［ 日本包装産業展 ］
2019年10月29日
（火）
〜11月1日
（金）

平素より⼤変お世話になっております、パックウェル株式
会社でございます。この度下記ブースにおいて、紙緩衝材
製造機の新ラインナップをお披露⽬することと相成りまし
た。【脱プラスチック】が叫ばれる昨今、紙へのニーズが
⾼まっております。この機会に是⾮弊社ブースへお⽴ち寄
りくださいませ。⼼よりお待ち申し上げております。
招待会社名：

今回の
開催より

開場時間：10:00 〜 17:00

幕張メッセ 国際展示場 2〜8ホール

ご招待

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
ご来場の際には本招待状の登録シートをご持参ください。

ブース番号： ５Ｋٕ０４

パックウェル株式会社

日本国際包装機械展から日本包装産業展に名称が変わります。
効率よく本展示会をご覧いただけるよう、
公式アプリをご用意しました。
アプリを入口に、商談マッチングサービス イベントハブ を導入しました。

開催テーマ： き っ と

公式アプリの
ダウンロードはこちら▶

み つ か る 、あ な た の 包 程 式

製造加工から出荷までの多様な先進機器・技術が一挙集結！

出展者が
持つ
ノウハウ

包程式

主な出展製品・技術
包装機械・荷造機械、包装材料加工機械、
包装用ロボット、包装関連機器、検査機・
検出機、コンポーネント、環境関連機器、
流通関連機器・サービス、食品加工機械・関連
機器、医薬・化粧品関連機械、包装資材、
プラントエンジニアリングシステム、団体 PR、
プレス、研究機関、その他

主な来場者の業界・業種
製パン・製菓、食肉・水産物、農産物、麺類、
調理食品、飲料・乳製品、その他食品、
医薬品、化学・化粧品、鉄鋼、自動車・輸出機器、
繊維、雑貨・文具、流通・サービス、商社、
情報機器・ソフトウェア、包装資材、印刷、
委託包装、機械・機器部品、ロボット、
設備・建築、官公庁・団体・学校、報道

来場者が
抱える
課題

出展者の技術がつながり
来場者の課題解決に

来 場 者 登 録シート

㾎
□ 貴方の職種にチェックしてください。 ※名刺をご持参の方もご記入ください

事前登録が便利です
右のQRコードから公式ウェブサイトにアクセスし、来場者事前
登録をご利用いただくと、当日スムーズにご入場いただけます。
なお、8名様以上の団体でご来場される場合は、個別に登録する
必要がない事前団体入場登録が便利です。
● 事前登録をしない場合は、
当日名刺を2枚ご準備ください。
● 名刺をお持ちでない方は、以下登録欄を全てご記入のうえ本状をご持参ください。
● 本状1通につき1名様がご入場いただけます。
登

録

欄

貴

社

名

※名刺をご持参の方はご記入不要です

所 属・役 職
御

芳

名

貴社住所 〒

T E L
E-mail

FAX

□ 01 製パン・製菓関係

□ 14 流通・サービス関係

□ 02 食肉・水産物関係

□ 15 商社関係

□ 03 農産物関係

□ 16 情報機器・ソフトウェア関係

□ 04 麺類関係

□ 17 包装資材関係

□ 05 調理食品関係

□ 18 印刷関係

□ 06 飲料・乳製品関係

□ 19 委託包装関係

□ 07 その他食品関係

□ 20 機械・機械部品関係

□ 08 医薬品関係

□ 21 ロボット関係

□ 09 化学・化粧品関係

□ 22 設備・建築関係

□ 10 鉄鋼関係

□ 23 官公庁・団体・学校関係

□ 11 自動車・輸送機器関係

□ 24 一般・個人

□ 12 繊維関係

□ 25 その他

名刺

□ 13 雑貨・文具関係

BUSINESS CARD

個人情報保護に関する指針について
□ 同意する
□ 同意しない

※必ずどちらかにチェックをしてください

ご記入いただいた個人情報は、一般社団法人日本包装機械工業会の関係
事業・業務に係るご連絡ご案内用としてのみ使用し、個人情報保護法
に則り、
およびGDPRに準拠し、
管理させていただきます。

あなたの包程式

課題×併催企画＝イノベーション

イノベーションと
サステイナビリティ

JAPAN PACK AWARDS 2019

優れた包装技術・製品を表彰

ライン展示コーナー

食品製造ラインのすべてを見せます

IoT パネル展示コーナー

包装産業界の課題を解決に導く IoT 提案

・社会構造の変化

CLOMA 展示コーナー

環境への貢献に繋がる包装関連技術を提案

・生産性の向上

Japan Packaging Competition 受賞製品展示コーナー

商品化されたパッケージの優秀作品を展示

・食料問題

包装相談ビレッジ

包装に関する相談窓口を設置

・環境問題

会場巡回ツアー

包装関連業界のトレンド情報をコンパクトに体感

・海外市場への対応

各種講演会・セミナー

包装業界を取り巻く課題を解説

基調講演

専門セミナー
３講演１セッション

10/29（火）

10/29（火）

ファナックが考える IoT 時代に対応したこれからのものづくり

食品ロス削減に向けて

講師：稲葉 清典 氏（ファナック株式会社 取締役 専務執行役員 ロボット事業本部 ）

有料

講師：三浦 寛子 氏（農林水産省 食品産業局 バイオマス循環資源課 課長補佐（食品リサイクル担当））

10/30（水）

10/29（火）

今後のロボット政策について
（仮題）

持続可能な社会の実現に向けて - 森永製菓グループの取り組み -

講師：石井 孝裕 氏（経済産業省 製造産業局 ロボット政策室 室長）

講師：平野 晃 氏（森永製菓株式会社 生産本部 調達部 材料グループ 包装企画担当）
10/29（火）

お客様中心の食品包装設計 〜ハウス製品の事例をもとに〜（仮題）

特別フォーラム 10/29
（火）

講師：大塚 淳弘 氏（ハウス食品グループ本社株式会社 研究開発本部 容器包装開発部長）
講師：吉村 一元 氏

講師：釣流 まゆみ 氏

（経済産業省 製造産業局 素材産業課 課長）

（株式会社セブン＆アイ･ホールディングス
執行役員）

講師：木村 毅 氏

講師：岩瀨 浩 氏

（味の素株式会社 アドバイザー）

（凸版印刷株式会社 生活・産業事業本部
プラスチック技術・品質保証担当 常務執行役員）

10/30（水）

花王の包装容器への取り組み
講師：奥野 隆史 氏（花王株式会社 RC 推進部 部長）
10/30（水）

持続可能な社会の実現のために「GREEN PACKAGING」
講師：柴田 あゆみ 氏（大日本印刷株式会社 包装事業部 マーケティング戦略本部 事業開発部 環境ビジネス推進室）
10/30（水）

特別講演

「ガリガリ君」成長の軌跡とこれからの挑戦
講師：萩原 史雄 氏（赤城乳業株式会社 営業本部 マーケティング部 部長）

10/29（火）

有料

10/30（水）

コカ・コーラの考えるパッケージデザイン
- 飲料におけるパッケージの重要性と容器デザインの考え方 -

〜日本の伝統を守りながら既成概念を覆す〜ハナマルキの多角化戦略

講師：岩下 寛昌 氏（株式会社コカ・コーラ 東京開発センター プリンシパルエンジニア）

講師：平田 伸行 氏（ハナマルキ株式会社 取締役 マーケティング部 部長）
10/31（木）

10/29（火）

グローバル生産体制における自働化技術課題

有料

講師：大前 勝己 氏（株式会社資生堂 生産部長）

KDDI の 5G と IoT の取り組みと製造業界への適用について
講師：原田 圭悟 氏（KDDI 株式会社 ビジネス IoT 推進本部 ビジネス IoT 企画部長）
10/30
（水） 株式会社東洋紡パッケージング・プラン・サービス

10/30（水）

今、生分解性バイオマスプラスチックに求められること！

国立研究開発法人海洋研究開発機構

講師：岩田 忠久 氏（東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授）

一般社団法人日本冷凍食品協会

有料

（厚生労働省、軟包装衛生協議会）
10/31
（木）「食品衛生セッション」

10/31（木）

GMP 省令改正と最近の GMP に関する話題

一般社団法人ハラル・ジャパン協会

講師：櫻井 信豪 氏（独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審議役（品質管理担当））

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
一般財団法人アジアフードビジネス協会

医薬品専門セミナー

10/31
（木）

有料

企画セミナー
講師：植村 康一 氏

講師：近藤 斉 氏
（田辺三菱製薬株式会社育薬本部
メディカルコミュニケーション部 包装企画グループ マネージャー）

講師：堀 美智子 氏

（GS1 Japan（一般財団法人流通システム開発センター）
ソリューション第一部 部長）

講師：三浦 秀雄 氏

（医薬情報研究所 株式会社エス・アイ・シー）

講師：平澤 寛 氏

（創包工学研究会 会長）

講師：有本 哲也 氏

（株式会社イーズ 代表取締役）

（株式会社パウレック 営業本部 本社営業部
本社営業グループ アシスタントマネジャー）

10/30
（水） 千葉大学
（株式会社イシダ､アンリツインフィビス株式会社､大和製衡株式会社）
10/31
（木）「計量セッション」
（株式会社川島製作所、ゼネラルパッカー株式会社、東京都立産業技術センター）
「技術セッション」

「人材育成に関するパネルディスカッション」
11/1
（金） 三菱電機株式会社
CKD 株式会社

※詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
講演会・セミナー聴講登録は９月上旬より開始

長岡科学技術大学
オムロン株式会社

出展企業一覧
あ

春日電機株式会社

株式会社鈴木製作所
スズキマシン リエンジニアリング株式会社

株式会社アールエフ

川治電機工業株式会社
株式会社川島製作所

愛星パック株式会社

関東混合機工業株式会社

鈴茂器工株式会社

青木工業刃物株式会社
／株式会社型久堂

株式会社カントー

ストラパック株式会社

株式会社キーエンス

ストロパックジャパン株式会社

株式会社浅沼商会
／株式会社日本ファステックイメージング
株式会社朝日化成

キーフェル株式会社

靜甲株式会社

紀州技研工業株式会社
キムラシール株式会社
キヤノン電子株式会社
キョウエイ株式会社

成光産業株式会社
精電舎電子工業株式会社
積水フーラー株式会社

株式会社旭金属
アサヒグリーン株式会社
株式会社旭プレシジョン
アジアハイテックス株式会社
アネスト岩田コンプレッサ株式会社
株式会社アパックス
株式会社アフィット
アマノ株式会社
アムンゼン株式会社
アルバックテクノ株式会社

協栄プリント技研株式会社
共同印刷株式会社
株式会社京都製作所
京町産業車輌株式会社
株式会社共和
共和化成株式会社
協和電機株式会社
株式会社キョーワ

株式会社スズキマリン

ゼネラル株式会社
ゼネラルパッカー株式会社
SERAC JAPAN株式会社
ソトウ株式会社
／有限会社パックユーワ
株式会社ソルトン
／アイコテック

た

アルマーク株式会社

近畿刃物工業株式会社

株式会社第一包装機製作所

AMBAFLEX ASIA PACIFIC BV
アンリツインフィビス株式会社

GUALA CLOSURES JAPAN株式会社
クイック・ロック・ジャパン株式会社
グラコ株式会社
株式会社グリーンプラス

大英技研株式会社
／ニチモウ株式会社
ダイオーエンジニアリング株式会社

飯島電子工業株式会社
イーデーエム株式会社
EB PACKAGING SDN BHD
イグス株式会社
株式会社イコール
株式会社石崎電機製作所
株式会社イシダ
／日新電子工業株式会社
株式会社イチネンMTM
株式会社イチネンケミカルズ

株式会社クリエイト日報
グローリー株式会社
株式会社クロスリンク・パシフィック
KULODAY PLASTOMERS PVT LTD
株式会社ケーテー製作所
ケーユーシステム株式会社
COAD CO., LTD
株式会社光伸舎

伊藤忠マシンテクノス株式会社
伊東電機株式会社
伊藤敏株式会社
茨木精機株式会社

公益財団法人高知県産業振興センター
／エフコン株式会社
株式会社光文堂
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

株式会社イマオコーポレーション
株式会社イメージ・マジック
岩谷マテリアル株式会社

高度ポリテクセンター
株式会社コーレンス
／マイクロレーザーテクノロジー

株式会社インターナショナル三興
インテック株式会社

株式会社国際商事
／德信ࡄ包装有限公司

株式会社インテック
／株式会社アフレアー

株式会社小坂研究所
株式会社此花

株式会社印南製作所
株式会社ウイル
株式会社WINHOOP

株式会社コバード
株式会社小花製作所
有限会社小林パック工業

株式会社ウエストワン
株式会社ウチダテクノ
梅田真空包装株式会社
株式会社エー・アンド・デイ

株式会社コマック
株式会社コマツ製作所
コムネット株式会社

ACS株式会社
エーシンパック工業株式会社
エース工業株式会社
A-SAFE株式会社
株式会社エーティーエー
株式会社エーディエフ
／COOKAI株式会社
株式会社エクシール
株式会社エクト
株式会社エコノス・ジャパン
SMC株式会社
エスコグラフィックス株式会社
／エックスライト社
／AVT事業部
エスパック株式会社
エヌエス技研株式会社
株式会社エマ―自動機
株式会社エムエスティ
NPC CO., LTD.
エプソン販売株式会社
株式会社エマ―自動機
株式会社エムエスティ
株式会社エルコム
オーエスマシナリー株式会社
株式会社オーエム機械
大紀商事株式会社
株式会社大阪真空機器製作所

さ

株式会社ダイケン
大浩研熱株式会社
大成ラミック株式会社
大創株式会社
大洋精機株式会社
太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社
ダイワアドテック株式会社
株式会社高砂
高千穂精機株式会社
多賀電気株式会社
株式会社タカハシ包装センター
株式会社WTM
田村機械工業株式会社

志賀包装機株式会社
シグノード株式会社
株式会社システムスクエア
株式会社資生堂
株式会社品川工業所
澁谷工業株式会社
／シブヤパッケージングシステム株式会社

一般社団法人日本粉体工業技術協会
公益社団法人日本包装技術協会
株式会社日本包装リース
日本ボールドウィン株式会社
一般社団法人日本ロボット工業会
株式会社NEW IWASHO
／ダックエンジニアリング株式会社
ニューロング株式会社
株式会社ネクサスエアー
ノードソン株式会社
株式会社ノダ
のむら産業株式会社
／パックウェル株式会社

は
ハーマン・ウルトラソニック・ジャパン株式会社
株式会社パールパッケージ企画
ハイウィン株式会社
株式会社パイオニア風力機
／株式会社サン・エンジニアリング
萩原工業株式会社
パシフィック洋行株式会社
株式会社パックプラス

株式会社パピルスカンパニー
株式会社PALTEK
ピアブ・ジャパン株式会社

株式会社塚谷刃物製作所
THK株式会社
株式会社テイスティ
株式会社テクノリサーチ

株式会社ピーアンドエフ
ピーエス株式会社

デュケインジャパン株式会社
株式会社デュプロ
株式会社寺岡精工
テラダ・トレーディング株式会社
テンチ産業株式会社
株式会社東海化学工業所
東京計器株式会社

東京食品機械株式会社
株式会社東伸
東ソー株式会社
東洋機械株式会社

シール栄登株式会社
シール工業株式会社
シールドエアージャパン合同会社

日本テクノロジーソリューション株式会社
株式会社日本ピスコ
日本ブッシュ株式会社

中部機械刃物株式会社
／福田刃物株式会社
一般社団法人中部包装食品機械工業会

株式会社サム技研Ⅱ
株式会社サムソン
三光機械株式会社

CKD株式会社
シービーエム株式会社
／DKSHジャパン株式会社

日本自働精機株式会社
一般社団法人日本食品機械工業会
日本製図器工業株式会社
協同組合日本製パン製菓機械工業会

独立行政法人中小企業基盤整備機構

東京工科大学
株式会社東京自働機械製作所
／東京施設工業株式会社

株式会社サンユー印刷
株式会社GSIクレオス プラスチック販売部
／大三紙化工業株式会社

一般社団法人日本計量機器工業連合会
日本工業刃物株式会社

白光株式会社
株式会社ハナガタ
株式会社花塚製作所

サイエナジー株式会社
蔵王産業株式会社
佐藤工業株式会社

株式会社サンステーションシステムズ

／イーパー
日本ポリスター株式会社

株式会社ビーエヌテクノロジー
株式会社PW
株式会社日立産機システム
ファナック株式会社
株式会社フクダ
株式会社フクチ産業
福見産業株式会社
富士インパルス株式会社
富士機械株式会社
株式会社フジキカイ
株式会社フジ機工
不二精機株式会社
株式会社不二WPC
／株式会社サーフテクノロジー
富士特殊紙業株式会社
富士フイルム グローバル グラフィックシステムズ株式会社

株式会社東陽機械製作所
東洋自動機株式会社
株式会社トーヨー
株式会社トーワテクノ

／富士フイルム株式会社
株式会社藤村工業
株式会社不二レーベル
不双産業株式会社

トキワ工業株式会社
トタニ技研工業株式会社
株式会社トッパンインフォメディア

／友和産業株式会社
株式会社フタバ
伏虎金属工業株式会社

株式会社トパック
株式会社トライテック
トレンドサイン株式会社

ブラザーインダストリアルプリンティング株式会社
株式会社プラスワンテクノ
株式会社古川製作所

な
株式会社中條製缶
長野吉田工業株式会社
中村産業株式会社

／株式会社ハイパック
／株式会社シンワ機械
PRECISION PLASTIC CO., LTD.
FLOETER VERPACKUNGS-SERVICE GMBH
PROPAK ASIA

／シブヤマシナリー株式会社
／シブヤ精機株式会社
株式会社ジャパン・パッケージ

株式会社ナカヤマ
ナビタスビジョン株式会社
鍋屋バイテック会社
株式会社なんつね

株式会社大阪タイユー
オーシャンテクノロジー株式会社
株式会社大谷商会

シュマルツ株式会社
城南自動機株式会社
株式会社松楽産業

軟包装衛生協議会
西部機械株式会社
株式会社西村機械製作所

株式会社オートニクス
オートメイテッド・パッケージング・システムス・ジャパン合同会社

JONG IL INDUSTRIAL COMPANY
株式会社シンク・ラボラトリー
株式会社新盛インダストリーズ
新日本ケミカル・オーナメント工業株式会社

ニッカ電測株式会社
株式会社日刊工業新聞社
株式会社ニッサンキコー
日清エンジニアリング株式会社

株式会社シンメイ
株式会社進洋
信和工業株式会社
株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
有限会社スコットプランニング

ニッタ株式会社
日本機械商事株式会社
日本トムソン株式会社

株式会社前田シェルサービス
マキー･エンジニアリング株式会社

日本ハワード株式会社
日本包装機械株式会社

株式会社マキノシーリング
株式会社マシン・トレーディング

大森機械工業株式会社
株式会社オクイ
株式会社オリエンタルコマース
オリヒロ株式会社

か
株式会社カジワラ

PROPAK CHINA
兵神装備株式会社
ベッコフオートメーション株式会社
ヘラマンタイトン株式会社
ボスティック・ニッタ株式会社
ホマッグジャパン株式会社
POLYPAQ SDN. BHD.

ま
マーケム・イマージュ株式会社
株式会社マイクロ・テクニカ

株式会社マキテック

株式会社マスダックマシナリー
株式会社町田機械
有限会社マツタカキカイ

／株式会社コバヤシ
ヤマハファインテック株式会社

公益財団法人日本環境協会
福助工業株式会社

地球綜合工業股份有限公司

株式会社ユーキ

大王製紙株式会社
北村化学産業株式会社

東莞市致騰塑膠製品有限公司
EXTEND GREAT INTERNATIONAL CORP

大黒工業株式会社

ユニオンケミカー株式会社
ユニテール株式会社

MARTINI TECH K.K.
丸東産業株式会社
有限会社マンテック充填工業
マンローランドゴスウエブシステムズジャパン株式会社
三浦工業株式会社
株式会社美木多機械
／株式会社ミキタ
株式会社三橋製作所
美津和産業株式会社

株式会社ユニバック
株式会社横浜自働機

日本製紙株式会社

天鷹設備製造有限公司
立華集團-立華文創有限公司

稲畑産業株式会社

江蘇晶華新材料科技有限公司

／キソー工業株式会社
／株式会社旭電熱製作所
株式会社ヨシダキカイ

株式会社クラレ

珠海田川紙業有限公司
／珠海英斯派包装材料有限公司

株式会社エフピコ
株式会社GSIクレオス

株式会社ラボ

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

FINEST PACKAGING LIMITED
台灣包装協会
廈門百強科技有限公司
廈門金銳奇工貿有限公司

株式会社ラヤマパック
株式会社ランカー

CLOMA事務局

廈門子恒環保科技有限公司

中華区パビリオン

浙江格睿包装新材料有限公司
無錫市太平洋新材料股份有限公司

大日本印刷株式会社

ら

株式会社ミマキエンジニアリング
株式会社ミューチュアル
武藤工業株式会社
株式会社メカナイズ

凸版印刷株式会社

理化工業株式会社
リコーテックビジョン株式会社
レオン自動機株式会社
株式会社レザック

株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
株式会社モキ製作所
／
森川フードマシン株式会社

上海楽億塑料製品有限公司

泰州海達塑膠包裝有限公司
立盛機械股份有限公司
佛山市禅城區宝盛源包裝印刷廠
廈門恒忠商貿有限公司

新碩達精機股份有限公司
宿䥆市金田塑ˡ有限公司
深圳市澳威包装製品有限公司
臨沂国森塑業有限公司
深圳市華呈包装有限公司

株式会社モリシタ

株式会社ロゼッタ
ロバテックジャパン株式会社

や

わ

株式会社安川電機

ワイエイシイマシナリー株式会社

／総武機械株式会社
南星塑膠廠有限公司

薮内産業株式会社
山崎産業株式会社
山田機械工業株式会社

株式会社ワンウィル

珠海遠揚煒業科技有限公司

威海市聯橋國際合作集團有限公司

武漢美奇斯機械設備有限公司

上海環城包裝製品有限公司
龍岩市晟禾貿易有限公司

大和製衡株式会社
山中産業株式会社
株式会社ヤマノ

株式会社平和化学工業所

台州市維䯿彩印包装有限公司
廣東宝佳利綠印股份有限公司

株式会社モリコー

江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
廣東安本智能機器有限公司
廈門逸信彩印有限公司

三夏精機股份有限公司

CLOMA展示コーナー
リンテック株式会社

兆䥰機械股份有限公司

造葆有限公司
力盛彩色印刷有限公司

梅田真空包装株式会社

＊社名五十音順（2019年7月22日現在）

幕張メッセ 国際展示場・国際会議場マップ

国際展示場

A
B

8

7

HALL

C
D

HALL

6

5

HALL

4

HALL

3

HALL

2

HALL

HALL

E
F

G

H

登録所

登録所

登録所

中央モール

I

正面広場

中央エントランス

A 企画プレゼン会場

E 包装相談ビレッジ

B Japan Packaging Competition
受賞製品展示コーナー

F VIPルーム

C ライン展示コーナー・
IoTパネル展示コーナー

H 出展者セミナー会場A・B

G プレスルーム
I 講演会・セミナー会場

E

W
N

S

D CLOMA展示コーナー

国際会議場

幕張メッセへのアクセス
東 京 駅

電
車

横 浜 駅

羽田空港
横浜

海浜幕張駅

JR 東海道本線 約26分

羽田空港第2ビル駅
成田空港

バ
ス

JR 京葉線快速 約30分

東京駅

東京モノレール 約2分

京成本線特急 約2分

成田空港

羽田空港第1ビル駅

空港第2ビル駅

東京モノレール 約17分

JR 京葉線快速 約30分

天王洲アイル駅

京成本線特急 約35分

海浜幕張駅

りんかい線 約10分

新木場駅

JR京葉線快速 約22分

京成千葉線 約3分
京成津田沼駅

京成幕張本郷駅

海浜幕張駅

徒歩 約5分

徒歩 約5分

徒歩 約5分

京成バス 約15分

高速バス直行便 約40分

YCAT
（横浜シティ・エア・ターミナル）約70分

【お問い合わせ】
一般社団法人日本包装機械工業会
「JAPAN PACK 2019」
運営事務局
〒104-0033 東京都中央区新川2-5-6 包装機械会館
TEL.03-6222-2277 FAX.03-6222-2280 E-mail. japanpack@jpmma.or.jp

その他、公式ウェブサイトでは随時情報を更新しております

www.japanpack.jp
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