
https://iifes.jp/
〈後援〉経済産業省、環境省、独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）、日本商工会議所、東京都、株式会社 東京ビッグサイト、アメリカ大使館 商務部、ドイツ連邦共和国大使館、イタリア大使館、デンマーク大使館（順不同・申請予定）

 〈協賛〉一般社団法人 日本ロボット工業会、一般社団法人 日本工作機械工業会、 一般社団法人 日本電気協会、一般社団法人 日本電子回路工業会、一般社団法人 日本食品機械工業会、一般社団法人 電子情報技術産業協会、一般社団法人 日本自動車工業会 、
一般社団法人 日本化学工業協会、公益社団法人 計測自動制御学会、一般財団法人 製造科学技術センター、一般財団法人 省エネルギーセンター、一般社団法人 システム制御情報学会、一般社団法人 日本産業機械工業会、一般社団法人 日本計装工業会、
一般社団法人 電気学会、一般社団法人 日本配電制御システム工業会、一般社団法人 日本機械工業連合会、一般社団法人 日本機械学会、一般社団法人 日本鉄鋼連盟、一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会、公益社団法人 自動車技術会、
一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会、一般社団法人 日本液晶学会、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、独立行政法人 製品評価技術基盤機構、日本電気計器検定所、一般財団法人 日本品質保証機構、一般社団法人 日本計量機器工業連合会、
一般社団法人 日本分析機器工業会、一般社団法人 日本電設工業協会、ロボット革命イニシアティブ協議会、一般社団法人 インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ（順不同・申請予定）

※事前登録者、招待券持参者
および学生は入場無料

〈主 催〉

会期

会場

一般社団法人 日本電機工業会 一般社団法人 日本電気計測器工業会一般社団法人 日本電気制御機器工業会

東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム 1,000円（税込）入場料

出展のご案内
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出展対象分野・対象品目
出展対象

分野

コンポーネント・システム IT

鉄鋼、化学、自動車、電子機器、医療、食品、物流などの全産業分野のものづくり、および関連サービス・ソリューション
エネルギー、水、交通、排出物処理などの社会インフラ

制御、駆動、計測、受配電、産業用ロボット、
省エネルギー、新エネルギー

IoT／M2M、AI、クラウド、ビッグデータ、
エッジコンピューティング

　2019年、「システム コントロール フェア（SCF）／計測展TOKYO」は、「IIFES（アイアイフェス）」と

して「日本発、MONODZUKURIが世界を加速する。」をテーマに、新たなスタートを切ることとなり

ました。

　｢IIFES｣は、主催者が発信するメッセージ性を高め、電機・計測産業を核とする産業界の最先端

技術・情報が集う場を提供いたします。また、匠の技・カイゼン・高い品質などを強みとする日本の 

ものづくりとIoTやAIなどのデジタルテクノロジーを掛け合わせることで、多様化する社会環境に適した

「MONODZUKURI」に進化し、グローバルに情報発信しながらさらなる発展を目指していきます。

　出展者の皆様のビジネス発展に貢献する商談機会の充実を図ることはもとより、出展者・来場者・

主催者にとって、新たな価値づくりにつながる「ソリューション」が得られる場となるよう交流を図り

たいと考えております。

　多くの皆様にご賛同・ご出展賜りますようお願い申し上げます。

開催にあたって



未来を切り拓く
人材の活用と交流

ものづくりを支える
中堅・中小製造業

IIFESから
グローバルに情報発信

労 働 力 不 足 が 深 刻 化 する 中 、生 産
性 向 上 の た めI o T 、A Iなどデジタル 
テクノロジ ー が 進 化し、多 様 な 人 材
が求められています。年齢、性別、国籍
を問わないダイバーシティを重視し
た、人材活用・育成は欠かせません。
MONODZUKURIを支える人材を
テーマにセミナーと、未来を担う学生と
の交流を深めるイベントを企画します。

日本のものづくりを支えてきた、中堅・中小
製造業のさらなるMONODZUKURI
の拡大を目指し、「中堅・中小製造業
のIoT、AI活用によるビジネス変革」を
テーマにセミナーを企画し、それらを実
現した実例紹介や交流の場を作ります。

産業界におけるデジタル革新はグロー
バルに波及し、日本では「Connected 
Industr ies」が提唱されています。
多様化する社会環境に適した日本の
MONODZUKURIの技術が集結する 
IIFESの情報をグローバルに発信し、 
また世界の最新情報を提供します。

電機・計測産業を核とする産業界の
最先端技術・情報が集う場

3つのテーマを軸としたセミナー・展示企画

未来のMONODZUKURIを体感する3日間！





出展者一覧

来場者数 来場者属性

0

20,000

40,000

60,000

43.0%

前回来場者アンケートより

来場者数（出展者を除く）〈左軸〉

2015 2017 2019

49,484

1,042

2,176

53,243
電機・

電子製造業

1.0%
報道関係

21.0%
機械製造業

11.0%
製造業

22.0%
非製造業

2.0%
官公庁・団体・学校

0

2,000

1,000

3,000

4,000
（人） （人）

（年）

うち海外来場者数〈右軸〉

過去
最多！

過去
最多！

ifm efector 株式会社
IDEC 株式会社
株式会社 アコー
アズビル 株式会社
株式会社 アセットメント
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
アメリカ大使館　商務部
株式会社 アルゴシステム
アルファ・エレクトロニクス 株式会社
アルファテック 株式会社
アンリツ 株式会社
安立計器 株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社
因幡電機産業 株式会社
株式会社 ECADソリューションズ（旧社名：株式会社 ワコム）
EtherCAT Technology Group
株式会社 イージーメジャー
EPLAN Software & Services 株式会社
ウイングアーク1st 株式会社
WUNTAIX CO., LTD.
株式会社 ウージン
株式会社 ウージンジャパン
HMSインダストリアルネットワークス 株式会社
ＳＭＦＬレンタル 株式会社
SUS 株式会社
Edgecross コンソーシアム
株式会社 エニイワイヤ
エヌエスティ・グローバリスト 株式会社
株式会社 エヌエフ回路設計ブロック
株式会社 NFテクノコマース
NKKスイッチズ 株式会社
NTTドコモ 株式会社
株式会社 FAプロダクツ
株式会社 エミック
株式会社 エム・システム技研
ＬＳ産電 株式会社
オイヒナー 株式会社
大倉電気 株式会社
大阪自動電機 株式会社
株式会社 岡崎製作所
株式会社 オサダ
オムロン 株式会社
オメガエンジニアリング
オリエンタルモーター 株式会社
オーム電機 株式会社
菊水電子工業 株式会社
一般社団法人 キャビネット工業会
キヤノンITソリューションズ 株式会社
京西テクノス 株式会社
京都ＥＩＣ 株式会社
キーサイト・テクノロジー 合同会社
株式会社 クローネ
株式会社 ケイエスジェイ
株式会社 計測技研
KPMGコンサルティング 株式会社
株式会社 ケーメックス
光洋電子工業 株式会社
国際電業 株式会社
Korea Electrical Manufacturers' Cooperative
株式会社 コンテック
サトーパーツ 株式会社

株式会社 サンミューロン
山洋電気 株式会社
島津システムソリューションズ 株式会社
シュナイダーエレクトリックソフトウェア 株式会社
シュナイダーエレクトリックホールディングス 株式会社（旧：株式会社 デジタル）
シュメアザール日本支社
新コスモス電機 株式会社
CC-Link協会
シーメンス 株式会社
ジェイティ エンジニアリング 株式会社
株式会社 ジェイテクト
JESS-LINK PRODUCTS CO., LTD.
ＪＡＳＭＩＮ
株式会社 ジョブル
GMIジャパン 株式会社
スリーエム ジャパン 株式会社
株式会社 図研
西華産業 株式会社
セイコーソリューションズ 株式会社
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター
積乱雲プロジェクト
株式会社 ソルトン
大豊産業 株式会社
Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association
株式会社 タカチ電機工業
株式会社 たけびし
株式会社 田中電気研究所
株式会社 第一エレクトロニクス
大電 株式会社
株式会社 チノー
株式会社 中央製作所
株式会社 千代田エレクトロニクス
株式会社 テクノ
株式会社 テクノア
DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. 
DXC テクノロジーグループ 株式会社 日本エンタープライズサービス
DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.
デュージャパン 株式会社
デルタ電子 株式会社
ドイツパビリオン（協力：在日ドイツ商工会議所）
東亜ディーケーケー 株式会社
東芝インフラシステムズ 株式会社
東芝デジタルソリューションズ 株式会社
東芝産業機器システム 株式会社
東芝シュネデール・インバータ 株式会社
東芝三菱電機産業システム 株式会社
東芝ＩＴコントロールシステム 株式会社
株式会社 東電社
東洋技研 株式会社
東洋電機製造 株式会社
トビー・テクノロジー 株式会社
ナダ電子 株式会社
株式会社 七星科学研究所
Namsung industries co.
株式会社 ニチフ
日東工業 株式会社
二宮電線工業 株式会社
日本OPC協議会
日本キスラー 株式会社
日本シュトイテ 株式会社
一般社団法人 日本電気計測器工業会

株式会社 日本電機研究所
日本マイクロソフト 株式会社
日本モレックス 合同会社
株式会社 ノーケン
パイオリンク 株式会社
HIGHLY ELECTRIC CO., LTD.
ハカルプラス 株式会社
ハーティング 株式会社
バルーフ 株式会社
株式会社 パトライト
株式会社 パトライト KASUGAカンパニー
パナソニック 株式会社
日置電機 株式会社
株式会社 日立製作所
株式会社 日立産機システム
株式会社 日立システムズ
株式会社 日立情報通信エンジニアリング
株式会社 日立ソリューションズ
株式会社 日立ハイテクソリューションズ
株式会社 日立ハイテクフィールディング
株式会社 日立ハイテクマテリアルズ
株式会社 日立パワーソリューションズ
株式会社 日立プラントサービス
ヒロコン 株式会社
B&R Industrial Automation 株式会社
ビージェーソフト株式会社
ピルツジャパン 株式会社
株式会社 ピーアンドエフ
PLCopen Japan
PTC ジャパン 株式会社
フエニックス・コンタクト 株式会社
株式会社 フォトロン
富士工業 株式会社
フジコン 株式会社
富士通 株式会社
富士電機 株式会社
フリアーシステムズジャパン 株式会社
VEC
ベッコフオートメーション 株式会社
ペンテェア テクニカルソリューションズ 株式会社
北陽電機 株式会社
株式会社 堀場製作所
株式会社 堀場アドバンスドテクノ
株式会社 堀場エステック
株式会社 堀場テクノサービス
本多通信工業 株式会社
株式会社 マイクロネット
三菱電機 株式会社
三菱電機エンジニアリング 株式会社
三菱電機システムサービス 株式会社
緑屋電気 株式会社
メイク 株式会社
株式会社 明電舎
MECHATROLINK協会
八洲貿易 株式会社
安川シーメンス オートメーション・ドライブ 株式会社
株式会社 安川電機
山里産業 株式会社
ユニアデックス 株式会社
株式会社 ユー・アール・ディー
横河電機 株式会社

横河ソリューションサービス 株式会社
横河計測 株式会社（旧：横河メータ＆インスツルメンツ 株式会社）
LightStar
ラティス・テクノロジー 株式会社
理研計器 株式会社
リタール 株式会社
株式会社 リンクス
ルネサス エレクトロニクス 株式会社
ロックウェル オートメーション ジャパン 株式会社
ワゴジャパン 株式会社
渡辺電機工業 株式会社

IoTネットワークゾーン
ISA100 Wireless Compliance Institute
IO-Linkコミュニティ ジャパン
FDTグループ日本支部
ODVA, Inc.
ガイロジック 株式会社／Softing Industrial Automation GmbH
倉茂電工 株式会社
株式会社 コムスクエア
Sercos アジア 日本事務所
図研エルミック 株式会社
Secomea 合同会社
日本AS-i協会
一般社団法人 日本電機工業会 ネットワーク推進特別委員会
NPO法人 日本フィールドコムグループ
NPO法人 日本プロフィバス協会
ヒルシャー・ジャパン 株式会社
profichip GmbH
ボッシュ・レックスロス 株式会社

報道・出版
株式会社 アペルザ オートメーション新聞社
株式会社 インコム
QMAIL
公益社団法人 計測自動制御学会
日本工業出版 株式会社
日本認証 株式会社

大学・高専テクニカルアカデミー
愛知県立大学
大阪工業大学
神奈川工科大学
金沢大学
岐阜大学
九州大学
慶應義塾大学
神戸大学
首都大学東京
鶴岡工業高等専門学校
電気通信大学
東京工業大学
鳥取大学
長岡技術科学大学　カオス・フラクタル情報数理工学研究室
長岡技術科学大学　パワーエレクトロニクス研究室
新潟大学
弘前大学
三重大学
早稲田大学

前回実績
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