【取材のご案内】
報道関係各位
2016 年 9 月 23 日
一般社団法人 日本航空宇宙工業会
株式会社 東京ビッグサイト

2016 年国際航空宇宙展(JA2016) 取材のご案内
一般社団法人 日本航空宇宙工業会（会長 吉永 泰之 ※富士重工業(株)代表取締役社長）と、株式会社 東
京ビッグサイト（代表取締役社長 竹花 豊）が、2016 年 10 月 12 日（水）～15 日（土）の 4 日間、東京ビッグ
サイト（東京都江東区有明 3-11-1）にて開催する、2016 年国際航空宇宙展（JA2016）の取材受付を開始しました
ので、お知らせいたします。
初日となる 10 月 12 日（水）は、9:30 より開会式を行うほか、同日 10:00 より、招待者・メディアの方々に向けて、一
般来場者に先駆けて展示会場内を公開する招待者プレビューアワーを実施いたします。
取材をご希望の方は、恐れ入りますが、最終頁の取材申込書にご記入の上、10 月 11 日(火)午前中までに、広報事務
局宛に FAX もしくはメールにてご返送ください。

本展示会の見どころ・トピックス
詳しい内容については、次頁および、公式ウェブサイト(https://www.japanaerospace.jp/jp/Index)
をご参照ください。

 国内外 792 社・団体※が出展、50 年の歴史の中で過去最大、日本最大規模！
※共同出展含む

 売上高世界ランキング 100 位以内のメジャー企業 29 社から、日本全国の中小
クラスター企業まで。国内からは大手・中小 602 社・団体、海外からは AIRBUS
GROUP, Boeing Company をはじめ 190 社・団体が出展
 349 社・団体から成る過去最大規模の航空機産業クラスターゾーンを形成
 防衛装備庁、航空自衛隊も出展。海外から要人も招へい予定
 世界的 BtoB ミーティング・システムを提供
 業界の第一人者 50 名以上が、最新情報を発信
 宇宙飛行士 山崎直子さんも登場！大西宇宙飛行士のビデオメッセージも。見て、
聴いて、体験して、楽しみながら航空宇宙への理解を深められるパブリックイベント
 招待者、プレス関係者に向けた招待者プレビューアワーを実施
<報道関係者からのお問い合わせ先>
JA2016 広報事務局（共同 PR 内）担当：高橋、山本、今水
TEL：03-3571-5236 FAX：03-3574-9364 Mail: ja2016-pr@kyodo-pr.co.jp
会期中の連絡先 MOBILE：070-6462-5236（高橋）、090-4224-3951（山本）、070-6456-5236（今水）
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■国内外 792 社・団体※が出展、50 年の歴史の中で過去最大、日本最大規模！
出展者数は 792 社・団体、展示面積は 11,186 ㎡と、日本最大の国際航空宇宙展として開催します。また、第一回から
50 年の節目を迎えるにふさわしく、過去最大規模となっています。（一社）日本航空宇宙工業会からは国内大手 61 社・
団体が出展します。 ※共同出展含む
■売上高世界ランキング 100 位以内のメジャー企業 29 社から、日本全国の中小クラスター企業まで。国内からは大
手・中小 602 社・団体、海外からは AIRBUS GROUP, Boeing Company をはじめ 190 社・団体が出展。
国内からは主要企業をはじめ 602 社・団体が出展。
(株)IHI、(株)IHI エアロスペース、川崎重工業(株)、富士重工業(株)、三菱重工業
(株)、三菱航空機(株)、全日本空輸(株)、日本航空(株)といった国内主要企業をはじ
め 602 社・団体が出展。ヘリコプターの実機展示、ヘリコプターモックアップ展示や、最新の
機体装備品、機内装備品、エンジン、エンジン関連機器、宇宙機器及びサービス、部品、
加工機械、検査・測定機器、IT ソリューション等が紹介されます。三菱航空機(株)は国
産旅客機 MRJ のキャビンモックアップを展示し、MRJ の PR を行います。宇宙関連ではＪ
ＡＸＡも出展します。
海外からは AIRBUS GROUP, Boeing Company をはじめ 31 か国・地域から 190 社・団体が出展
AIRBUS GROUP、Boeing Company をはじめアリアンスペース、Bell Helicopter
Textron、ELBIT SYSTEMS、Honeywell、LEONARDO-FINMECCANICA、
Lockheed Martin、THALES 等 31 か国・地域から 190 社・団体が出展します。
（Ｃ）ＡＩＲＢＵＳ

Lockheed Martin はステルス戦闘機 F-35 の実物大モックアップを屋外展示場に展示し
ます。また General Atomics、PRATT & WHITNEY、Raytheon、Rockwell
Collins、Rolls Royce 等が出展する US パビリオンの他、フランス、UK、インド、カナダ等も
出展します。

■349 社・団体から成る過去最大規模の航空機産業クラスターゾーンを形成
特別協力の東京都をはじめ、各地方自治体・団体が支援するクラスターが全国から出展します。JA2016 では、西 2 ホ
ールにクラスターの出展ブースを集約し「クラスターゾーン」を設置。10 月 11 日（火）、12 日（水）には経済産業省主
催「航空機産業クラスターフォーラム 2016」も開催されます。
■防衛装備庁、航空自衛隊も出展。海外から要人も招へい予定。
防衛装備庁は公募選定した中小企業６社とともにデュアルユース製品・技術を紹介、航空自衛隊は T-4 練習機「F-3 エン
ジン」の展示を行います。また、海外から要人も招へい予定。15 日（土）のトレード・パブリックデーには救難ヘリ UH-60Ｊも
飛来・展示されます。
■世界的 BtoB ミーティング・システムを提供
航空宇宙分野の商談会において世界的に実績のある、BCI aerospace 社が運営する大型商談会を実施します。本商談
会は世界最大級のパリ・エアショーなどで実施されている商談会システムであり、国内外のバイヤーが参加し、また出展者のみ
無料で活用できるミーティング・システムです。
■業界の第一人者 50 名以上が、最新情報を発信
航空宇宙、防衛の第一人者 50 名以上を招へいし 20 のセッションを実施。初日の特別講演には三菱重工の大宮会長が登
壇。13 日と 14 日に行われる専門セミナーでは三菱航空機の森本社長、ホンダエアクラフトカンパニーの藤野社長が講演する
ほか、AIRBUS GROUP、Boeing Company をはじめとした海外大手企業の講師による海外航空セミナーも開催します。
また、森本元防衛大臣をはじめとする防衛セミナー、JAXA 遠藤副理事長をはじめとする宇宙セミナーも開催します。
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■宇宙飛行士 山崎直子さんも登場！大西宇宙飛行士のビデオメッセージも。見て、
聴いて、体験して、楽しみながら航空宇宙への理解を深められるパブリックイベント
15 日(土)のトレード・パブリックデーでは、「宙女（そらじょ）：山崎委員長／日本ロケット
協会」、「宇宙開発フォーラム（ＳＤＦ）：大学生による自主活動」によるイベントが行
われるほか、航空自衛隊による「航空中央音楽隊コンサート」、「航空学生ドリル展示」、ミ
ニバイク「ブルーインパルス Jr」の演技も行われます。また、女性パイロット・整備士による「Ｊ
ＡＬ航空教室」、ＡＮＡは「ＡＮＡエアライン講座 整備編」を実施。交通政策で有名
な戸崎教授による「未来のエアライン・未来の空港」、山崎直子宇宙飛行士による講演会
も行います。なお、山崎宇宙飛行士の講演会では、現在国際宇宙ステーション(ISS)で
活動している大西卓哉宇宙飛行士からの来場者に向けたビデオメッセージも公開予定で
す。更に、屋外展示場では、ロッキード・マーティン社「F-35」モックアップのコックピットへの搭
乗体験（予定）ができるほか、航空自衛隊の UH-60Ｊ救難ヘリコプターも飛来、救難
消防車とともに展示を予定しています。その他、会場限定のオリジナルグッズの販売も行い
ます。
＊詳しくは、公式ウェブサイトをご参照ください。https://www.japanaerospace.jp/jp/Index
2016 年国際航空宇宙展 開催概要
■名

称：

2016 年国際航空宇宙展（ジャパン エアロスペース 2016 / 略称：JA2016）
Japan International Aerospace Exhibition 2016 (Japan Aerospace 2016)
■開催日時：
2016 年 10 月 12 日(水)～15 日(土)
＊10 月 12 日（水）12:00～17：30 ※10:00～12:00 招待者プレビューアワー
＊10 月 13 日（木）～15 日（土）9：30～17：30
（トレードデ― 12 日（水）～15 日（土）、トレード・パブリックデー 15 日（土））
※招待者プレビューアワーはプレス関係者の方々も対象とさせていただきます。ぜひご来場ください。
■主
催：
一般社団法人 日本航空宇宙工業会、株式会社 東京ビッグサイト
■特別協力：
東京都
■後 援：
経済産業省／内閣府宇宙開発戦略推進事務局／外務省／文部科学省／国土交通省／防衛省
／観光庁／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）／
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）／一般社団法人日本工作機械工業会／
NHK／日本経済新聞社／オーストリア大使館 オーストリア文化フォーラム・商務部／
駐日英国大使館／カナダ大使館／チェコ共和国大使館／フランス大使館 ビジネスフランス／
ドイツ連邦共和国大使館／イスラエル大使館／イタリア大使館／
オランダ王国大使館 イノベーション・科学技術部／アメリカ大使館 商務部 （順不同）
■会 場：
東京ビッグサイト 西展示棟全館および、屋外展示場
〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1
■アクセス：
りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約 7 分、ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約 3 分
■開催規模：
31 ヵ国・地域 792 社･団体(共同出展含む) 1,267 小間 (2016 年 9 月 9 日時点)
■公式ウェブサイト： https://www.japanaerospace.jp/jp/Index
■入場者数：
（目標）40,000 人（トレードデー：30,000 人 トレード・パブリックデー：10,000 人）
■入場料（税込）:トレードデー ：【事前登録】2,000 円 【当日登録】5,000 円（学生証提示：2,000 円）
トレード・パブリックデー： 【事前購入】1,000 円 【当日購入】1,200 円
※トレード・パブリックデーは学生証提示で無料（小学生以下は提示不要）
■公式行事：

10 月 12 日（水）9：３０～開会式 西展示棟アトリウム
10 月 12 日（水）１１：３０～オープニング・レセプション レセプションホール※
※オープニング・レセプションはクローズド（取材不可）
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2016 年国際航空宇宙展 開催初日 12 日（水）のプログラム
≪2016 年国際航空宇宙展開会式≫
時

間

9：30～

会

場

東京ビッグサイト 西展示棟 アトリウム

内

容

1. 主催者挨拶

一般社団法人 日本航空宇宙工業会 会長 吉永 泰之

2. 来賓祝辞
3. テープカット
4. 音楽隊演奏

航空自衛隊航空中央音楽隊

≪招待者プレビューアワー≫
時

間

10：00～12：00

会

場

東京ビッグサイト 西展示棟 全館

対

象

主催者からの招待者、メディア

≪基調講演・特別講演≫
時

間

13：10～16：00

会

場

国際会議場

内

容

「（仮題）航空宇宙産業の展望と指針」
講師：経済産業省 製造産業局長 糟谷敏秀氏
「防衛装備庁発足 1 年を踏まえての課題と方向性」
講師：防衛省 防衛装備庁長官 渡辺秀明氏
「我が国の宇宙戦略」
講師：内閣府 宇宙開発戦略推進事務局長 高田修三氏 ※「高」ははしごだか。
「（仮題）日米協力に関して」
講師：米国航空宇宙工業会会長 Ms. Marillyn Hewson
(Lockheed Martin Chairman, President and CEO)
「（仮題）日欧協力に関して」
講師：欧州航空宇宙防衛工業会会長 Mr. Mauro Moretti
(Leonardo Finmeccanica CEO and General Manager)
「（仮題）日本の航空宇宙産業～半世紀ぶりの国産旅客機を開発して～」
講師：三菱重工業（株） 取締役会長 大宮英明氏
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＜招待者プレビューアワーへのご来場のお願い＞
ＪＡ２０１６では、会期初日の１０月１２日（水曜日）の午前１０時から午前１２時までを招待者プレビュー
アワーとしております。一般来場者に先駆けて出展物や会場を見ることのできる時間となりますので、ぜひご来場いた
だき積極的な取材をお願いいたします。
＜取材上のご注意＞
・取材の際は、プレスセンターにてプレスパスをお受け取りください。場所は下記地図をご参照ください。
・一般受付横にプレス受付はございませんのでご注意ください。
・複数日に渡って取材いただく際は、大変お手数ですが、各日ごとに受付をお願いいたします。
・一般の来場者、出展社への取材は各媒体社で交渉・許可を取っていただいた上で取材ください。
・取材の際は、来場者に十分ご注意ください。
・プレスセンターにはインターネット環境をご用意しております。ご利用ください。
・何かご希望等ございましたら、広報事務局スタッフにお申し付けください。

＜会場・アクセス＞

＜プレスセンター＞

東京ビッグサイト

西ホール 2 階 西 1 商談室(2)

（西展示棟全館および、屋外展示場）

※利用可能時間 9:30～17:30

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1
※りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約 7 分
※ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約 3 分

（西ホール 2 階全体図）
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2016 年国際航空宇宙展(JA2016)
取材申込書
送信先
FAX：03-3574-9364
Mail: ja2016-pr@kyodo-pr.co.jp
ご取材希望日にチェックの上、10 月 11 日(火)午前中までに FAX もしくはメールにてご返送ください。

取材日

時間

内容

出欠

10 月 12 日（水）

9：30～

開会式

□

10 月 12 日（水）

10：00～

招待者プレビューアワー

□

10 月 12 日（水）

12：00～17：30

トレードデ－

□

10 月 13 日（木）

9：30～17：30

トレードデ－

□

10 月 14 日（金）

9：30～17：30

トレードデ－

□

10 月 15 日（土）

9：30～17：30

トレード・パブリックデ－

□

媒体名・番組名：
御社名：
部署名：
お名前：

（合計参加人数

名）

合計人数：
ご連絡先 TEL：

FAX：

MAIL：
当日の撮影機材：
掲載・OA 予定日：

□スチール
月

□ムービー

□カメラ無し

日予定

備考：
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