IFAI ジャパン Expo Program 2018 ダラス

プログラムのご案内
2018 年 10 月 15 日(月) ‐ 18 日(木) 於 米国テキサス州ダラス

1 IFAI ジャパン Expo プログラムパッケージ （10/15‐18）
会員¥9,800 非会員¥24,800
以下のものが含まれます。
IFAI ジャパンウェルカムモーニングミーティング
（10/16 8:00 – 9:45 am コンベンションセンターに
て 朝食会）
IFAI の産業繊維資材総合展示会の登録を IFAI ジャ
パンが代行します。バッジと入場証、その他チケット、
英語資料を IFAI ジャパンウェルカムミーティングでお
受け取りいただけます。ご自身で登録カウンターに
行って頂く必要はありません。IFAI ジャパンウェルカ
ムミーティングでは、IFAI Expo に関するオリエンテ
ーションを行います。また、参加者の他の皆様方と
情報交換していただけます。コンベンションセンター
で行います。
展示会場入場 (IFAI Expo 2018, CAMX 2018)
10 月 16 日（火）10 am – 5 pm
10 月 17 日（水）9 am – 5 pm
10 月 18 日（木）9 am – 1 pm
今年は、複合材、高機能材の展示会、CAMX
(Composites and Advanced Materials Expo)が同時
開催され、そちらの展示会にもご入場頂けます。
IFAI Expo と合わせて約 800 社の出展があります。
専門性、革新性を誇る企業が、様々な産業繊維資
材、高機能繊維製品と技術を展示します。
IFAI Expo の展示会場は、スペシャルティ ファブリッ
クエリア、アドバンステキスタイルエリア、ジオシンセ
ティックエリアの 3 つのエリアに分かれており、CAMX
とのシェアエリアもあります。産業繊維資材業界の
様々な新製品、材料、資材、機械、最新市場動向や
技術革新を実際に目で確かめて下さい。
マップ・出展企業リスト：
http://s23.a2zinc.net/clients/IFAI/Expo2018/Public/
EventMap.aspx?shMode=E
展示以外に今年の展示会場では、以下のいろいろな
催しがあります。
キャンプファイヤセッション
展示会場で行われるプレゼンテーション。今年も 3
箇所で行われます。
https://ifaiexpo.com/campfires/
アドバンステキスタイル キャンプファイヤセッション
A2214
スペシャルティ ファブリック

キャンプファイヤセッション
621
シェード＆ウェザープロテクション
キャンプファイヤセッション
1755

ファブリック・ソーシング・センター
http://ifaiexpo.com/fabricsourcingcenter/
出展企業の生地サンプルの用途タイプ別展示で
す。
インダストリーアワード
http://ifaiexpo.com/awards/
IFAI の主催する賞、4 つ、応募されたものと受賞した
ものが展示されます。
ショーストッパープログラム
https://ifaiexpo.com/showstopper/
IFAI 国際写真コンペ
https://iaa.ifai.com/
学生デザインコンペ
https://www.ifai.com/student‐design‐challenge/
IFAI 財団イノベーションアワード
https://www.indfabfnd.com/innovation_award
試験デモ
A3036
http://ifaiexpo.com/showfloor/testing‐demo‐zone/
試験デモゾーン 試験についての学習とデモを一カ
所で体験できます
https://ifaiexpo.com/testing/
NC 州立大学テキサス校協賛のテスティングプログ
ラムの一部です。
E‐テキスタイルワークショップ・ディスカッション
A2535
ダッフルバッグメイキング
401
https://ifaiexpo.com/manufacturing‐for‐good/
素材や装置を出展者が提供し、展示会場でダッフ
ルバッグを作成するデモストレーション。できあがっ
たダッフルバッグは、ホームレスの人達を支援する
施設ブリッジノーステキサスにダッフルバッグを寄
付します。
メンターミーティング
https://ifaiexpo.com/mentor/
IFAI ハブ / メンバーシップラウンジ
IFAI Hub // 1143

IFAI ジャパン Expo Program 2018 ダラス
マーケット別ラウンドテーブル
IFAI Hub // 1143
IFAI の各ディビジョンがメンバーシップラウンジで順
に各マーケットやディビジョンの活動を発表し
ます。IFAI ジャパンのオープンミーティングは、
10 月 17 日（水）3:00‐3:30 です。

会員
¥4,500 非会員 ¥6,700
写真コンペ、学生デザインコンペ、IFF イノベー
ション賞などの入賞者の発表朝食会。
6

オプショナルプログラム：ポスト Expo 企業訪問
（10/18
1 – 4 pm）
会員
¥9,500 非会員 ¥14,500
ダラスの縫製業者、USA キャンバスショップ
https://www.usacanvas.com/と、ヒルチノースアメリ
カの本社 https://www.hilti.com/を訪れます。コンベ
ンションセンターからバスで移動します。IFAI ジャパ
ンがサポートします。

7

オプショナルプログラム：IFAI ジャパンさよならイベン
ト（10/18
6 ‐ 8 pm）

IFAI Expo 用語集ハンドブック(英和・和英)
IFAI Expo でよく目にし、耳にする産業繊維用語を
持ちやすいハンドブックにまとめました。参加者に
は進呈いたします。
エマージングリーダーハッピーアワー
（10 月 17 日（水） 5:30 – 6:30 pm 於 アロフトホテ
ルの WXYZ Bar）
若いご参加者の皆様のためのネットワーキングレ
セプション。同年代の方々とのネットワークを。軽食、
ドリンクあり。
基調講演（マーク・スカレンブロイック）
10 月 16 日（火）8:30 – 9:45 am
モチベーショナルスピーカー、マーク・スカレンブロ
イックが、「人を動かすコネクションを作る」と題して、
仕事でもプライベートでもより意義深い他人とのコ
ネクションを作る方法を述べます。
https://ifaiexpo.com/speakers/
2

オプショナルプログラム：プレ Expo コンファランス
（10/15）
会員
¥70,000 非会員 ¥87,000
https://ifaiexpo.com/conference/
10/15 のプレ Expo コンファランス（10/15）オープニン
グレセプション（10/16）を含みます。

3

オプショナルプログラム：IFF ディナー
（10/15 6:30 – 9:30 pm 於 回転レストラン「クラ
ウドナイン」）
会員
¥23,400 非会員 ¥23,400
今年初めてのイベント、IFF 財団が主催する IFAI
Expo の前夜祭です。IFAI 本部ホテルのハイアットリ
ージェンシーの最上階のウルフギャングパックによ
る回転レストラン「クラウドナイン」で、カジノ、お料
理、ミュージックライブをお楽しみ下さい。収益は IFF
財団に寄付されます。セミフォーマルでお越し下さ
い。

4

5

オプショナルプログラム：オープニングレセプション
（10/16
5:30 – 7:30 pm 2616 Commerce Event
Center）
会員
¥3,000 非会員 ¥9,000
IFAI Expo のオープニングを祝ってテキサスサイズ
のお祝いイベントです。ヘビーなオードブルやお飲
み物がお楽しみいただけます。
オプショナルプログラム：入賞者発表朝食会(10/17
8–9 am Level 3 309/310 号室)

会員
¥15,000 非会員 ¥20,000
内容は現地にて。(場所未定) お楽しみに。IFAI ジャ
パンビジネスツアーの最後にグループの懇親を深
め IFAI ジャパンビジネスツアー、IFAI Expo を振り返
ります。
8

展示会場入場登録のみの申し込み (10/16‐18)
会員
¥1,000 非会員 ¥11,000
登録の手数料として 1000 円申し受けております。
御了承ください。

9

ハイアットリージェンシー・ダラス (一泊一部屋 )
＄239 税別(tax 15％) （予約のみ）
IFAI Expo 本部ホテルはハイアットリージェンシー・ダ
ラスです。IFAI ジャパンは予約のみ 9/7 まで受け付
けます。それ以降は予約を確約できませんので御
了承ください。お支払いは現地でホテルに直接お願
いいたします。

10 オプショナルプログラム：ジオダラス
（10/16‐17 8 am – 5 pm メザニンフロア会議室）
9/16 まで ¥53,000
9/17 から ¥59,000
https://geodallas.com/
IFAI Expo と同時開催される土木関連素材の国際
会議ジオダラス。エデュケイショナルプログラムで
す。
11 オプショナルプログラム：通訳サービス
ご希望の方は IFAI ジャパンまでご連絡下さい。

（注） 予定は変更される場合があります。

