙器―
小川 悟史 氏 特許庁 審査第二部 繊維包装機械（包装・容器）審査官

通販・ギフトパッケージセミナー

東６特設ステージ会 場

185名（参加無料・事前登録）聴講者総数

調査報告講演

会議棟 605／606会 場

219名（参加無料・事前登録）聴講者総数
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インフォメーション【ガレリア内】
出展社やセミナーの情報、会場のご案内などを行う総合案内所を用意しました。

包装相談所(Q&Aコーナー)【東６ホール会場内】
包装に関する課題や、より詳細な製品情報などについて、包装のスペシャリストと無料で相談できるＱ＆Ａコーナー
を用意しました。

知的財産 無料相談コーナー【東３ホール会場内】
商品開発力の強化、製品に関わる創作・考案の権利化による戦略的保護のサポートや知的財産に関して、弁理士との
無料相談コーナーを用意しました。【協力：日本弁理士会】

会期中アポ申込システム
事前に出展社と来場者が課題を共有するために、本展Webサイトを通じて、会期中のアポイントを申込むことがで
きるシステムを用意しました。

パッケージソリューションシート(PSシート)
出展社との相談を効率的にするため、来場者の企業概要や包装に対する課題・要望などについて記入いただく共通
シート「パッケージ・ソリューション(PS)シート」を用意しました。

パッケージデザイン問診票
デザイナーとの相談をスムーズに行っていただくための共通シート｢パッケージデザイン問診票｣をパッケージデザイ
ンパビリオンにて用意しました。

会場マップの配布
各ホール出入口付近にワゴンを設置し、会場マップを配布しました。

プレスルーム【東１・２ホール中間】
本展のニュースリリースや会期中毎日更新する公式フォトがダウンロードいただけるプレスルームを国内報道関係者
向けに用意しました。

インターナショナルラウンジ【東４ホール】
海外出展社・来場者・プレスの方々を対象に通訳やWi-Fi等のサービスが利用できるインターナショナルラウンジを
用意しました。

食品開発展2018との相互入場
西ホールで開催された食品開発展2018と本展の来場者は、相互に無料で入場可能にしました。

無料通訳サービス
海外来場者と出展社との迅速かつスムーズな交流のサポートをするために英語による無料通訳サービスを実施しました。

APFラウンジ【東６ホール会場内】
アジアスターの審査をクリアした入賞作品を一堂に展示しました。
〔アジアスターとは〕アジア各国の優れたパッケージを世界に紹介することを

目的とし、毎年開催されるパッケージコンテスト。日本
ではグッドパッケージングコンテスト入賞作品が応募対象。

サービス活動・プロモーション活動

サービス活動
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公式Webサイト 出展社情報の検索、来場事前登録の受付、セミナー事前登録受付など、様々なコンテンツ
を用意しました。

専門紙誌・雑誌・テレビ局
などへのPR活動

国内外の関連業界専門紙誌、雑誌への広告掲載をはじめ、テレビ局などにも来場誘致に向
けた積極的なＰＲ活動を実施しました。

YouTubeチャンネル
ガイド動画

本展公式ホームページ内にYouTubeチャンネルを開設し、本展のみどころやガイダンス
動画を作成し、会期2日目(10月3日)より公開しました。

メールマガジン 前回・前々回来場者(約8万名)に対し、毎月と会期直前には複数回にわたり、メールマガ
ジンを発行し、来場促進活動を実施しました。

記者発表会 ７月に記者発表会を実施し、広く関連業界約100紙誌以上への記事掲載、会場取材の誘致
を依頼しました。

来場登録券 出展社、関連団体、主催者配布分として、約110万枚の来場登録券(招待券)を作成、配布、
ＤＭ発送を行い、来場促進活動を実施しました。

TOKYO PACK News TOKYO PACK Newsを複数回発行しました。

Facebookページ 本展公式ホームページ内にFacebookページを開設しました。

プロモーション活動

インフォメーション 包装相談所(Q&Aコーナー) インターナショナルラウンジ 知的財産 無料相談コーナー

日本テレビ「ゆうがたサテライト」 日本テレビ「NEWS24」 テレビ東京「ワールドビジネスサテライトWBC」
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出展社名 小間番号

あ
（株）アイエイアイ 5-36
（株）アイエヌジー 2-46
愛星パック（株） 3-83
ＩＴＷダイナテック（株） 4-70
アイデックス（株） 5-31
（株）浅沼商会 6-19
（株）朝日化成 3-69
アサヒグリーン（株） 1-14
（株）旭プレシジョン 4-88
アジアハイテックス（株） 3-20
アジア包装連盟 (APF) 4-08
アゼット（株） 4-61
AtMet KOREA 4-87
（株）アパックス 1-28
アビッド・フレックス（株） 3-51
（株）アフレアー 3-21
アマノ（株） 4-76
アムンゼン（株） 6-44
アルゼンチン包装協会 4-10
アルテック（株） 1-20
アルファ・スリー（株） 3-61
アルマーク（株） 4-47
AmbaFlex Asia Pacific bv 6-37
アンリツインフィビス（株） 4-30
イーデーエム（株） 5-41
（株）イーパック 1-19
飯島電子工業（株） 4-40
（株）イイダモールド 3-06
イカリ消毒（株） 5-23
（株）イグチ 2-23
（株）いけうち 5-26
（株）石崎電機製作所 5-07
（株）イシダ 5-40
（株）イチネンSHOKO 5-19
出光ユニテック（株） 1-06
伊藤忠マシンテクノス（株） 2-57
伊東電機（株） 6-34
イノテック（株） 4-91
（株）イマック 4-83
岩崎通信機（株） 3-86
岩崎電気（株） 4-95
岩谷産業（株） 2-60
（株）インターナショナル三興 4-92
（株）インテック 3-21
インテック（株） 6-22
（株）印南製作所 6-46
（株）ウイル 4-33
偉晉機械工業有限公司 2-46
WEBCONTROL MACHINERY 6-33
ウシオ電機（株） 4-53
（株）ウチダテクノ 4-72
梅田真空包装（株） 1-44
（株）エー・アンド・デイ 5-61
ＡＣＳ（株） 3-23
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED 1-54
エーシンパック工業（株） 4-56
（株）エーティーエー 5-34
エーディーワイ（株） 3-75
ＡＢＢ（株） 5-45
Ａｉｒｔａｃ（株） 2-22
HMSインダストリアルネットワークス（株） 5-57
エクサーチ（株） 5-21

出展社名 小間番号

（株）エクシール 5-20
（株）エクト 4-86
（株）エコボード 2-31
（株）エスキュー・コーポレイション 2-40
エスコグラフィックス（株） 3-01
SGSジャパン（株） 3-100
エックスライト社 3-01
江戸川物産（株） 4-90
（株）Any Design 1-41
（株）エムエスティ 4-42
（株）エムズ 6-29
エルスエンジニアリング（株） 3-21
（株）エル・ティー・シー 3-84
エ・ル・デザイン（株） 3-63
オーエスマシナリー（株） 4-37
オーシャンテクノロジー（株） 4-99
Audion Elektro BV 5-42
（株）オーテック 1-51
（株）オートニクス 6-02
オートメイテッド•パッケージング•システムス•ジャパン(同） 5-59
（株）生出 1-41
王子グループ 2-53
大石産業（株） 2-48
大紀商事（株） 2-39
大阪シーリング印刷（株） 3-46
大塚産業マテリアル（株） 1-31
岡田紙業（株） 1-32
オカハシ（株） 1-33
（株）オカベカミコン 2-11
岡谷精立工業（株） 6-14
（株）オクイ 4-36
オフィス六・７ 1-41
（株）オリエント総業 3-13
オリオン機械（株） 4-55
（株）オリオン商事 3-49
オリヒロ（株） 5-28

か
加越（株） 6-36
（一財）化学研究評価機構 高分子試験・評価センター 3-07
（株）カジワラ 4-74
神奈川県包装機械工業会 4-19
川島商事（株） 1-45
カワダロボティクス（株） 6-42
（株）カントー 6-51
広東仕誠プラスチック機械（株） 6-04
（株）キーエンス 6-52
紀州技研工業（株） 4-75
技術士包装物流会 6-56
（株）キタイ製作所 2-37
（株）木田鉄工所 6-47
（株）北原産業 1-11
機能素材（株） 3-10
キムラシール（株） 4-23
キヤノン電子（株） 4-59
キョーラク（株） 1-55
キョウエイ（株） 4-49
協栄プリント技研（株） 3-66
共同印刷（株） 1-09
京町産業車輌（株） 6-43
（株）共立物流システム 2-44
（株）共和 2-08
近畿刃物工業（株） 6-15

出展社名 小間番号

Guala Closures Japan（株） 1-50
クスノキ石灰（株） 1-41
（株）国盛化学 1-18
（株）クラウン・パッケージ 3-03
CLARIANT 1-49
（株）クラレ 3-44
クリークス(同） 3-62
（株）グリーンプラス 6-40
（株）クリエイト日報 6-54
栗原紙材（株） 1-30
久留米精版印刷（株） 2-40
KULODAY PLASTOMERS PVT LTD 2-12
KWANG DONG CO, LTD 3-22
（株）ケーエスパッケージ 3-91
（株）ケイユー 3-22
（株）ケツト科学研究所 5-53
コーンズテクノロジー（株） 3-26
（公財）高知県産業振興センター 3-10
甲府紙器（株） 2-40
（株）光文堂 3-82
光洋化学（株） 3-28
（独）高齢•障害•求職者雇用支援機構 高度ポリテクセンター 6-55
興和紡（株） 2-47
（株）国際商事 2-20
（株）ゴスグラフィックシステムズジャパン 3-89
（株）コスモテック 1-41
コダック ジャパン 3-65
（株）此花 5-02
（株）コバード 5-12
コバオリ（株） 3-98
（株）コバヤシ 2-26
（株）小林 1-46
（株）コマック 4-57
COMETECH TESTING MACHINES CO., LTD. 5-32
コムネット（株） 3-97
COMEXI 3-53
（株）小森コーポレーション 3-67
COLINES S.p.A 3-17
こるどん（株） 3-93
（株）金剛製作所 3-88

さ
サイエナジー（株） 5-46
蔵王産業（株） 5-13
サカタインクス（株） 1-08
佐藤工業（株） 4-27
佐藤鉄工所（株） 3-87
（株）サムソン 5-51
（株）サンエー化研 2-10
（株）サンエイ 3-94
（株）サン・エンジニアリング 6-10
三共包装（株） 3-25
（株）サンコー 4-66
（株）三條機械製作所 2-29
（株）サンステーションシステムズ 6-18
（株）サンパック 2-13
サンパック（株） 2-40
三宝化成工業（株） 2-17
三洋貿易（株） 4-65
三和紙工（株） 3-70
（株）ＧＳＩクレオス 2-14
Ｃ．Ｍ．システムズ（株） 6-21
CGS Japan（株） 3-51

出展社一覧
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出展社名 小間番号

（株）ジーティービー 3-99
シール栄登（株） 5-42
シール工業（株） 4-45
JFE環境（株） 3-72
JFEコンテイナー（株） 3-31
（株）シキノハイテック 4-64
ジクス（株） 5-01
シコー（株） 2-15
四国化工機（株） 1-02
（株）システムスクエア 6-25
嘉興華麗非織布制品有限公司 2-27
（株）ジャパンペール 2-34
深圳市永深圳市永联泰 3-81
シュンビン（株） 3-95
鍾山商事（株） 2-19
（株）湘南貿易 5-58
（株）城南村田 2-51
（株）松楽産業 4-67
（株）ショウワ 6-50
昭和電工パッケージング（株） 3-30
昭和パックス（株） 2-09
白河電産（株） 3-43
進栄化成（株） 2-38
神栄テストマシナリー（株） 5-32
シンクピア・ジャパン（株） 4-84
（株）シンク・ラボラトリー 3-14
新光化成（株） 2-40
（株）新盛インダストリーズ 3-15
新日本ケミカル・オーナメント工業（株） 1-42
シンビジャパン 4-87
（株）シンメイ 4-24
振鈴企業股份有限公司 2-46
（株）シンワ機械 4-73
スウェーデン大使館商務・投資部 3-04
（有）スコットプランニング 5-48
スズキ機工（株） 3-79
（株）鈴木松風堂 1-43
ストラパック（株） 5-38
ストロパックジャパン（株） ２-59
スパンテック・ジャパン（株） 6-45
（株）スマイル 1-53
住化プラステック（株） 1-18
住商グローバル・ロジスティクス（株） 1-37
成光産業（株） 6-35
世界包装機構 (WPO) 4-05
セキ（株） 3-74
積水フーラー（株） 5-16
ゼネラル（株） 3-80
総武機械（株） 6-33
ソトウ（株） 4-39
ソルテック工業（株） 5-56
（株）ソルトン 5-24

た
ターク・ジャパン（株） 5-17
大化工業（株） 2-04
（株）ダイケン 4-97
大成ラミック（株） 6-32
大同工業（株） 5-55
大日精化工業（株） 3-41
ダイニック（株） 3-77
大日本印刷（株） 1-03
タイ包装協会 4-09

出展社名 小間番号

太陽紙工（株） 3-59
大洋精機（株） 5-35
ダウ・ケミカル日本（株） 3-48
高久産業（株） 2-03
高千穂精機（株） 4-14
多賀電気（株） 6-16
（株）タカヨシ 3-76
（株）タカラ 1-21
（株）武田産業 2-30
竹菱（株） 3-92
ダックエンジニアリング（株） 6-47
タマパック（株） 2-40
タマポリ（株） 2-33
（独）中小企業基盤整備機構 4-07
中小企業世界発信プロジェクト推進協議会 1-58
（一社）中部包装食品機械工業会 4-21
（株）彫刻プラスト 1-34
司化成工業（株） 1-10
（株）ツジトミ 2-27
（株）包む 3-03
ツバキ山久チエイン（株） 6-26
ＤＩＣ（株） 1-57
ＤＩＣグラフィックス（株） 1-57
（株）ＴＴトレーディング 2-36
ディ・アイ・エンジニアリング（株） 5-15
DICKSON PTL 5-09
（株）テツタニ 6-20
テプラス（株） 1-36
デュケインジャパン（株） 4-60
（株）寺岡精工 4-51
テラダ・トレーディング（株） 4-03
天間特殊製紙（株） 1-35
トーヨーカラー（株） 2-43
トーヨーケム（株） 2-43
（株）Ｔｏｏ 3-99
（株）東海化学工業所 1-49
東罐興業（株） 3-02
東京計器（株） 3-19
東京食品機械（株） 4-01,5-11
（公財）東京都中小企業振興公社 1-41
東京ニホス（株） 1-41
東京パック（株） 1-41
（株）東伸 4-29
東ソー（株） 2-21
東洋アドレ（株） 2-43
東洋アルミニウム（株） 4-85
東洋インキ（株） 2-43
東洋エアゾール工業（株） 3-02
東洋SCトレーディング（株） 2-43
東洋FPP（株） 2-43
東洋ガラス（株） 3-02
東洋鋼鈑（株） 3-02
東洋自動機（株） 5-39
東洋製罐（株） 3-02
東洋製罐グループホールディングス（株） 3-02
（株）東洋紡パッケージング・プラン・サービス 3-42
東洋モートン（株） 2-43
トタニ技研工業（株） 6-09
凸版印刷（株） 2-42
（株）トップベル 3-81
（株）トパック 4-31
トビー・テクノロジー（株） 3-73
（株）トライテック 3-85

出展社名 小間番号

（株）トライフ 2-36

な
（株）ナイスティーテクノロジーズ 4-78
（株）ナカキン 6-08
中島金属箔粉工業（株） 2-25
（株）中條製缶 6-38
中村産業（株） 4-50
（株）名古屋モウルド 1-30
ナックス（株） 1-24
ナビタスビジョンソリューション（株） 6-07
鍋屋バイテック会社 4-89
軟包装衛生協議会 1-47
西部機械（株） 6-48
（株）西村機械製作所 5-04
ニッカ電測（株） 6-27
（株）日刊工業新聞社 4-17
日建リース工業（株） 6-49
日新電子工業（株） 5-40
ニットーパック（株） 3-45
日本インド国際産業振興協会 (NPO) 3-103
日本クロージャー（株） 3-02
日本製紙（株） 1-01
日本トーカンパッケージ（株） 3-02
日本プラスチック工業（株） 2-01
日本包装機械（株） 6-31
（株）日本ＨＰ 2-41
日本エマソン（株） 6-06
日本化工機材（株） 1-29
日本工業刃物（株） 4-28
日本サーキュレート（株） 5-49
（一社）日本商業ラッピング協会 4-02
日本製図器工業（株） 6-62
（協組）日本製パン製菓機械工業会 4-20
日本セキソー（株） 1-56
（公社）日本通信販売協会 4-02
日本テクノロジーソリューション（株） 4-48
日本テトラパック（株） 1-16
日本電産コパル（株） 6-01
日本電産トーソク（株） 6-01
日本プラパレット（株） 2-54
日本ボールドウィン（株） 6-23
日本包装学会 4-04
日本包装管理士会 6-57
（一社）日本包装機械工業会 4-94
（公社）日本包装技術協会 6-61
日本包装コンサルタント協会 6-58
日本包装専士会 6-59
（株）日本包装リース 4-93
日本ポリスター（株） 4-43
日本モウルド工業（株） 1-39
（株）New IWASHO 6-47
ネクサスエアー（株） 3-78
ネットアンドプリント（株） 2-45
ノードソン（株） 4-26
のむら産業（株） 5-30

は
ハーマン・ウルトラソニック・ジャパン（株） 5-43
（株）パールパッケージ企画 3-71
（株）パイオニア風力機 6-10
（株）ハイパック 4-73
（株）ハイメックス 1-41
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出展社名 小間番号 出展社名 小間番号 出展社名 小間番号

萩原工業（株） 5-10
Pacific Plastic JSC 3-27
パックウェル（株） 5-59
パックブリッジ 3-04
（有）パックユーワ 4-39
白光（株） 4-77
発泡スチロール協会 2-58
（株）ハナガタ 4-16
（株）花塚製作所 4-25
ハバジット日本（株） 6-41
（株）パピルスカンパニー 3-101
（株）林産業 2-35
バンデックス（株） 6-17
B&R（株） 5-44
BXテンパル（株） 6-22
（株）ビーエヌテクノロジー 4-12
PT. PITAMAS INDONUSA 2-07
（株）ＰＩＪＩＮ 1-41
（株）日立産機システム 4-15
日立造船（株） 5-37
（株）日立ハイテクサイエンス 5-25
（株）日立ハイテクノロジーズ 5-25
ビックガードナー 6-20
ビデオジェット社 3-01
現進製業（株） 1-53
ヒライ商事（株） 4-82
ヒラヤマプロダクツ（株） 6-05
廣瀬製紙（株） 3-10
広瀬鉄工（株） 6-47
（株）ヒロユキ 3-12
（株）ファーストレイト 1-15
ファナック（株） 4-13
フエスト（株） 5-52
福岡シール（株） 2-40
福見産業（株） 4-92
富士インパルス（株） 5-27
富士機械（株） 4-54
（株）フジシール 1-05
（株）不二ＷＰＣ 4-41
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ（株） 1-26
富士包装（株） 4-98
（株）藤村工業 4-34
（株）フジヤマ技研 4-68
フジヤマパックシステム（株） 4-68
不双産業（株） 5-62
（株）フタバ 6-24
フタムラ化学（株） 1-22
伏虎金属工業（株） 4-81
佛山高明龍悦包装有限公司 2-20
（株）プラグ 3-68
プラサーチ（株） 3-62
Braskem SA 2-55
（株）ブラビス・インターナショナル 3-64
PRIMASTRAW/CV.JT INTERNATIONAL 2-24
（株）古川製作所 4-73
（株）プレッシオ 5-05
（株）プロスパークリエイティブ 3-18
プロパックチャイナ 4-11
（株）フロンティアエンジニアリング 5-14
ペーパーウェア（株） 1-38
ペーパープロビンス 3-04
（株）ペーパーワールド 2-40
ベッカーエアーテクノ（株） 4-46

横浜油脂工業（株） 5-22
（株）吉村 1-41

ら
ライズ 3-04
（株）ラヤマパック 3-08
（株）ランカー 6-28
瑞巨塑膠工業股份有限公司 3-47
リテック・ジャパン（株） 3-50
（株）リングストン 3-102
レオン自動機（株） 4-38
レンゴー（株） 1-17
ロイアルエンジニアリング（株） 3-29
（株）ロゼッタ 5-08

わ
ワールドインキュベーター（株） 3-11
ワイエイシイマシナリー（株） 5-06
（株）渡辺護三堂 3-90

【中国パビリオン】
東莞市興盛膠粘製品有限公司 2-C01
名南広昌（厦門）貿易有限公司 2-C02
湖北克拉弗特実業有限公司 2-C03
上海睿美包装材料有限公司 2-C04
厦門旗揚彩印有限公司 2-C05
常熟市鑫盛製袋有限責任公司 2-C06
煙台白馬包装有限公司 2-C07
南星塑膠廠有限公司 2-C08
上海蘇沛進出口有限公司 2-C09
安徽国風塑業股份有限公司 2-C10
杭州西紅柿環保科技有限公司 2-C11
山東興国新力塑編有限公司 2-C12
臨沂市懐亮塑料有限公司 2-C13
深圳市澳威包装製品有限公司 2-C14
温州市金田塑業有限公司 2-C15
珠海伊万電子科技有限公司 2-C16
沈陽時代塑編包装有限公司 2-C17
菲畢尼実業（上海）有限公司 2-C18
上海揚盛印務有限公司 2-C19
上海華煌包装製品有限公司 2-C20
青島榕信工貿有限公司 2-C21
営口康輝石化有限公司 2-C22
山東茂華塑料有限公司 2-C23
山東雷華塑料工程有限公司 2-C24
昆山金紅凱包装製品有限公司 2-C25
上海順遠包装有限公司 2-C26
山東太行国際貿易有限公司 2-C27
青島華泓星塑膠有限公司 2-C28
蘇州斯派克 箔有限公司 2-C29
義烏市宸膜塑料科技有限公司 2-C30
佛山市海徳利自動化設備有限公司 2-C31
広東宝佳利彩印実業有限公司 2-C31
森徳自動化工業股份有限公司 2-C32
広東華盛元素皮革有限公司 2-C33
深圳市迅藍科技有限公司 2-C34
佛山市順徳区特普高実業有限公司 2-C35
臨沂国森塑業有限公司 2-C36
青島陽光五月貿易有限公司 2-C37
福建凱達集団有限公司 2-C38
福建佳隆膠帶有限公司 2-C39
廈門鑫安星進出口有限公司 2-C40
厦門欣宝隆彩印有限公司 2-C41

ヘラマンタイトン（株） 4-62
（株）ベルパック 6-47
北越コーポレーション（株） 1-12
北越パッケージ（株） 1-12
（株）細川洋行 3-45
ホマッグジャパン（株） 5-03
（株）堀資材 6-30
ホリゾンインターナショナル（株） 3-52
堀富商工（株） 4-63
本多プラス（株） 2-32
本間冬治工業（株） 1-52

ま
マーケム・イマージュ（株） 5-18
（株）丸昌 1-40
Martini Tech 3-16
丸東産業（株） 4-96
三浦工業（株） 5-29
三鈴工機（株） 5-50
三井化学（株） 1-07
三井化学東セロ（株） 1-07
三井・デュポン ポリケミカル（株） 1-07
三井物産プラスチック（株） 3-47
ミッドスウェーデン大学 3-04
（株）三橋製作所 6-03
三菱商事パッケージング（株） 1-13
（株）ミマキエンジニアリング 3-05
（株）妙徳 6-39
ミリケン・ケミカル 2-52
（株）ムサシノキカイ 6-33
無錫岡橋包装有限公司 1-33
（株）ムラコシ 5-47
明和産商（株） 2-40
（株）メイワパックス 2-40
（株）メインテックス 4-44
（株）メカナイズ 4-71
女神インキ工業（株） 2-28
（株）メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン 4-18
（株）メディアテクノロジー ジャパン 3-53
メビウスパッケージング（株） 3-02
メルクパフォーマンスマテリアルズ（株） 1-25
MOCON, Inc. 5-25
（株）モリコー 5-33
（株）モリシタ 3-96
モリパックス（株） 1-28
（株）モレック 2-06

や
薮内産業（株） 5-54
山崎産業（株） 4-79
山田ダンボール（株） 2-16
山中産業（株） 1-27
（株）ヤマニパッケージ 1-23
ヤマハファインテック（株） 6-13
（株）ユーキ 4-32
（株）ユーテクノロジー 6-11
友和産業（株） 5-62
ユニオンケミカー（株） 3-60
ユニコントロールズ（株） 4-52
（株）ユニバック 4-69
Unifiller Japan（株） 6-12
ユニラムジャパン（株） 6-53
（株）横浜自働機 4-35

出展社一覧
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出展社名 小間番号 出展社名 小間番号 出展社名 小間番号

山聯（長興）新材料股份有限公司 2-C42
東莞市曉銘実業有限公司 2-C43
漳州市橋南印刷有限公司 2-C44
上海楽億塑料製品有限公司 2-C45
青島正徳祥工貿有限公司 2-C46
東莞市三明塑膠五金製品有限公司 2-C47
上海包装造紙（集团）有限公司 2-C48
佛山徳信誠包装有限公司 2-C49
信正（南通）塑膠製品有限公司 2-C50
泰州海達塑膠包装有限公司 2-C51
金栄翔企業発展有限公司 2-C52
上海幸運包装有限公司 2-C53
安徽通達包装材料有限公司 2-C54
科佩（蘇州）特種材料有限公司 2-C55
浦江三菱塑膠有限公司 3-C01
上海以龍企業 3-C02
深圳市巨牛包装材料有限公司 3-C03
永大（中山）有限公司 3-C04
東莞市凱迪膠黏科技有限公司 3-C05
SWOP包装世界(上海)博覧会 5-C01
中国包装連合会 5-C02
上海市包装技術協会 5-C03
厦門市五月松進出口有限公司 5-C04
東科（深圳）実業発展有限公司 5-C05
広州市申發機電有限公司 5-C06
武漢市美奇斯機械設備有限公司 5-C07
広州市正恵塑料製品有限公司 5-C08
東莞市恒彩塑膠顏料有限公司 5-C09
広州市万世徳智能装備科技有限公司 5-C10
深圳市華呈包装有限公司 5-C11
江門市輝隆塑料機械有限公司 5-C12
富茂(上海)包装器材貿易有限公司 5-C13
浙江新発現機械製造有限公司 5-C14
上海名優辦公設備有限公司 5-C15
江蘇海特爾機械有限公司 5-C16
昆山亜比斯環保包装材料有限公司 5-C17
深圳市麦士徳福科技股份有限公司 5-C18
深圳美新隆製罐有限公司 5-C19
恵州市美士達製罐有限公司 5-C20
東莞市宇鴻万匯電子有限公司 5-C21
東莞市晟耀塑膠製品有限公司 5-C22
東莞市致騰塑膠製品有限公司 5-C23
東莞市名順凹版包装製品有限公司 5-C24
雅新紙業有限公司 5-C25
東莞市富森五金塑膠礼品有限公司 5-C26
東莞市金品包装製品有限公司 5-C27
東莞市睿哲包装製品有限公司 5-C28
東莞市明美印刷製品有限公司 5-C29
東莞市鑫龍製品有限公司 5-C30
東莞市昶成製罐有限公司 5-C31
東莞贏点実業有限公司 5-C32
嘉興星越包装材料有限公司 5-C33
莱蕪市乾晟塑業有限公司 5-C34
天津太乙晋華航空吸塑有限公司 5-C35
山東聯 包装科技有限公司 5-C36
深圳康尼塑膠有限公司 5-C37
深圳市鑫宏揚包装製品有限公司 5-C38
東莞領翔包装材料科技有限公司 5-C39
東莞市星毅実業有限公司 5-C40
東莞市泰鴻包装製品有限公司 5-C41
東莞市昆保達紙塑包装製品有限公司 5-C42
義烏雲閣膠帶有限公司 5-C43
東莞市銘業包装製品有限公司 5-C44

（株）シモジマ 3-58
（株）包む 3-54
（一社）日本商業ラッピング協会 4-02
（公社）日本通信販売協会 4-02
日本包装機械（株） 3-55
ワンピーク（株） 3-56

【パッケージデザインパビリオン】 東3ホール会場内
（株）ＩＡＤ
アイプラスデザイン（株）
アヤナスデザイン（株）
アルテアエンジニアリング（株）
アルテサーノ・デザイン（同）
イチ デザイン
（株）ＭＤＤクリエイティブ
オフィスシーダブリュエス
佐野デザイン事務所
（株）ＧＴＤＩ
（株）シャーク・ジャパン
（株）ジャパンシステムアート
（株）スタープロセス
（株）スタジオ・エ－ワン
つーるスタジオ
（株）デザインフィーチャー
（株）ニックインターナショナル
（公社）日本インダストリアルデザイナー協会
（公社）日本グラフィックデザイナー協会
（一社）日本デザイン保護協会
（公社）日本パッケージデザイン協会
日本弁理士会
ハタエデザイン
パットラス（株）
P.K.G.Tokyo（同）
（株）ファームステッド
（株）ブラビス・インターナショナル
（株）文化メディアワークス
（株）ヘルメス
（株）ボンドクリエイティブ
丸山デザイン事務所
（株）ムーヴ
（株）YAOデザインインターナショナル
（株）ラジアン
ランドーアソシエイツ

【医薬品包装コミュニティーゾーン】
朝日印刷（株） 3-37
（株）岩田レーベル 3-38
岡田紙業（株） 3-33
（株）協進印刷 3-32
富山スガキ（株） 3-40
丸金印刷（株） 3-39
京都薬科大学
首都大学東京都立産業技術高専
東京薬科大学
東京理科大学
羽島市民病院
横浜薬科大学
（一社）くすりの適正使用協議会 3-35
日本一般用医薬品連合会 3-34
日本製薬団体連合会 3-36

深圳市合豊嘉大科技有限公司 5-C45
東莞市港源五金製品有限公司 5-C46
青島金天地塑料包装有限公司 5-C47
嘉善恒宇塑膠有限公司 5-C48
常州機械設備進出口有限公司 5-C49
温州兄弟機械有限公司 5-C50
江蘇南江智能装備股份有限公司 5-C51
煙台市福山南華包装装潢厂 6-C01
浙江納鑫膠帶製品有限公司 6-C02
大連元合紙塑有限公司 6-C03
東莞市加貝緑色包装材料科技有限公司 6-C04

【台湾パビリオン】
台湾包装協会 5-T01
中華民国対外貿易発展協会 5-T02
光益包装工業股份有限公司 5-T03
鋒源機械有限公司 5-T03
吉笙實業有限公司 5-T04
金典出版社 5-T05
炎洲股份有限公司 5-T06
鉅田友善材料有限公司 5-T07
三陽紙瓷商行 5-T08
鳳凰高科材料股份有限公司 5-T09
九億興業有限公司 5-T10
沛鑫包装科技股份有限公司 5-T11
晉通化學工業股份有限公司 5-T12
福綿繊維股份有限公司 5-T13
萬上豪塑膠股份有限公司 5-T14
信徳佳国際有限公司 5-T15
海王膠帶實業股份有限公司 5-T16
地球綜合工業股份有限公司 5-T17
皓龍國際有限公司 5-T18
新碩達精機股份有限公司 5-T19
強榮超音波機械有限公司 5-T20
泰燁機械有限公司 5-T21
谷源塑膠股份有限公司 5-T22
翊聖企業股份有限公司 5-T23
新科企業有限公司 5-T24
華納企業有限公司 5-T25
三夏精機股份有限公司 6-33

【韓国パビリオン】
INDIS AIR CO., LTD. 1-48
SAMTECH CORPORATION 2-02
SERIM B&G CO., LTD 2-05
YEONJIN INC 2-18
NGU INTERNATIONAL CO., LTD. 2-49,3-24
ECOSTECH CO., LTD. 2-50
THE MONTHLY PACKAGING. 2-56
COAD CO., LTD. 4-22
DAESUNG FOOD TECH CO., LTD. 4-58
SAEHAN CO., LTD 4-80

【ＭＨパビリオン】 東6ホール会場内
オークラ輸送機（株）
西部電機（株）
（株）ダイフク
日本パレットレンタル（株）
日本マテリアル・ハンドリング（MH）協会

【通販・ギフトパッケージゾーン】
（株）クラウン・パッケージ 3-54
（株）サンユー印刷 3-57
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2021年2月24日(水）～26日(金）3日間
東京ビッグサイト／TOKYO BIG SIGHT 東展示棟1～6ホール
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http://www.tokyo-pack.jp/
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