GLASSTEC 2018

■ FACTS & DATES

GLASSTEC

ホールプラン

glasstec - International Trade Fair
for glass production, processing and products

JPN

国際ガラス製造・加工機材展
■会

期：2018年10月23日
（火）～26日
（金）

■開場時間：9時～18時
■前売入場券
【 1 日券】前売り ................................................................ 38ユーロ
現地窓口 ............................................................. 53ユーロ
【2日券】前売り ................................................................ 58ユーロ
現地窓口 ............................................................. 76ユーロ
【5日券】前売り ................................................................90ユーロ
現地窓口 ............................................................ 110ユーロ
【公式出展カタログ】
前売り（オンライン / 引換券） ........................... 25ユーロ

2018年10月23日〜26日
ドイツ・デュッセルドルフ

国際ガラス製造・加工機材展

JOIN
THE
NO.1

入場券、公式出展者カタログ現地会場引換券ともに、 glasstec
2018専用ウェブページにて、2018年7月より（予定）前売販売。
前売入場券ご購入につきましては
https://glasstec.messe-dus.co.jp/visitors/tickets-catalogue を
ご参照ください。
前売入場券をお持ちの方は、メッセ会場との往復時にVRR公共交
通機関を無料でご利用いただけます。適用範囲は「料金体系D・南
地域」で、ドイツ鉄道は特急・急行券などの特別な料金を必要と
しない2等車にご乗車いただけます。
■訪問準備：
メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンのサービス ALLIANCE 加盟旅行社
がホテル、
エアーチケット、
その他の手配サービスを提供します。
（日本語対応）
詳細は、www.messe-dus.co.jp
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ホール

11–12, 14–17

ホール

14

ガラス製品・応用

ガラス加工・仕上げ

測定・駆動・検査・制御技術、
ソフトウェア

ホール

ガラス製造機械・技術

13–16

■ メディア・パートナー

（株）
メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4-1
ニューオータニ ガーデンコート7F

Tel. 03-5210-9951 _ Fax 03-5210-9959

www.messe-dus.co.jp

MDJ 出展者・来場者
インフォメーション
glasstec.messe-dus.co.jp

GLASSTEC 2018

トップレベルの

国際見本市
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//
//

ガラス産業の世界を代表する業界 No.1の専門メッセ「glasstec 」
製造・加工・応用・工芸と、ガラス産業の全バリューチェーンが一堂に
充実度の高い併催会議・特別展
世界各国から約 1,200 の出展者が 9 ホールに各部門の幅広い製品・
技術ラインアップを紹介

【出展範囲】
ガラス製造機械・技術、
ガラス加工・仕上げ、
ガラス製品・応用、工具、代替・予
備・付属部品、測定・駆動・検査・制御技術、
ソフトウェア、研究開発、各種サー
ビス など
【来場対象】
ガラス製造・加工・精製機械・技術、基礎・加工・精製ガラス、建築・建設、窓・
門・ファサード、
インテリアデザイン、設計、工芸、
ソーラー関連製品製造、工具、
測定・制御技術、サービス、環境、
リサイクル、研究機関、大学、業界団体・メ
ディア、関連官公庁 など

日本出展者リスト

（日系欧州現地法人含まず、五十音順）
2018年4月現在
会社名

AGCセラミックス

// 極薄板ガラス（0.1–2 mmまで、3－4 複層も）
// イノベーティブな窓ガラス利用（キャストガラス、複層ガラス・パネル

主要出展製品

開発、新製造方法）

glasstec 2020出展ご相談
次回 glasstec 2020に出展ご検討の方で、案内をご希望の方は、事前に
下記までお問合せください。

MDJ glasstec担当 A.ユング
mdj@messe-dus.co.jp 03-5210-9951
glasstecに関する新着ニュースは
https://glasstec.messe-dus.co.jp

glasstecに関する新着ニュースは

https://glasstec.messe-dus.co.jp

今回も充実した特別展示、会議・シンポジウム等が併催されます。視
察と併せて業界の最新トレンドと技術動向の情報が取得できますので、

各種ガラス製造窯に使用される耐火
物

井原築炉工業
株式会社

13 / A81

溶解炉エンジニアリング、排ガス処理
設備、
カレットプリヒータ、
ブースティ
ングシステム

九州ナノテック光学
株式会社

11 / A68

MIYOフィルム（高機能液晶フィルム）

この特別展示glass technology live（11ホール）
は、glasstecのハイライト

11 / H65

石英ガラス、
サファイアガラス等の研
削加工品、
およびセラミックス研削加
工品

ら、開発結果などが展示されます。今回の注目点：

株式会社ナカサク

12 / C04

薄板ガラスの曲げ技術、素板の平面
度を活かしたガラス局部曲げ装置

日本IDT株式会社

12 / E36

セラミックインクジェットプリンタ、
インクジェットインク

日本ベルビュー
株式会社

10 / F71

ガラス印刷用インキ
（無機）

日本山村硝子
株式会社

13 / A83

ガラスびん製造設備、軽量びん製造
技術及び機器、環境設備

株式会社

株式会社トップ精工

株式会社樋口鐵工所

15 / B58 自動車 用硝子加工機（デモ運転）
14 / A22 ガラス瓶製造機械・技術
注：ブース番号は変更になる場合がございます。

など）

// 高機能ガラス（ガラス内臓センサー、エレクトロクロミック・ガラス）
// 曲げガラスの新しい可能性（ファサード など）
// 高効率性（ガラス製 造におけるコストの削減のための製品デザイン

併設プログラム

13 / D24

坂東機工株式会社
■ glasstec2018の注目ポイント

ブース番号

GLASSTEC

UNLIMITED
POTENTIAL

有意義なメッセ訪問として参加をお勧めします。

です。大学4校との共同でテクノロジー、製造方法や製品用途という分野か

//
//
//
//

双方向のファサード／ディスプレー用ガラス
エネルギー効率
建設用ガラス：厚板ガラス／薄板ガラス
新テクノロジー

ホール10で行なうコンファレンスは、理論と実践を結び、glass technology

liveで取り上げたトピックスを更に深めます。

Specials
START-UP
ZONE

新興企業が革新的なソリューション、製品、
アイデアを提
示しています
（ホール10）。

OPEN
MAKER
SPACE

このワークショップでは、
ヨーロッパ・ファサード・ネット
に加盟している大学が、革新的なファサー
ワーク
（EFN）
ド・システムや設計プロトタイプを展示します
（ホール10）

Craft Center
工芸：製品、技術、
用途を体験
ライブ・デモンストレーション、
制作体験、
コンペティション
実施
実習・教育：研修生がガラス加工・アート作品を展示し
ます
アート：世界リードするアーティストが作品を展示し、
多彩なガラス・アートを紹介します

