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招待券 関西最大！ 410 社 が 出展
「高機能素材」の分野で

※1

高機能 塗料展

2

塗 料・塗 装・コーティング 技 術 が 出展

当社があなたをご招待いたします

2019年 5 月 22日［水］〜24日［金］10：00〜18：00 17：00 終了
会 場 : インテックス大阪 主 催 : リード エグジビション ジャパン（株）
共 催 :（一社）日本塗料工業会
24日［金］のみ

会 期:

本券をお持ちでない場合、入場料 ¥ 5,000 / 人 。18 歳未満の方の入場は固くお断りします。

いし づみ

という信念のもと、年間 62分野 231本を日本全国で開催。

（2018年5月）

塗料産業の主要 278 社が加盟する工業会。本展開催により、

1号館

建築/建材

自動車

家電

造船/航空

販売店

塗装業者

下記 機能性コーティング の技術者

フィルム

機械部品

◆

機能性セラミックス

CMC（セラミックス基複合材）

セラミックス原料

成形・焼成装置

第3回

第7回

装置、材料の
仕様・設計相談
試作見積・
コスト算出

…など

下記のメーカー、商社 など

高機能塗料

第2 回

第7回

高機能
塗料展

高機能
フィルム展

機能性樹脂/原料

光学フィルム

金属代替プラスチック

加飾フィルム

CFRP/CFRTP

包装用フィルム

塗装機器・設備

セルロースナノファイバー

押出・塗工機

塗装治具/副資材

ゴム/エラストマー

巻き芯/ロール

塗膜剥離剤・機器

樹脂成形・加工

検査・測定・分析

機能性コーティング剤

重合・コンパウンド設備

クリーン関連製品

コーティング機器

塗装治具/副資材
検査 /評価/分析
業界初の新技術

広島
九州

地方

兵庫

京都
大阪

愛知

（インテックス）

四国
地方

岐阜

滋賀

奈良
三重
和歌山

東京

前回（2018年）会場風景

原料・添加剤

接着剤 / 粘着テープ

アルミニウム

高性能溶接

マグネシウム

ファスニング

銅/チタン

成形機部品

プラズマ・コロナ表面処理

撹拌・混合機

金属加工技術 …など

リサイクル技術 …など

真空蒸着

外観検査装置

…など

…など

本図は、実際のレイアウトと異なる場合がございます。

機能性コーティング

福井 北 陸 地 方

高機能塗料

高機能合金

高機能 塗料展は

毎年 2回 開催

5月 大 阪
12 月 東 京

インテックス大阪 は 近くて便利 です！ 専門セミナー を 毎日開催！
出展社・来場者 が 6 年連続 増加！
大阪 駅から 直通バス で 25 分
全 45 講演
関西

高機能素材 Week は

出展社数 の 推移
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0

約 25 分 直通バス

大阪
（梅田）

約9分

弁天町

約9分
地下鉄中央線

なんば

約5分
地下鉄御堂筋線

本町

約15分
地下鉄中央線

新大阪

約10分
地下鉄御堂筋線

本町

約15分
地下鉄中央線

JR大阪環状線

関西国際空港
所要時間は交通状況により前後します

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（年）
（第 1 回） （第 2 回） （第 3 回） （第 4 回） （第 5 回） （第 6 回） （第 7 回）

約 3 分 循環バス
約 3分
南港ポート
タウン線

中ふ頭

300

200

来場者数 の 推移

社

…など

前回（ 2018 年）商談風景

高機能
金属展

…など

35 ,000 名が 来場
中国 地方

異種材料接合

表面処理

塗装機械・設備

高機能
プラスチック展

粉体技術 …など

第6回

接着・接合
EXPO

西日本の塗装・コーティングの専門家

3号館

出入口

徒歩
約 5分

イ ン テックス大 阪

電子部品

◆

製品・技術の導入

が 出展

高機能素材 Week 2019 計410社が出展

コス モ ス ク エア

半導体

◆

関西

高機能
セラミックス展

出展社

本招待券 で
下記 6 展 に 入場可

2号館

出入口

第4回

塗料・塗装産業のさらなる発展と技術向上を目指す。

商 談内容

下記 塗料・塗装 の専門家

すべての高機能素材 を 網羅した展示会

会場レイアウト図

（一社）日本塗料工業会
田堂 哲志

出展社一覧
は裏面 へ

本招待券に掲載の出展社数・来場者数および講演数は、同時開催展を含む 2019年2月1日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。 ※1 同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。 ※2 出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含む。

最新情報は Web へ ▶ www.coating-japan.jp

会長

高機能素材 Week 6展 合わせ
※2

本展は 商談 のための 展示会 です
来場 対 象 者

関西

※1

連絡通路

日本最大の主催会社。 見本市は各産業を活性化させる

催

代表取締役社長 石積 忠夫

〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
TEL：03-6747-2557 FAX：03-6747-2558

関西最大！ 前回比 100 社 増 410 社

「高機能素材」の分野で

連絡通路

共

主催者

リード エグジビション ジャパン（ 株）

主催者

リード エグジビション ジャパン（株）

O
P
E
N
!
広げて 両 面 を ご 覧 く だ さ い

高機能素材 Week 2019 内

第 回

関西

※2

約50分
リムジンバス

バス停の地図・時刻表は Web へ

「南港・天保山（海遊館）
・USJ」行き。
（「ハイアッ
ト リージェンシー 大阪」下車すぐ ）

www.coating-japan.jp

＜リード主 催 のセミナ ー 風 景＞

詳細 は 裏面 へ

出展 まだ間に合います
お問合せは

Tel: 03 - 3349 - 8568

※本紙は招待券の見本です。入場に必要な招待券は
・部下・取引先 などへ 配布ください
上司
下記よりお申込みください。

招待券
（無料）
のの追加請求
は
は
招待券
お申込み
関西 （無料）
高機能 塗料展

www.coating-japan.jp

検索

1名
こちら

本招待券 1 枚 で

のみ 入場可
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※本紙は招待券の見本です。ご入場には実物の招待券が必要です。

招待券 申込み（無料）はこちら
セミナープログラム

受講無料

詳細、申込みは Web へ
▲

高機能素材 Week

関西

▶▶▶

www.material-expo.jp/seminar_kansai/

※敬称略。 2019年2月8日現在。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。講師・プログラムが変更になる場合、およびテキスト配付の無い場合がございます。あらかじめご了承ください。また、掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。

高機能 塗料展

基調講演

COAT-K1

高機能フィルム展
5月24日［金］10：30〜11：15

高機能塗料で未来を拓く！

FILM-K1

基調講演

高機能プラスチック展
5月22日［水］10：30〜11：15

富士フイルムの革新的な高機能材料

PLA-K1

基調講演

高機能素材

5月23日［木］13：00〜13：45

機能性材料におけるR&Dとイノベーション

MW-K1

アジア発のグローバルペイントメジャーを目指す日本ペイント
ホールディングスグループ。自らの存在意義を問い直し、
目指す姿を描く現在の取り組み、そして最新の高機能塗料を
紹介する。

専門技術セミナー
日本ペイントにおけるイノベーション創出

日本ペイントホールディングス（株） 執行役員 R&D本部長
小畑 裕作

5月24日［金］12：15〜13：00
COAT-2
DNTが取り組む新たな価値の創造
大日本塗料（株） 執行役員 技術開発部門長

水系コーティングにおける樹脂の役割（仮）
〜グリーン・コーティング・フォーラム〜

（株）塗料報知新聞社 『塗布と塗膜』編集部 中山 雍晴（元大手塗料メーカー開発担当）

接着・接合
JOI-K1

ディスプレイの変遷と最先端光学フィルム部材
日東電工（株） 情報機能材料事業部門 R&D統括部 第2開発部長
水嶋 洋明

5月23日［木］13：00〜13：45

進化する接着技術とこれからの
展望

5月24日［金］13：00〜13：45

〜高機能素材と先端電子デバイスで

基調講演

東洋紡（株） 研究開発企画管理部 主席

東京工業大学
科学技術創成研究院 准教授
佐藤 千明

5G時代のウェアラブル・ヘルスケアに応用する
伸縮FPC技術

日本メクトロン（株）フェロー／上席顧問

5月22日［水］10：30〜11：15

異種材の高信頼性・高品質接着のための作り込み法

（株）原賀接着技術コンサルタント 専務取締役 首席コンサルタント
原賀 康介

5月22日［水］14：00〜14：45

自動車における構造接着技術の動向と課題

CERA-K1

5月23日［木］10：30〜11：15

車載電子機器に使用される接合材料の動向

（株）デンソー 基盤ハードウェア開発部 企画開発室 企画課
電子システム経営企画室 神谷 有弘

ご注意

基調講演

●

JFEスチール（株）
常務執行役員 スチール研究所 副所長
薄板セクター 副セクター長
長滝 康伸
JFEスチールでは、自動車・エネルギー・インフラ分野をはじめとし
て、農業、次世代の水素社会適用分野など、広範囲の社会ニーズに適
合した鉄鋼製品を開発している。本講演では、上記商品開発のベース
となる高機能化技術を紹介し、代表的商品の性能について言及する。

5月22日［水］10：30〜11：15

METAL-1

熱交換器用アルミニウム材料の技術動向

METAL-3

の動向、展望を紹介する。併せて今後の動向から将来への材
料に対する期待を述べる。
多数の要望に応え、同内容で開催します。

CERA-1

5月22日［水］15：45〜16：30

5月23日［木］12：15〜13：00

日本軽金属（株） 技術・開発グループ 先進技術担当 部長

5月22日［水］14：00〜14：45

（株）村田製作所 EMI事業部 技術開発統括部 商品開発部
アプリケーション開発課 シニアアプリケーションエンジニア 齋藤 康誌

5月23日［木］10：30〜11：15

排ガス規制の強化に対応する自動車排ガス浄化用セラミックス開発
日本ガイシ（株） セラミックス事業本部 技術統括部 設計部
グループマネージャー 山下 正孝

CERA-3

大山 英人

摩擦かくはん接合技術の開発と適用状況

ADASを見据えた自動車向けノイズ対策技術

CERA-2

5月22日［水］14：00〜14：45

鉄道車両構体の軽量化に資するマグネシウム合金押出材の開発

METAL-5

5月24日［金］14：00〜14：45

京セラグループにおける高機能セラミックスの取り組み
京セラ（株）自動車部品事業本部 自動車部品開発部長

中村 成信

METAL-6

堀 久司

5月23日［木］14：00〜14：45

最新情報はWebをご確認ください

DOWAメタルテック（株） 講師選定中

METAL-7

5月23日［木］15：45〜16：30

チタンの適用動向 〜医療分野の現状と展望
大同特殊鋼（株） チタン営業室 副主席部員 鈴木 昭弘

METAL-8

5月24日［金］12：15〜13：00

アルミニウムによる自動車軽量化技術と将来展望
（株）神戸製鋼所 アルミ・銅事業部門 技術部 次長

METAL-9

CMC（セラミックス基複合材）専門技術セミナー
5月23日［木］14：00〜14：45
CMC-1
CMCの用途拡大に向けた最新技術動向（仮題）

CMC-2

香川 豊

5月23日［木］15：45〜16：30

櫻井 健夫

5月24日［金］14：00〜14：45

鋳造用耐熱マグネシウム合金の開発動向と新たな熱伝導合金設計
（株）本田技術研究所 パワープロダクツR&Dセンター 機能技術開発室 研究員 家永 裕一

（国研）宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 主任研究開発員 小谷 政規

CFRP/CFRTP（炭素繊維複合材）専門技術セミナー
CFRP-1

5月22日［水］12：15〜13：00

炭素繊維複合材料とその展開
東レ（株） ACM技術部 産業・スポーツ技術室長 夏目 憲光

CFRP-2

5月22日［水］15：45〜16：30

炭素繊維及び複合材料の機械的特性について

三菱ケミカル（株） 豊橋研究所 高度専門職

CFRP-3

杉浦 直樹

5月24日［金］12：15〜13：00

帝人（株） 炭素繊維事業本部 成形材料ソリューション課 担当課長 乾 久之

マテリアルズ・インフォマティクス 専門技術セミナー
5月22日［水］12：15〜13：00

MI-1
MIにおける機械学習の先進応用：現状と展望

5月23日［木］14：00〜14：45

人工知能で効率的なMIを実現！日立の材料開発ソリューション

（株）日立製作所 公共HPCソリューションセンタ 第2G 主任技師 森田 秀和

MI-3

5月24日［金］10：30〜11：15

マテリアルズ･インフォマティクスによる高性能ゴム材料開発への取組み
横浜ゴム（株） 小石研究室 理事 研究室長

• 無機質ガラス塗料…あらゆる素材をガラ
スに変え酸化、劣化しないメンテナンス
フリーの高機能無機質塗料

（株）
コーティングメディア

• 新聞『 Paint & Coatings Journal 』…

建築・工業・自動車など塗料・塗装の最新
情報を網羅。毎週水曜日発刊。

（株）佐藤産業
サニー・
トレーディング（株）

小石 正隆

本セミナーは全て 事前申込制 となっております。 当日申込では、受講できませんのでご注意ください。

• 耐薬品・防汚性クリア塗料 SHIELDS
（シールズ）…Shieldsは、耐薬品性・防汚
性に優れた撥水撥油塗料です。

（株）橋本クロス

• 塗装ブース給気用／排気用フィルター …
圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィル
ターです。

ビックガードナー
HEROLASER（株）

で塗料の削減、環境改善、作業性向上をご
提案いたします。

UNIQUE CHEMICAL LIMITED
• Pigment,dyestuff,intermediate
…inorganic, organic pigments,
dyestuff and the pigment
intermediates.

横浜油脂工業（株）

シーシーエス（株）

• 波長混合UV-LED照射器…深紫外LEDと
UV-LEDを組合せた波長混合照射器をご
提案！例）313nm+365nm デモ機貸出可

（株）湘南貿易

（株）菱光社

• ワイドレンジ二次元複屈折評価システム
WPA-200（-L）…射出成形品やフィルム
など透明材料の内部複屈折を数値化

Lindaur DORNIER GmbH

橋梁向け水系塗膜剥離剤「パントレ」…
作業環境に配慮した橋梁向け塗膜剥離剤
です。NETIS登録KK-160028-A

（株）サンコウ電子研究所

• デュアルタイプ膜厚計 SWT-9000FN…
金属素地上の塗装やメッキ厚さを迅速・
簡単に測定出来ます。

サンデーペイント
（株）
三洋貿易（株）

• 紫外線蛍光ランプ式促進耐候性試験機
QUV…全世界シェアNo.１のQUVは
製品・材料の耐候性試験に最適です。

SUNLOUR PIGMENT
CO., LTD.

• Phthalocyanine, Chrome
Yellow,Molybdate Orange…
Pigments used in coating, plastic
and ink industries.

（株）GSIクレオス
（株）シミズ

• 耐酸性電着塗料『エレコートAR 』…高温

多湿な酸性雰囲気中で使用される金属配
管や装置部品を保護するのに最適

信越化学工業（株）

シライ電子工業（株）

積水化学工業（株）

• アドバソル…優れた耐薬品性を持つ、水
溶性PVAフィルム

タカノ
（株）

• フィルム外観検査装置【 Hawkeyes 】
…自社開発のカメラ、画像処理装置を用
いて業界最高速の検査を実現します。

インダー等で発生するトリミング屑専用の
カッターです。

（株）
タンケンシールセーコウ

• ノンコンタクトチャッキング…たわんだガラ
スでも矯正しつつ高精度に比接触で把持

硬化、印刷が可能 ランプからの置き換え
に最適です

ザーマイクロスコープ

• グリップペイントＮＥＯ…透明タイプの
滑り止め塗料

（株）
ダイイチコンポーネンツ

ス環境（危険地帯）で使用される耐圧防爆
形ACサーボモータです。

大日本塗料（株）

• サビシャット…従来の物理的な素地調整

法が不要、又は軽減できる塗布形素地調
整材です。

QINGDAO BOTIAN
CHEMICAL CO., LTD.

• Titanium Dioxide…widely used in
coating,painting,plastic,ink,paper,
masterbatch etc application

DKSHジャパン（株）

• AmpArmor™…AMIの製品はマイクロ

カプセルの中に修復剤が封入されている
商品です。

（株）テツタニ

• ビックマックi…多角度でメタリック・パール

• 業界紙『塗料報知』…塗料・塗装の業界新
聞（旬刊）

ナガセテクノエンジニアリング（株）
• 静電スプレーコーター…金属、カーボン等

術者達による世界で唯一のフィルム成形
を体系的にまとめた技術指南書

（株）イングスシナノ

• オプティカルボンディング…カバーガラ

ス、タッチパネル、液晶パネルなどをダイレ
クトにボンディング致します

WEB Journal

• ウェブジャーナル…高機能フィルム市場
の現状動向と将来展望

エア･ウォーター（株）

•ドライアイススノー洗浄システム
「QuickSnow」…ミクロンオーダー異物
のドライ洗浄システム。

（株）HTテック

な導体形成を行います。

（株）エリオニクス

• 表面力測定装置 ESF-5000Plus…表面

力（接触した２つの物質表面を引き離すた
めに必要な力）を定量的に測定。

大塚電子（株）

• ラインスキャン膜厚計…2次元分光で面

評価。
１ショットで一次元の分光膜厚デー
タを取得。

（株）オサダコーポレーション

• ＦＣＦＣＧ …加工前の材料をクリーニング
することで、コスト削減、歩留まり改善に
お役立ちいただけます。

オムロン（株）

• 高機能フィルム検査装置 スーパーNASP
−ｌ
ａｍｂｄａ…多波長検査技術『マルチ
ウェーブセンシング』搭載。

春日電機（株）

デンカ（株）

• 良触感起毛形状シート（ノーブルタクト
シート）

天津信華電子材料有限責任公司

• PET Release Film … Thickness:23~
250micro;Force:1~500g;Color:all;
TYPE:Silicon-based,OCA,Non Silicon.

東レエンジニアリング（株）

• フィルム製造装置… Film 製造設備の

させる表面処理技術です。

•ｅコアシリーズ…巻き取り段差による痕残り
を解消し、巻き始めのロスを低減させます

蒲田工業（株）

• KAMATA クリーンルーム…使用目的に
合わせた、高精度制御可能なクリーン空間
を実現。

関計（株）

（株）栗本鐵工所
京浜ラムテック（株）

• RAM フォース…業界最高速の成膜技術
を搭載したRAMフォース

•（一財）日本塗料検査協会とは…我が国唯 （株）
コスモテック
一の公的塗料/塗膜の専門試験/検査機関
• ウルオス50…ハイプレッシャー加湿装置
です。

（一社）日本塗料工業会

• 日本の塗料工業…本書籍は、塗料の普及

活動のとして、塗料と塗装に関する情報を
分かり易くまとめたものです。

• Ez-changeWKカプセルフィルター…
ハンドリングの良いカプセルタイプのフィ
ルターカートリッジです。

＜第7回

関西

高機能プラスチック展＞

（株）
ＡＤＥＫＡ
アルケマ（株）

• 3D測定レーザー顕微鏡 LEXT
OLS5000…JISやISOに準拠した三次元

メーカー毎に異なるデータを自動収集
可能なミドルウェアとなります

粗さを非接触で高速測定

韓国材料研究所

優れる植物由来透明ポリアミド

アルテック（株）

• ミクロサム（マケドニア）…フィラメント
ワインダー プリプレグ製造機 AFP/ATL
スリッター リワンダー

ECON GmbH

• 発火点800度以上で機械的特性および耐

日本工業出版（株）
日本タルク（株）

www.material-expo.jp/directory/

（一社）日本マグネシウム協会

昭光通商（株）

• 金属マグネシウムの素材と製品…マグ

• 水酸化アルミニウム…韓国のKC
Corporation製です。

ネシウムは実用金属中で最軽量。軽量化
ニーズに貢献する金属材料です。

（株）フィッシャー・インストルメンツ

• フィッシャー製 蛍光X線膜厚測定器 XDV
シリーズ…ハイエンド向けの膜厚測定・
素材分析の蛍光X線式測定器

食性に優れたマグネシウム合金…・ＳＦ６低
減・Ｂｅを使用しない

バッチです。

二九精密機械工業（株）

KANGSUNG TITANIUM LTD.

• DEA 288 Ionic…誘電率測定を用いた

野村貿易（株）

（株）高純度化学研究所

• NANO ACE…世界で最小のタルク

ネッチ・ジャパン（株）
硬化モニター

• フワフォンTPU社製TPU…ポリウレタン
系熱可塑性エラストマー（熱可塑性樹脂）
TPU

ビクトレックスジャパン（株）

での作業軽減や物流改善に貢献。

• EUTECTIC【溶接・溶射材料】…特殊合金

材の低熱入力溶接棒、耐摩耗処理、修理、
接合用途向け製品群

• 接合焼結体…SPS焼結により異種金属と
の接合が可能になります。

LAP LASER

• 寸法測定装置…角材、丸棒等の熱間圧延
時でのレーザー測定による正確な位置、
幅、厚み、径の寸法測定が可能。

• 金属吸音材…アルミ繊維をアルミエキス

• VICTREX PEEKポリマー…耐熱性、

耐薬性、高摺動性など複数の特性を高い
次元で発揮する超高性能ポリマー。

ユテクジャパン（株）

（株）
コードー

パンドメタルで挟み込んだ、金属繊維で
唯一の吸音材です。

＜第4回

（株）Cominix

• タイアスト…炭窒化チタン粉体を母体に

山陽特殊製鋼（株）

藤川（株）

• ３Ｄ積層造形粉末…真空溶解ー不活性

• UMOH…高分子量のヒドロキシル官能基

ガスアトマイズにより、低酸素で流動性に
優れた球状粉末が提供できます。

で、加水分解された塩化ビニル・酢酸ビニ
ル樹脂です。

高機能セラミックス展＞

淺田鉄工（株）

凝縮しコンパクト化

（株）アドテックエンジニアリング

（株）J-SONIC
• ダイリップ（硬質クロムめっき）…鏡面仕上 （株）写真化学

フジコー（株）

不動の人気を誇る製品！

レフィン系の水性ディスパージョンです。

• 超高圧湿式微粒化装置「スターバースト」 • ＜3M＞＜VHB＞アクリルフォーム構造用
…最高245MPaに加圧した原料を衝突
接合テープ…驚くほど強力でデザイン性
させ、分散・粉砕・乳化を行う装置

を損ないません。

セラテックジャパン（株）

• 電子・光学部品材料の加工サービス…
各種加工サンプルを展示します。

典金産業（株）

精電舎電子工業（株）

• 超音波ウェルダーJ2 470…世界初周波
数切替機能搭載（IPF2017発表）定振幅

制御の採用で溶着時間を軽減（当社比）

• ホイウトアルミナ…高純度、耐熱性に優れ セメダイン
（株）
ています高温で安定性が良い、など著しい • ディスプレイパネル用・次世代構造用接着
特徴があります。

剤…お客様の新たなモノづくり・生産性向
上へ高機能接着剤をご提案。

（株）
トリオセラミックス

• セラミック製超長尺、高純度アルミナパイ
プ…絶縁、耐蝕、耐摩耗、高硬度

（株）長峰製作所

• セラミックマイクロハニカム…世界最小ク
ラスの超微細セラミックスハニカム！

（一社）日本ファインセラミックス協会

• ISOSTATICプレス＜CIP式プレス＞…

• 自転・公転ミキサー あわとり練太郎 ARE310…あわとり練太郎シリーズの中でも

スリーエム ジャパン（株）

製造、測定分析などの粉体技術のアウト
ソーシングに応えます。

可能な湿式連続分散機です。

（株）シンキー

• パルス通電加圧焼結装置LABOX-300R 住友精化（株）
シリーズ…先端材料開発に必要な機能を
• ザイクセン…カルボキシル基を有するオ

（株）
• ハイエンド分散機 レボミル…超ソフト分散 日清エンジニアリング
• 粉体受託加工サービス…開発支援、受託
からハード分散まで高流量での運転が

ニッケル・クロームが含有された、炭窒化
チタン複合セラミックスである

新しいめっき技術。難めっき素材や繊維な
どにめっきが可能となりました

関西

（株）シンターランド

（株）スギノマシン

• Titanium related materials/ titanium （株）
マクシス コーポレーション
manufacturing…Provides materials, （株）
ヤスオカ
and manufactured materials
• NC制御3Uタークスユニット…株式会社
ヤスオカで製造開発した数値制御（NC）
（株）
グリーンプラス
• 軽量アルミクレーンシステム…生産現場
機能を搭載したタークスヘッド。

• 植物由来透明ポリアミド Rilsan® Clear （株）姫路鍍金工業所
…耐薬品性、耐候性、耐熱性、成型性に
• ナノ粒子めっき…ナノ粒子を利用した、

五洋紙工（株）

• プリズムシート「GTL5000、GTL6000シ
リーズ」…液晶ディスプレイ用輝度向上
プリズムシート

• 書籍『改訂増補版 プラスチック製品の強
度設計とトラブル対策』…現場で使える
好評実践書の待望の改訂版。

（株）ENEOSサンエナジー

• 液晶ポリマー ザイダー…熱可塑性樹脂の
なかで、世界最高クラスの耐熱性ポリマー

大阪ガスリキッド（株）

• 低温凍結粉砕受託加工…液体窒素を用
いた低温凍結粉砕を受託で行います。

オリオン工具製作所
設計、製作のノウハウを活かしお客様に （株）
最適設備を提供します。

（株）塗料報知新聞社

• 業界紙『塗料報知』…塗料・塗装の業界
新聞（旬刊）

日本電色工業（株）

• 分光色彩・ヘーズメーター COH7700…
一台で分光透過率・色彩値・石油製品色・
ヘーズの4種類の測定が可能です

日本不織布協会
（株）
ノリタケカンパニーリミテド
（株）日立ハイテクサイエンス

• 水蒸気透過率測定装置 AQUATRAN 3

• CFRP高速切断用ダイヤモンドチップ
ソー…CFRP切断を10倍速く1/2安くす
るダイヤモンドチップソー

カーボンファイバー
リサイクル工業（株）

• リサイクルCF…チョップド品

金森産業（株）

• PlaBase…国内外のプラスチック成形材
料を一つに集約した検索サービスとなり
ます。無料でご利用可能です。

グリーンケム（株）
宏昌精機（株）
サカイ産業／
サカイ・コンポジット
（株）

• 反射鏡＆レドーム…曲面形状のハニカム
サンドイッチパネルの成形

三協
…迅速かつ安定した超高感度はそのまま （株）

に、操作性や効率が大幅に向上。

（株）日立ハイテクノロジーズ
（株）
ヒューテック

• CFRP…鉄ロールに替わる次世代の芯材
です。軽量化・高剛性化・省エネ化・生産性
UPが見込まれます。

• MaxEye.STシリーズ…新開発のスマー （株）C.A.ピカードジャパン
• 二軸押出機用スクリュー、バレル、シャフト
トカメラを採用した無地面検査装置です。

フィルム・ニュース社

• フィルム・ニュース…フィルムの専門紙
「フィルム・ニュース」

• コロナ・プラズマ処理装置…コロナ処理と （株）
フォトロン
は基材表面をコロナ放電照射により改善
• KAMAKIRI…高機能フィルムの複屈折を

の粒子分散液のスプレーコートが可能です。
• KANKEIエアフィルター…クリーンルー
均一粒子膜を得られます。
ム等で使用される低コスト・高品質のエア
日建塗装工業（株）
フィルター
• Non-Stick Coating…強力な非粘着性
カンセンエキスパンダー工業（株）
を持った塗膜です。塗装面につけたガム
（株）金陽社
テープは加重0gで剥がれます。
• 静電気発生抑制ゴムロール「クーロン」
日産化学（株）
…・静電気の発生を大幅に抑制。
・卓越した
• スターファイン…対金属用 塗膜密着性
復元性。
向上剤

日本塗装機械工業会
（一財）日本塗料検査協会

オリンパス（株）

• 射出成形機のIoTミドルウェア実機展示…

出展社・製品などの詳しい情報は

液体を媒体とし均一で高密度な配向性の
無い成形体をつくる事が可能です！

• ファインセラミックス製品応用と協会活動

真空成型した製品です。

• 研究成果集…企業の皆様に支えられて

の紹介…ファインセラミックス製品応用と
協会活動の紹介

千代田交易（株）

•［特許技術］超音波複合振動溶接機（メー
カー（株）
:
LINK-US）…超音波複合振動
溶接機新規デモ機を展示予定

ナグシステム（株）

• リチウムイオン（大型）電池 正極（AL）集
電板の溶接装置…溶接時にコンタミ
（異
物）を発生させない安全な接合

日東精工（株）

• 異種金属接合「AKROSE」…冷間圧造技
術を用いて素材同士を強固に接合させる
新しい「異種金属接合」技術です。

ウエッジ（株）
プ状にした製品です。
日本アビオニクス（株）
アモイ JUC テクノロジー（有）
• 超音波溶着機…多彩な制御とモニタリン
上野製薬（株）
（株）テイエルブイ
• 高純窒素化アルミニウム粉末と複雑な形 （株）パイロットコーポレーション
• 公自転式撹拌脱泡装置「カクハンター」
げ及びシャープエッジ研削
• 微細孔セラミックス…アスペクト比200以
グで高品質な樹脂溶着を高速で実現する
…電子部品・微細コネクタ・
•
UENO
LCP
の窒素化セラミ
ック製品
…高精密な撹拌と脱泡を同時に短時間で
ティティエス
• 中古真空装置・機器の最新情報をご紹介 （有）
ブッス・ジャパン
上の高精度セラミックスを製造することが
超音波溶着機をラインアップ
モータ用途向けLCP。誘電特性に優れる （株）
処理
（株）アルメディオ
…売ります 買います 探します
（株）テクノスマート
• COMPEO（コンペオ）…COMPEOは、
可能です。
LCP。
日本プラズマ
トリート
（株）
• セラミック/アルミナファイバーボード…
• 多層ダイ…生産効率、コストの改善を狙う
一台で様々な用途に対応し幅広い作業工 上海瑞娜金属材料有限公司
（株）AndTech
（一財）
ファインセラミックスセンター • Openair ®プラズマ装置…大気圧プラズ
（株）エヌ・ティー・エス
ファイバーにバインダーを加え、板状に
• 非鉄金属材料…低コスト、高品質、短納
多層塗工のご提案
程に対応できるよう開発されました。
• フィルム成形のプロセス技術…最前線技

加貫ローラ製作所
の色を測ります。また、輝度や粒度も測定 （株）

できます。

で使用される除塵装置の基本形です。

（株）ロキテクノマーケティング

アルバックテクノ
（株）

• LFPクロスフィルム（フッ素樹脂フィルム）
ニコンインステック
…耐引裂性に優れたPTFEフィルムです。 （株）
• コーティング用シリコーン…コーティング
• 超高分解能非接触三次元表面形状計測
剤の性能を高機能化する最適なシリコー （株）
FCM
システムBW…ニコン独自の光干渉技術
ン製品をご提案します。
• 低コスト＆高精細な新導体形成技術…ＦＣ
により、1pmの高さ分解能を実現
Ｍ独自の新技術により、低コストで高精細

シンロイヒ（株）

（一社）西日本プラスチック製品
工業協会

（株）日東
• プラスチック関係ラボ装置…プラスチック レーザーテック
（株）
• エヌ・クリアー…有機質と無機質を混合し
成形に関係する小型のラボ装置のトップ
• レーザーマイクロスコープ OPTELICS
た抗菌剤を使用して生産したマスター
メーカーです。
HYBRID…多機能・高性能 HYBRIDレー

• ライフクリーンＧＴ…未硬化塗料用剥離剤。 （株）辰巳エヤーエンジニアリング
• ロータリーラインカッター…スリッター・ワ
溶剤塗装向け。

好川産業（株）

▶▶▶

一覧は随時ホームページにて公開します。なお、開催時には増減する可能性があります。

関西 高機能フィルム展＞
• STANDARD PUMP社 工業用高粘度ド ＜第7回
中興化成工業（株）
アイテックシステム
ラムポンプ…最大100,000cpsの高粘度 （株）
• 多孔質粘着テープ xASF-130…本製品
• UV-LED照射装置 …UV-LEDで接着、
流体も品質を損ねず吐出可能
はPTFEを多孔質化した製品を粘着テー

NIPSEA Group

情報・システム研究機構 統計数理研究所 ものづくりデータ科学研究センター長 吉田 亮

（株）野田スクリーン

下記の出展社一覧は 会期 約 3 カ月半前（ 2019 年 2 月 1日現在）のものです。最新の出展社

• 透明ヒーターフィルム…透明・即暖・耐熱 （株）
レスカ
• レーザークリーニング（洗浄）マシン…
性の高いヒーター
• Pine oil, Terpineol, Dihydro
• 超薄膜スクラッチ試験機…ミクロン以下
製品は
Ｗがあります。
100W
200W
500
Terpineol, Dihydroterpinyl Acetate,
の薄膜の密着強度を評価
（株）セイコーアドバンス
Tung Oil…chemical & electronic use 明治機械製作所 サメス・クレムリン
• ブラックラスター…光と影のコントラスト （株）
レヨーン工業
• エアミックス…欧州の最新スプレー技術
が大きい輝きある高級加飾構成
（株）KAITEKI計画
• クリーンローラー…あらゆるワーク、工程

（株）塗料報知新聞社

熱可塑性プリプレグの開発とマーケティングビジョン（仮）

MI-2

WUZHOU OASIS
CHEMICALS CO., LTD.

• 耐圧防爆型ACサーボモータ…引火性ガ

（一財）ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 主幹研究員 北岡 諭

三協立山（株） 三協マテリアル社 技術開発統括部 製品技術部 部長 清水 和紀

※本講演は2018年12月に
【東京展】
で開催し大反響。
「大阪でも講演してほしい」という

（国研）産業技術総合研究所 材料・化学領域 上席イノベーションコーディネータ 平田 悟史

5月24日［金］10：30〜11：15
CMC-3
JAXAの次世代ジェットエンジンへのCMC適用に向けた取組み

（株）神戸製鋼所 チタン本部 研究首席

METAL-4

5月24日［金］10：30〜11：15

ナノセルロースの研究開発と事業化の最新動向

兵庫 靖憲

チタンの適用動向 〜航空機分野の現状と展望

セラミクスをはじめとする自動車用材料の使用の現状と今後

パナソニック（株） 生産・環境技術研究所 第一研究部 主幹技師 名木野 俊文

遮熱／耐環境性セラミックスコーティング

日本ガイシ（株） 講師選定中

トヨタ自動車（株）
先進技術開発カンパニー
第2材料技術部 部長
森 元秀

5月23日［木］15：45〜16：30
Cel-2
CNF樹脂の家電製品適用に向けた取り組み

5月22日［水］12：15〜13：00

三菱アルミニウム（株） 研究開発部 熱交開発室 課長

METAL-2

山本 顕弘

東京工科大学 教授 片柳研究所 所長

5月22日［水］10：30〜11：15

量・低価格・オーダーメイド・不燃・燻蒸処理
不要などメリット多数

もわずかな電気代だけでブース水を浄化
し、廃棄せずに再利用します。

木材から製造したリグノセルロースナノファイバーとその用途開発

Cel-3

• ライトパレット…スチール製パレットは軽

（株）
クリスタルプロセス

5月23日［木］12：15〜13：00

モリマシナリー（株） セルロース開発室 室長

専門技術セミナー

自動車用材料の動向と期待

マツダ（株） 技術研究所 先進ヒューマン・ビークル研究部門
コンフォートビークル研究 アシスタントマネージャー 山本 研一

●

松本 博文

専門技術セミナー

専門技術セミナー

JOI-3

5月23日［木］10：30〜11：15

JFEスチールの高機能化技術と適用商品

土屋 俊之

5月23日［木］12：15〜13：00

FILM-3

5月24日［金］10：30〜11：15

構造用接着技術の最前線

JOI-2

基調講演

最新情報はWebをご確認ください

〜自動車、航空機から電子機器まで

JOI-1

METAL-K1

石井産業（株）

• 塗装ブース水浄化装置…薬品も使用せず

世界最大の工業である自動車産業は出荷1億台に迫り、IoT対応の自動運転さらには5G高速通
信、AI活用のコネクテッドカーの時代が到来しようとしている。加えて、EV、ハイブリッド、燃料電
池車などのエコカーブームも本格化。次世代自動車産業は世界シェアの35％を占有する日本勢
が主導するのは当然のことであり、高機能素材についても日本メーカーが圧倒的強みを発揮す
ると思われる。半導体、電子部品もまた日本の活躍が期待されるところだ。今回講演では次世代
自動車に向けての開発競争、設備投資、日本の部材の強さなどを最新取材でリポートする。

Cel-1

高機能塗料展＞

（株）環境開発技研

（株）産業タイムズ社
代表取締役社長
泉谷 渉

セルロースナノファイバー 専門技術セミナー

高機能 金属展

超耐熱ポリイミドフィルムの開発と用途展開

セメダイン（株）
代表取締役社長
岡部 貫

JOI-K2

新しい材料を開発して工業化することでその用途の裾野を広
げることが可能であったのが20世紀と言えよう。プラスティッ
クではPETやPP等を挙げることができる。しかしながら21世
紀になり素材を取り巻く環境が変わった。旧来の考え方にとら
われないR&Dへの挑戦が必要となった。

5月23日［木］10：30〜11：15

FILM-2

高機能セラミックス展

EXPO

基調講演

5月22日［水］15：45〜16：30

FILM-1

佐野 秀二

5月24日［金］14：00〜14：45

COAT-3

富士フイルムは、ファインケミカルと分散・塗布などのプロセ
スエンジニアリング技術を組み合わせて革新的な高機能材
料を開発してきた。本講演では、実例と共にそれらを支える
基盤・コア技術について説明する。さらに、社会課題解決に
向けた挑戦、並びにオープンイノベーションについての取り
組みと最近の成果について紹介する。

関西

２．
ロングライフ ３．
スケールアップ性良好

次世代自動車産業は日本企業に最大の追い風

三井化学（株）
研究開発本部 生産技術研究所 所長
扇澤 雅明

専門技術セミナー
5月22日［水］10：30〜11：15

COAT-1

富士フイルム（株）
R&D統括本部 研究主幹
伊藤 忠

＜第2回

• Neo-アルファミル…1.高品質ナノ分散

圧倒するニッポン

日本ペイントホールディングス（株）
執行役員 R&D本部長
小畑 裕作

出展社一覧
アイメックス（株）

Week

基調講演

https://www.coating-japan.jp/inv/

二次元データ管理・解析のスタンダード機

富士商工マシナリー（株）

• カメラ付き画像処理プレスIPAシリーズ…
抜く直前のマークを基準としXYシータ方
向にアライメントを行います

（株）不織布情報

• 月刊不織布情報…国内外の関連ホット

ニュース、
トピックスなど満載した月刊誌。

ブルカージャパン（株）

•トライボロジー評価装置 UMT TriboLab
…2000年発売以来市場でもっとも広く
使用された汎用トライボ―メーター

松尾産業（株）

• ラボ/パイロットコーター『 VCML 』…国内
初展示！
！応用自在なロールtoロール パイ
ロットコーター！

（株）マルヤス

• メタルプレッシャー…成形機金属部品の

汚れや焦げを、洗浄液と圧力で簡単に取り
除く、新原理の洗浄装置。

明和ゴム工業（株）

• シリコーンロール（シリックーSS／Ｍ）…

機能性強化
（離型性、表面光沢、耐摩耗性）
の
シリコーンゴム材質です

（株）メック

• LSC-6000…高速ライン、広幅ラインに

おける微細欠陥、低コントラスト欠陥の安

（株）
コルテック
定検出と、な品質管理を実現
日本ペイント
（株）
• 全自動ロールカッター…不織布やフィルム、
メディア研究所
粘着テープなど様々な材料を高速で輪切 （株）
日本ペイント・インダストリアル
•
EasyInspect…Dr. Schenk社（ドイツ）
りにカットできる機械です
コーティングス（株）
が世界販売22,000台を誇る高速光学フィ
三共（株）
日本ペイント・オートモーティブ
ルム・不織布欠陥検査装置。
• ワーク搬送ロボット付き貼合機…6軸多関節
コーティングス（株）
MOCON, Inc.
ロボットにてワークを移載し、貼合します。
日本ペイント・サーフケミカルズ（株）
（株）ラボ
（株）山東鐵工所
日本ペイントホールディングス（株） • ハイブリッドスプライス装置… 世界最速 • 成型用離型フィルム…スラリー塗工基材、
フィルムキャスト用基材、離型力の調整可
日本ペイントマリン（株）
0.5秒 で基材を繋ぎ替え！

…スーパーエンプラ用途中心に最先端材
料を豊富に揃えております。

（株）シーティーイー

• HTM型２軸押出機…高濃度フィラーコン
パウンド・マスターバッチ・GF入りなど複合
樹脂コンパウンドに最適

JXTGエネルギー（株）

期、安定供給

プロトラブズ（同）

井前工業（株）

• オンデマンド射出成形・切削加工サービス 昭和電線ケーブルシステム（株）
９９％）酸素
…納期最短1日、3Dデータを活用したオン • MiDIP OFC…銅純度（９９．

含有量（以下１０ｐｐｍ）水素脆化 屈曲回数
（以上8回 ）

デマンド受託製造

ホッティーポリマー（株）

• HPフィラメント（スーパーフレキシブルタ （株）創研
イプ）…汎用のFDM方式3Ｄプリンターで
• ベッド…大きくて長い形状だが、型の
使用できる軟質フィラメント

精度が良いため変形が少ない

堀正工業（株）

大同興業（株）
東京ステンレス研磨興業（株）
ニードルパンチ製法にて結合。軽量で強く
東邦亜鉛（株）
耐久性のある部品材。

• ベルコテックス…ドイツで開発された耐熱
シリカ繊維です。

（株）X-one Technologies

• 構造用セラミックス…【圧倒的低価格】金

型製作から試作までが
『１０万円〜』、最短
２週間で納品可能！

（株）エヌジェーエス

• ヘンプフラックス 不織布…ヘンプ繊維を

解鉄と、それをベースにした合金等の製品
を製造・開発しています。

• ポリオレフィンの総合解析…ポリオレフィ

プラズマ熱源で、母材の熱管理をしながら
高機能な素材を肉盛りする設備。

モリマシナリー（株）

• セルロースナノファイバー…天然由来の
木から製造されたナノファイバーです。

＜第6回

関西

YESUNG STEEL

KC Corporation

度を持った鉄に弾性・熱伝導性の高い銅が
合金された使い勝手の良い金属

• 金属チタン…金属チタンの原料から
中間素材、最新の製品を展示

（株）日本特殊管製作所

• 粉末ハイスASP®

尾高ゴム工業（株）

• ハイクラッチシリーズ…高摩擦係数を有

するゴムで、ご使用条件にマッチした各種
ラインナップがあります。

• チタンチューブ…我が社のチタンチューブ
は驚異的な真直度と緻密な寸法精度を
誇ります。

日本ブッシュ
（株）

（UB2000LS）…パワー系デバイスに
最適な超音波接合機

SINOMA ADVANCED
NITRIDE CERAMICS
CO., LTD.

電性、熱伝導性を有していると共に、優れ
た殺菌性を示します。

ERASTEEL

マで表面のクリーニング、活性化、濡れ性
改善、接着品質の向上が可能。

浜松ホトニクス（株）

• UV-LED光源 LC-L5G / LC-L1V6…

さまざまな材料に対応、手軽な導入が可能
なUV接着

ピーピージー・ジャパン（株）

• Semco各種容器…Semcoの豊富なライ
ンナップで、お客様に最適なパッケージン
グソリューションを提供します。

（株）ファインディバイス

• FD-200…レーザによる樹脂の溶着装置

半導体レーザを使用し、樹脂同士の溶着を
可能とします。

（株）ポセイドンCAE

• FLOW Weld…FLOW Weldは溶接解析
に必要なモデルをFLOW-3Dに付加する

モジュールで、各種溶接現象が解析可能。

武蔵エンジニアリング（株）

• 超高速・ジェットディスペンサー
「SuperJet」…超高速飛滴の最高峰！

レプトン
ユニテンプジャパン（株）
国立研究開発法人 産業技術総合 （株）
研究所 先進コーティング技術研究 • 焼成セッター…レプトンセッターは軽量で • ギ酸還元対応 卓上型真空はんだリフロー
コストダウンが可能です。様々なサイズ・形
装置…設置場所に困らない、コンパクトな
センター
状にも対応出来ます。
はんだリフロー装置です
三庄インダストリー（株）
＜第3回 関西 接着・接合 EXPO＞ 横浜油脂工業（株）
• ECIP…全自動CIPの小型BOX形状の
• HDM-1…金属表面の均一表面形成、濡
機械。短納期対応に注力中！
（株）アドウェルズ
れ性向上、密着性向上、且つ洗浄効果も有
• 高荷重超音波金属接合装置
ジクス工業（株）

日本銅センター
• セラミック用3Dプリンター…セラミック用 （一社）
• 高機能銅材料及び銅製品…銅は高い導
高精細な3Dプリンター
• MTA9100…『ＭＴＡ-9100 』は強度と硬

が高く、純度が高く、粒径分布が狭く、焼結
活性が高くて

粒子のエネルギーコントロールが出来る事
で、均一分散が可能です

最新の分析事例を分析担当者が直接
ご紹介します。

加工性が良いため急速に需要を拡大し、
鉄に次ぐ第二位の需要量があります。

MTA合金（株）

• 窒素化シリコン…アルファそうの含有量

• ナノヴェイタシステム…ナノヴェイタは

• 分析事例をポスター展示にてご紹介…

（一社）日本伸銅協会
（一社）日本チタン協会

（株）エスケーファイン

石英生産技術

吉田機械興業（株）

（一財）材料科学技術振興財団

• アルミニウム製品…アルミは軽量で

高機能金属展＞

（株）アステックペイントジャパン
（株）アテクト
綾目精機（株）

ヤマキ電器（株）

YANTAI TOMLEY HI-TECH
ADVANCED MATERIALS
CO., LTD.

い、発泡を抑えたい、溶解後の溶液の粘度
が高い場合にご使用頂けます。

（一社）日本アルミニウム協会

研究開発用から大型生産設備用の脱脂装
置、焼成装置

関西乳機（株）

• A型粉体溶解機…溶解する粉体量が多

• 金型肉盛りシステム「肉盛りくん」…

• セラミックス用電気炉、雰囲気炉…小型

• 焼結石英…金型を用いた大量生産向けの

南海鋼材（株）

ンの分子構造解析、組成分析、添加剤分
析、内部構造解析

（株）フジミインコーポレーテッド
丸祥電器（株）

• パルス通電加圧焼結装置（SPS装置）…
金属、セラミックスなど幅広い材料種を
対象とする焼結、接合技術です。

• 電解鉄…電気分解により高純度化した電

無錫洪江新材料科技股分有限公司
（株）三井化学分析センター

３０年以上積み重ねた材料研究が詰まった
最新版

エーディーワイ
（株）

• ２成分接着剤・塗料等用計量混合吐出シ

• HIP Si3N4, ZrO2, Al2O3 balls and
parts…Sinoma is the only HIP
Si3N4 ceramic manufacturer in
China

ステム…取扱いの煩雑な２成分接着剤・
塗料等を、
１成分同様に取扱う。

（株）常光

• 真空ポンプ…航空機や車の部材など、 • JN20…気軽に使える小型の卓上ホモジ
強度や耐久性が求められる合金の製造に
最適な真空を提供します

ナイザーです。研究・開発現場でのナノ粒
子の分散に威力を発揮します。

サンエナジー（株）
昭和電機（株）

• プッシュプル型換気装置…プッシュプルは
有害物質を拡散する前に廃棄フードへ流
し飛散を抑制できます。

する表面機能化処理剤です。

ランテクニカルサービス（株）

• 常温・仮接合…薄型基板を製造プロセス
の熱工程後にキャリア基板から簡単に剥
離できます。

（株）LINK-US
（株）ロブテックスファスニング
システム

• ステンレスシールドバルブリベット…水密

機能と高圧着機能を兼ね備えたハイブリッ
ド型リベット

• 脂環式エポキシ化合物…脂環式骨格に
より高耐熱性、高耐光性、低吸水性に寄
与します。

JFEテクノリサーチ（株）

• 樹脂・複合材料の強度評価技術…樹脂・
複合材料の素材および部材での強度を
評価いたします。

ダイヤテックス（株）

来場者登録欄

● ご来場前に下記項目にご記入のうえ、名刺2枚を添えて展示会場受付にご提出ください。引換えに入場者バッジをお渡しします。
● 一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。● 会場内でのカメラ、動画撮影などは固くお断りします。

来場された方には、今後、DM や電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、
役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □ ● 日本展示会認証協議会による展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話を
させていただく場合があります。 ● 弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ (https://www.reedexpo.co.jp)をご覧ください。
●

同時開催している全ての展示会にご入場いただけます。

• カルヴォ…水に浮く軽さで耐衝撃性に
優れた割れにくい自己強化プラスチッ
ク：KaRVOです

大連環球鉱産有限公司

• ワラスト…高いアスペクト比の長い繊維
を持ち、ワラストは多くの補強材料に応
用される。

ティー・エイ・インスツルメント・
ジャパン（株）

• Discovery DMA 850…世界でもっと
も売れているDMAQ800をベースに、
優れた変形制御、より速い動的応答を
実現

轟産業（株）

• 自動調合装置…塗工ラインにおける調

合作業の省力化のご提案をいたします！

ドナウ商事（株）

• アンダーウォーター造粒装置 EUPユ

アンケートにお答えください。
1.あなたの会社（または団体）の業種は？ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
【材料メーカー】
□ Ａ フィルムメーカー
□ Ｆ 塗料／コーティング剤メーカー
【材料ユーザー】
□ H 電子部品／電子機器／半導体
□ M 建築・建材
【その他】
□ Q 部品メーカー
□ U 受託加工

□ Ｂ プラスチックメーカー
□ G その他材料メーカー（

□ C 金属メーカー

□ Ｄ セラミックスメーカー

□ E 接着剤メーカー

□ I 自動車／航空宇宙／造船
□ N 塗装業者

□ J 新エネルギー
□ O 小売業者

□ K 医療・食品
□ P その他材料ユーザー（

□ L 通信・光学部品

□ R 機械・機械部品メーカー
□ V 商社・代理店

□ S 試験・測定・分析機器メーカー
□ W 副資材
□ X その他（

□ T 大学・研究所

□ B 設計
□ H 商品企画

□ C 生産技術
□ I 営業

□ E 生産管理
□ K その他（

）

）

）

2.あなたの職種は？…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ A 研究・開発
□ G 経営

□ D 品質管理・検査
□ J マーケティング・宣伝

□ F 購買・資材

）

ニット…穴つまりを解消させた『サーマ
ルアイソレーション構造』

3.あなたの役職は？…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NANOTECHNOLOGY
RESEARCH ASSOCIATION

4. 次回（ 2020 年）の出展について ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• T2B…Promoting
commercialization of nano
technology business by
supporting nano technology
company.

□ A 社長・役員

□ B 部長・次長

□ A 出展したいので連絡がほしい

□ B 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

本展に関するお問合せは

□ C 課長

□ D 係長・主任

□ E 社員・職員

COK-14

主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社 展示会 事務局 〒163 - 0570 東京都新宿区西新宿 1 - 26 - 2 新宿野村ビル 18 階
TEL： 03 - 6747 - 2557（受付時間： 土・日・祝を除く10：00〜18：00 ） FAX： 03 - 6747 - 2558
E-mail： mw-vis@reedexpo.co.jp

