※ 本展示会の取材は、事前の取材申込が必須となります。
【取材のご案内】
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報道関係者各位

リード エグジビション ジャパン株式会社

FPD 業界 世界最大級の展示会!!

第 25 回 ファインテック ジャパン を開催
4 月 8 日（水）～4 月 10 日（金） 東京ビッグサイト東 1-6 ホール
リード エグジビション ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 石積 忠夫）は、2015 年 4
月 8 日（水）～4 月 10 日（金）の 3 日間、「第 25 回 ファインテック ジャパン～フラットパネル ディスプレイ 技術
展～」を開催いたします。
スマートフォンやタブレット PC などの様々な情報端末の普及により、重要性が増しているフラットパネルディ
スプレイ（以下、FPD）。来月発売予定の Apple Watch や、4K テレビのみならず、実用化が進められている 8K テ
レビなどの次世代の端末にも FPD が採用されており、今後もさらに全世界で需要が高まる技術となっておりま
す。このように、ますます注目の集まる FPD 業界最大の展示会として、国内外の有力企業 260 社が出展する本
展を、ぜひご取材ください。

■ 新設 ディスプレイデバイスゾーン 注目製品
【実機デモ】

【新製品】

最狭ピッチ LED ディスプレイ、日本 初披露！

ＴＮタイプから高視野角のＩＰＳまで対応
TFT モジュール

シリコンサイン・ジャパン（同）
【新製品】

高コントラスト広視野角ＬＣＤパネル

CLOVER JAPAN（株）

三重電子（株）
【新製品】

最軽量 63g の液晶モジュール

深圳市鸿瑞祥光学有限公司（HRX)

※出展社名、製品等は当日変更となる可能性がございます。
ご紹介する製品は一部抜粋で、展示会の「出展社・製品 検索」および各社 HP より引用しております。予めご了承ください。

■タッチパネル関連技術 注目製品
64 点タッチ機能搭載の
タッチセンサーユニット

【新製品】

【新製品】

円形有機 EL ディスプレイ

世界初の低反射カバーガラス

SEVASA (スペイン)

WISECHIP SEMICONDUCTOR Ltd.
(台湾)

オプトン グループ

■FPD製造技術 注目の新製品
【新製品】

世界初のタッチパネル
貼り合わせ装置

武蔵エンジニアリング(株)

【新製品】

【新製品】

除塵効率抜群のエアーシャワー

EMC 対策用 透明導電フィルム

北川工業（株）

日本エアーテック(株)
【新製品】

【新製品】

Roll to Roll 搬送で両面同時露光が可能！

(株)大日本科研

最新鋭のターンテーブル式
スクリーン印刷機

(株)ミノグループ

※出展社名、製品等は当日変更となる可能性がございます。
ご紹介する製品は一部抜粋で、展示会の「出展社・製品 検索」および各社 HP より引用しております。予めご了承ください。

■FPD業界注目の基調講演・特別講演を併催！
■基調講演（4 月 8 日（水）10 時 30 分～13 時 00 分）
次世代 FPD マーケットと LG Display
の技術戦略
～有機 EL 技術を中心に～
LG Display Co., Ltd.
OLED Research Div.,
Chairman of Next
Generation OLED
Technology
Committee, Vice
President,
SooYoung Yoon

BOE のフラットパネル
ディスプレイ事業戦略

東京エレクトロンの事業戦略
～対等経営統合により新たな
ステージへ～

モバイルディスプレイの将来
展望と JDI の取り組み
(株)ジャパン
ディスプレイ
執行役員
チーフビジネ
スオフィサー
月崎 義幸

BOE Technology
Group Co., Ltd.
Vice President/
BOE Japan Co.,
Ltd.,
President,
久保島 力

東京エレクト
ロン(株)
代表取締役
会長 兼 社長
東 哲郎

■特別講演（4 月 9 日（木）13 時 00 分～15 時 00 分）
カーエレクトロニクス最新動向と
デンソーの取り組み
(株) デンソー
常務役員
情報通信事業部長
加藤 之啓

進化するインタラクティブ・ディス
プレイ“BIG PAD”

アベノミクスで改善する日本の立地競争
力とディスプレイ産業復活への道

シャープ(株)
ビジネスソリューシ
ョン事業推進本部
ディスプレイ事業部
事業部長
原田 宗憲

野村證券(株)
金融経済研究所
シニア・リサー
チ・フェロー 兼
アドバイザー
海津 政信

■プリンテッドエレクトロニクスフェア 基調講演
（4 月 10 日（金）10 時 00 分～12 時 00 分）
新たな付加価値を生み出すフレ
キシブル有機 EL と Roll to Roll
生産

ウェアラブルを超える「インパー
セプティブルエレクトロニクス」

コニカミノルタ(株)
アドバンストレイヤ
ー
カンパニー
OLED 事業部長
辻村 隆俊

大阪大学
産業科学研究所
教授
関谷 毅

塗布型デバイスの最新動向と材
料技術への期待
(独)産業技術総
合研究所
フレキシブルエ
レクトロニクス
研究センター長
鎌田 俊英

＜開催概要＞
第 25 回 ファインテック ジャパン
日 時：2015 年 4 月 8 日(水)～4 月 10 日（金）10：00～18：00
会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明）東1-6ホール
出展社数 ：260社 ※予定
同時開催展：Photonix 2015 -第 15 回 光・レーザー技術展高機能素材ワールド 2015
来場予定者数 ： 70,000名 ※同時開催展含む／予定
主 催：リード エグジビション ジャパン株式会社
前回（2014 年）会場風景

―取材に関するお問い合わせ先―
ファインテック ジャパン広報事務局（共同 PR 内） 担当：高田・樋口・峰松
TEL03-3571-5236 FAX03-3574-9364 E-mail: ftj_pr@kyodo-pr.co.jp
当日の連絡先：090-1605-1085（樋口）

※本展の取材は事前登録が必要です。事前にお申込みいただけない場合、取材をお断りさせていただく可能性がございます。
※お申し込み後、「取材確認書」を送付いたしますので、当日必ずお持ちください。
※以下、必要事項をご記入の上、事務局まで FAX にてご返送ください。

■取材申込用 FAX用紙■
ファインテック ジャパン広報事務局

高田、樋口、峰松宛

FPD 業界 世界最大級の展示会!!
「第 25 回 ファインテック ジャパン」を開催
4 月 8 日（水）～4 月 10 日（金） 東京ビッグサイト東 1-6 ホール

FAX ：03-3574-9364
ご取材いただきます場合には、4 月 7 日（火）迄にFAXにてお申し込みください。
また、WEBからの申し込みも承っております。http://www.ftj.jp/shuzai/よりお申込みください。
※同リリースは事務局からも提供を行うため、重複する事がございますがご了承下さい。

◆アクセス
会

場：東京ビッグサイト東1-6ホール

住

所：〒135-0063

日

時：2015年4月8日(水)～4月10日（金）

東京都江東区有明3-11-1

10：00～18：00
◆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

●貴社名/媒体名
●部署名
●ご芳名

（他

●ご取材予定日
●撮影

有（□スチール □ムービー）

●ご連絡先

(ＴＥＬ)

無

（e-mail）

●備考
ご要望・ご希望のある方はご一報くださいますようお願い申し上げます。
今後このような FAX が不要の方は、次の□にチェックをし、そのまま FAX 03-3571-5236 宛にご返信ください。
□今回送られた展⽰会に関する FAX を停止してください。
□今後 E-mail での配信にしてください。（E-mail ：
）

名）

