ニュースリリース

2017 年 10 月 4 日
カルソニックカンセイ株式会社

カルソニックカンセイ 東京モーターショー2017 ブース展示内容のご紹介

くるまの中から［世界］を変えてゆく
くるまの中にある見えない部分の価値を体験するエクスペリエンス・スペース
～東京モーターショー2017 特設 WEB サイトも、本日 10/4 より公開～

カルソニックカンセイ株式会社（本社：さいたま市北区、社長：森谷弘史）は、2017 年 10 月 27
日（金）から 11 月 5 日（日）までの 10 日間、東京ビッグサイト（江東区有明）にて開催される東
京モーターショー2017 に出展します。
2017 年 3 月、カルソニックカンセイは、日産自動車グループの一員から、独立した自動車部品のモノづ
くり企業へと変わりました。新生カルソニックカンセイは、Cabin Innovation と Energy Management
を核として、技術革新の DNA とモノづくりの情熱で「システムソリューションプロバイダー」を目指しています。
東京モーターショー2017 のカルソニックカンセイブースは、「くるまの中から[世界]を変えてゆく」をテーマに、
くるまの中にある見えない部分がスキャニングされて光り輝くような、透明なイメージの空間です。
ブース内では、新作モックアップ「Human-Max VISION」を展示、未来の Smart Mobility Life の
様子を AR 体験「ミライスコープ」を通して見ることができます。Cabin Innovation と Energy
Management の先進技術、モータースポーツ活動とレースカーの実車、時代をリードする製品に彩られた
80 年の歴史も展示しています。くるまの中にある価値を五感で感じる、カルソニックカンセイブランドのエクス
ペリエンス・スペースです。
また、本日 10 月 4 日より、「カルソニックカンセイ 東京モーターショー特設サイト」がオープン。.10 年
ぶりの出展となる東京モーターショーへの想いや来場者へのメッセージ、展示ブースの内容など順次公開
して参ります。
カルソニックカンセイ 東京モーターショー2017 特設サイト
https://www.calsonickansei.co.jp/exhibition/201710/

ブースイメージ

Human-Max VISION

※画像はイメージです。予告なく変更する場合があります。
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カルソニックカンセイ 東京モーターショー2017 ブースコンテンツのご紹介
くるまの中から[未来]を変えてゆく
[Human-Max VISION]＆[AR 体験ミライスコープ］
Human-Max VISION は、Cabin Innovation と
Energy Management を融合させたインテリアモックアップ。
ミライスコープ端末をモックアップにかざせば、
未来の Smart Mobility Life を、ドラマを見るように体験できます。

Human-Max VISION

くるまの中から[モビリティライフ]を変えてゆく
[Human-Max REAL]
Human-Max REAL は、明日のモビリティライフを実現する
自動運転時代の次世代コックピットです。
運転モードに合わせた“EXCITEMENT＆FREEDOM”を
モックアップに試乗して体験できます。

Human-Max REAL

[高品質コックピットモジュール]
世界を代表する完成車メーカーに認められた
高品質なコックピットモジュール製品を展示しています。
緻密にレイアウトされたモジュールは高度な設計力の証です。

くるまの中から[エネルギー効率]を変えてゆく

高品質コックピットモジュール

[Energy Management]
持続可能な社会の実現のため、トータルエネルギーマネジメント技術で
実用燃費を向上させる製品を展示します。
熱エネルギー、空調エネルギー、電気エネルギーの分野で
エネルギーロスを無くして効率を最大化する技術を展示します。

Energy Management

[熱交換技術体験]
高い放熱性能と小型・軽量化を実現する VG-FIN®を、
見て触って感じられる大きさまで拡大して展示します。
普段は見えない熱エネルギー交換の不思議が体験できます。

くるまの中から[情熱]を変えてゆく
[Motor Sports]

熱交換技術体験

カルソニックカンセイは、モータースポーツ史上世界最長、
36 年間のタイトルスポンサーを継続しています。(当社調べ)
モータースポーツ活動へのひたむきな情熱を、
「CALSONIC IMPUL GT-R」の実車と歴代の映像でお伝えします。

くるまの中から[モノづくり]を変えてゆく

Motor Sports

[80th Exhibition]
2018 年カルソニックカンセイは創立 80 周年を迎えます。
歴史の中に息づく私たちの技術革新とものづくりの DNA を磨き上げ、
くるまの中から［世界］を変えてゆきます。
80th Exhibition

※画像はイメージです。予告なく変更する場合があります。
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■第 45 回 東京モーターショー2017 開催概要
〇開催期間
プレスデー

：2017 年 10 月 25 日（水）～10 月 26 日（木）13:00

特別招待日

：2017 年 10 月 26 日（木）13:00～

オフィシャルデー

：2017 年 10 月 27 日（金）

一般公開

：2017 年 10 月 28 日（土）～11 月 5 日（日）

〇開催地
東京ビッグサイト
住所：東京都江東区有明 3-11-1

URL：http://www.bigsight.jp/
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■カルソニックカンセイ プレスブリーフィングのご案内
日

程：2017 年 10 月 26 日（木）9:00 ～ 9:15

会

場：東 8 ホール カルソニックカンセイ ブース内

登壇者：カルソニックカンセイ株式会社 代表取締役社長 森谷 弘史
合同会社 WHITE MOTION 代表 蔵本雄一
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■カルソニックカンセイ株式会社について
カルソニックカンセイは自動車関連企業で、日本にグローバル本社を、米州、欧州、中国、アジア に統
括機能を置き、グローバルネットワークを築いています。さらに、日本、アメリカ、メキシコ、イギリス、フランス、
中国、タイ、インドに開発拠点を、そして世界に 79 の生産拠点を持ち、すべての お客様に最適供給
できる体制を構築。 2 万人を超える従業員が、国籍を超えて心をひとつにし、魅力ある製品の提供に
取り組んでいます。
会社名

：カルソニックカンセイ株式会社

本社所在地

：埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目 1917 番地

創立

：1938 年 8 月 25 日

代表取締役社長

：森谷 弘史

従業員数

：連結 22,424 名、単独 3,741 名（2017 年 3 月 31 日現在）

連結子会社

：34 社（2017 年 3 月 31 日現在）

主要製品

：コックピットモジュール、エキゾーストシステム、フロントエンドモジュール、
エアコンユニット、コンプレッサー、インストルメントパネル、メーター、
電子部品、ラジエーター、コンデンサー、マフラー、コンバーター他

URL

：https://www.calsonickansei.co.jp/

＜本資料に関する報道関係者様からのお問合せ先＞
カルソニックカンセイ TMS2017 広報事務局 （広報代理：フロンティアインターナショナル内）
担当：松浦・千葉
TEL：03-5778-4844 ／ FAX：03-3406-5599 ／ E‐mail：frontier-pr@frontier-i.co.jp

