ファイナルレポート
国際電子部品製造機器専門見本市
2019 年 11 月 12 日～15 日
メッセ・ミュンヘン

2019 年 11 月 15 日

productronica 世界をリードする見本市としての一層強固な地位を確立

Summary




44,000 人の来場者
前回を上回る出展社数、展示規模
初開催の「Accelarating Talaents」
成功裏に終了

Facts＆Data
会

期

2019 年 11 月 12 日（火）～15 日（金）
午前 9 時～午後 6 時（最終日のみ午後 4 時まで）

会

場

メッセ・ミュンヘン

主

催

メッセ・ミュンヘン（Messe München GmbH）

規

模

（2017 年：全 8 ホール 約 88,000 ㎡）

出 展 企 業

44 ヶ国から 1,500 社超 （2017 年：43 ヶ国から 1,560 社）

来 場 者 総 数

96 ヶ国から 44,000 人 （2017 年： 96 ヶ国から 44,987 人）

主 な 出 展 品

半導体・ディスプレイ・太陽電池製造、材料加工、生産管理・物流技術、コイル製
品、ケーブル加工技術、プリント基板・回路基材製造技術、部品実装技術、はん
だ付け技術、製品最終加工、検査・測定技術、品質保証、各種オペレーティング
機器、製造サブシステム、原材料、サービス、受託製造サービス（EMS）、マイク
ロ・ナノ製造技術

専 用

U R L www.productronica.com （英語 / ドイツ語）
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これからのエレクトロニクス製造は「スマート」！2019 年 11 月 12 日から 15 日まで、ミュンヘンの見本市
会場で開催された productronica はこれを証明する場となった。44 カ国の 1,500 を超える出展社が、エ
レクトロニクスの製造および開発分野における自社のイノベーションを紹介した。
見本市では、スマートファクトリーやスマートメン
テナンスなどに関するトレンドも取り扱われ、若
手の専門家やスペシャリストを一層引き付ける
方法も考案された。学生や若手専門家向けのプ
ラットフォームである「Accelarating Talents」に
加えて、「3D AOI Arena」や「Smart
Maintenance Pavilion」といった特別展示もあ
り、来場者はエレクトロニクス製造自動化に関す
る深い見識を得ることができた。
メッセ・ミュンヘンのマネージング・ディレクター
Falk Senger は、Fuji Europe や Posalux 社と
いった企業の世界初出展は、今回の見本市が成
功した一つの要因であるとして、「今年も、例年以上の出展社数と展示規模になったことを嬉しく思う。
productronica はエレクトロニクス製造にとって最重要見本市であることが、改めて証明された」と述べた。
productronica の諮問委員会委員長で、Kurtz Holding 会長の Rainer Kurtz 氏は、大盛況の 4 日間を振
り返って「世界中からの多数の来場者は、productronica が様々なエレクトロニクス製造市場で開催されて
いることを高く評価している。数多くの有望な議論がなされていることを考えれば、当業界が長期的に成長
していくことは間違いなかろう」と語った。
VDMA EMINT（ドイツ機械工業連盟のエレクトロニクス、マイクロおよびナノテクノロジー協会）のマネージ
ング・ディレクター Thilo Brückner 氏は「productronica 2019 は、会員企業にとって今回も大成功の見本
市であった。経済状況は全体的に低調であるにもかかわらず、エレクトロニクス製造業界は順調に売上収
益を伸ばしていくものと予想され、見本市ブースは今後も一層活況を呈すると思われる。そして、
『Hackathon＠productronica』は、若手専門家と機械工学業界が交流できる絶好の機会となった」と、満
足して述べた。
来場者の包括的評価によると、今回の productronica は一層素晴らしい結果であったといえる。市場調査
機関 Gelszus が行ったアンケートによると、来場者の 98％が「非常に満足」もしくは「満足」という評価であ
り、97％が、productronica はイノベーションに関する期待に応えたと評価した。この点も前回開催時を上
回る結果である。
96 カ国から合計 44,000 人が productronica を訪れた。国別の来場者数を見れば、ドイツに次ぐ上位は、
順に、イタリア、オーストリア、スイス、フランス、ロシア、イギリス、チェコであった。
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新形式のプラットフォーム「Accelarating Talents」
学生や若手専門家に、エレクトロニクス製造分野
における広範囲な活動をより広く知っててもらうた
めに、productronica は新形式の「Accelarating
Talents」を開始した。若手専門家向けのこのプ
ラ ッ ト フ ォ ー ム に は 、Career Center、Talent
Gateway、Education Path、Talent Stage など、
様々なコーナーが設けられた。
ハイライトはメッセ・ミュンヘンが、VDMA および
Frauenhofer Instutute for Reliability and
Microintegration(IZM)と共同で企画した 48 時間
イベント の「ハッ カソン」であった。出展企業の
Komax 社と Schleuniger 社は、最初の productronica ハッカソンにスポンサーおよびスーパーバイザー
として参加した。この両社の人事部門は、Fuji Europe と共に「Accelarating Talents」を採用の機会として
最大限に利用した。
productronica で初開催「Fast Forward」
2016 年と 2018 年に開催された「electronica Fast Forward」の成功を受けて、エレクトロニクス関係のス
タートアップ企業向けプラットフォームが、今回初めて productronica で開催され、非接触型ピック＆プレイ
ス機から AI サポートジェスチャー制御に及ぶ幅広いイノベーションが取り扱われた。約 40 社の振興企業
から参加申し込みがあるなか、選ばれたスタートアップ企業 10 社が、productronica で自社の製品を紹介
した。
約 80 社が productronica イノベーションアワードにエントリー
メッセ・ミュンヘンは、業界誌 productronic と提携して、第 3 回「this year’s productronica Innovation
Award」を授与した。約 80 社がエントリーし、そのうち 6 つの部門において次の企業が受賞するに至った。
PCB＆EMS 部門では Limata 社、SMT 部門では Seho Systems 社、Semiconductor 部門では ASM
Amicta 社、Cables, Coils & Hybrids 部門では Zoller + Froehlich 社、 Future Markets 部門では F&S
Bondtec 社、Inspection & Quality 部門では Vision Engineering 社である。

productronica と electronica は毎年交互に開催され、ミュンヘンはエレクトロニクス業界にとって世界で最
も重要な拠点となっている。次回の electronica は 2020 年 11 月 10 日から 13 日まで、一方、次回
productronica は 2021 年 11 月 16 日から 19 日までの開催予定である。

詳細情報ならびに写真は、専用ホームページ www.productronica.comまで
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productronica 2019 主な日系出展社（50 音順）
アポロ精工㈱、㈱イトー、㈱大貫工業所、オムロン㈱、㈱オリジン、オリンパス㈱、㈱カイジョー、㈱キーエ
ンス、㈱弘輝、㈱サキコーポレーション、㈱シーティーケイ、㈱ジャパンユニックス、JUKI オートメーション
システムズ㈱、新明和工業㈱、スミダコーポレーション㈱、セイコーエプソン㈱、西華産業㈱、㈱清和光学
製作所、SEMI ジャパン、千住金属工業㈱、太洋工業㈱、太陽ホールディングス㈱、WIT㈱、㈱タムラ製作
所、㈱ディスコ、デンオン機器㈱、㈱東京ウェルズ、㈱ニコン、日本アルミット㈱、日本オートマチックマシン
㈱、日本トムソン㈱、白光㈱、パナソニック㈱、日置電機㈱、㈱日立ハイテクノロジーズ、㈱FUJI、冨士端
子工業㈱、マイクロクラフト㈱、松定プレシジョン㈱、㈱ミツトヨ、ミヤチテクノス㈱、武蔵エンジニアリング
㈱、山一電機㈱、ヤマウチ㈱、ヤマハ発動機㈱、ヤマハファインテック㈱、ユニオンツール㈱、利昌工業
㈱、YKT㈱ ほか（50 音順）

資料請求、出展申込み、各種お問い合わせ先：メッセ・ミュンヘン 日本代表部
株式会社メッセ・ミュンヘン・ジャパン
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-20-3 ノアーズアーク虎ノ門 5 階
Tel.: 03-6402-4583 Fax: 03-6402-4584 E-mail: info@messe-muenchen.jp
URL: www.messe-muenchen.jp （日本語） www.messe-muenchen.de （英語 / ドイツ語）
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