招待券 10月 7日［水］〜9

ご注意！ 会期を10 月 に 変更して 開催します

O
P
［金］
日
インテックス大阪 E
N
!

右記 6 展
で 構成

●
●

フィルム 展
接着・接合 EXPO
高機能

●

高機能

●

高機能

プラスチック 展
セラミックス 展

●

高機能

●

高機能

金属 展
塗料 展

当社があなたをご招待いたします

会 期 : 2020 年
会 場:

10 月 7日［水］〜 9日［金］10：00〜18：00

9日［金］のみ
17：00 終了

主催者

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）

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。

リード エグジビション ジャパン（株）
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
TEL：03-5324-1279 FAX：03-6683-2571

最新情報は Web へ ▶ www.material-expo.jp

本展は 商談・技術相談 のための 展示会 です

来場対象者
下記分野 の 材料ユーザー

自動車
電子部品
航空宇宙
エネルギー
包装／容器

電機
機械部品
医療機器
建築／建材
食品／飲料

材料メーカー の 技術者
研究開発
製造

生産技術
調達

商談内容

下記 のメーカー、商社 など

の 導入

◆ 新素材の発掘

炭素繊維複合材
バイオプラスチック
高機能合金
ファインセラミックス

◆ 材料の

比較検討

塗料／コーティング剤
異種材料 接合技術

…など

本招待券に掲載の出展社数および講演数は、2020年6月23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。出展社数は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。 ※ 同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。

会場レイアウト図
第5回

セラミックス材料

高機能 合金

軽金属

特殊鋼・ハイテン

異種材料 接合技術

接着剤／接着フィルム

粘着剤／粘着テープ

抗菌ガラス

抗菌セラミックス

セラミックス加工

銅・銀・チタン

金属粉末

金属加工機械

レーザー溶接・溶着

超音波接合

アーク・抵抗溶接

粉体技術

セラミックコーティング

3Dプリンタ

溶接機

金属3Dプリンタ

研磨・切削

ファスニング

はんだ・常温接合

表面処理（プラズマ・UV・コロナなど）

レーザー加工

検査・測定・分析

工業炉

工業炉

検査・測定・分析

受託加工

ディスペンサー

溶接治具

VOC処理

第3回

…など

高機能 塗料展

高機能 プラスチック展

高機能 フィルム展

（コーティング 大阪）

…など

第8回

第8回

機能性コーティング

塗料（遮熱・自己修復・耐候性など） 原料・添加剤

光学フィルム

機能性フィルム

包装・パッケージフィルム

機能性樹脂

炭素繊維複合材（CFRP） バイオプラスチック

抗菌塗料

抗菌コーティング

塗装・コーティング機器

生分解フィルム

加飾フィルム

抗菌・抗ウイルスフィルム

ゴム／エラストマー

ナノセルロース

原料・添加剤

塗装治具／副資材

検査・測定・分析

受託塗装

機能材料・コーティング

粘着テープ

押出機・コーター

成形機

攪拌・混錬・混合

リサイクル機器

攪拌・混錬・混合

塗装ブース

VOC処理

クリーンルーム関連製品

フィルム加工／供給・輸送

検査・測定・分析

検査・測定・分析

設計・解析ツール

レーザー・超音波加工機 …など

…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。

注目テーマのセミナー 全 59 講演 開催！
プログラム の 詳細 は 裏面 へ

＜講師 一部紹介＞

インテックス大阪 は 近くて便利

※ 敬称略。講師およびプログラムが変更になる場合がございます。掲載枠上 講師の所属・役職を省略している場合がございます。

CFRP/CFRTP（炭素繊維複合材）

セルロースナノファイバー

三菱ケミカル（株）

香川事業所
炭素・無機技術部
グループマネジャー
八木 哲也

マニュファクチャリング
イノベーション本部
主任技師
濱田 真吾

トヨタ紡織（株）

東レ（株）

複合材料研究所
主任研究員
松谷 浩明

マテリアルズ・インフォマティクス

内外装先行開発部
バイオ技術開発室
室長
羽柴 正典

公共システム事業部
デジタルソリューション
推進部
チーフプロジェクト
マネージャ
森田 秀和

（梅田）

直通バス（会期中のみ特別運行）

約10分
弁天町 約10分
地下鉄中央線
JR大阪環状線

（株）日立製作所
パナソニック（株）

約 25 分

東京大学

工学系研究科化学
システム工学専攻
教授
船津 公人

なんば

約5分
地下鉄御堂筋線

新大阪

約10分
地下鉄御堂筋線

約15分
地下鉄中央線

関西国際
空港

約3分

循環バス
約3分
南港ポート
タウン線

中 ふ頭

機能性樹脂事業部
営業・マーケティング
ディレクター
矢倉 秀紀

大阪

徒歩
約5分

約 50分
リムジンバス

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）
所要時間は交通状況により前後します

バス停の地図・時刻表は Web へ

www.material-expo.jp

1〜6 号館 にて

本招待券 で入場可

3D プリンタなど 1,020 社 が 出 展

関西
構成展

アルケマ（株）

同時開催 インテックス大阪

大阪駅 から 直 通 バス で 25 分
コス モ ス ク エ ア

全ての出入口 に 消毒液を設置
● 扉 の 開放、
空調設備 による常時換気
● セミナー会場 での 座席間隔 の 確保 …など
●

…など

本 町

全参加者 へ マスク着用を徹底
● 全参加者 に サーモグラフィ等による 体温測定
● 医師・看護師 が 医務室 に 常駐

接着・接合 EXPO

CMC（セラミックス基複合材）

樹脂事業部
機能樹脂営業部長
上田 一恵

●

高機能 金属展

機能性セラミックス

ユニチカ（株）

こちらからも
確認いただけます▼

第4 回

第7回

高機能 セラミックス展

バイオプラスチック

詳細は Web へ ▶ www.material-expo.jp/doc_covid19/

6号館 C

高機能素材 Week 2020 計 300 社 が 出展

イ ン テック ス 大 阪

前回（ 2019 年）の 商談風景

本展では、徹底したコロナ対策を実施します

関西

受講無料 / 事前申込制

…など

CFRP・バイオプラスチック・
・

出展社
フィルム／樹脂

◆ 製品・技術

広げて 両 面 を ご 覧 く だ さ い

高機能素材 Week

関西最大！ 先端材料（ セルロース セラミック複合材 ）から 異種材接合 までを 網羅
※

▼
▼
▼
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本紙は招待券の見本です。入場には実物の招待券が必要です。お申込みはこちら ▶▶▶ https://www.material-expo.jp/inv/

ものづくりワールド 2020

・関西 次世代3Dプリンタ展
・関西 設計・製造ソリューション展
・関西 機械要素技術展
・関西 工場設備・備品 展 など 他3展

出展 まだ間に合います
お問合せはこちら

Tel: 03 - 3349 - 8568

前回（2019年）の会場風景

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

招待券 の 追加請求 はWeb へ
招待券 の お申込み（無料）
は
関西 高機能素材 Week

（無料）

www.material-expo.jp

こちら
1 名のみ入場可

検索

本招待券 1 枚で

2/ 2

※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
出展社一覧
＜第8回

関西

高機能フィルム展＞

（株）オサダコーポレーション

• エアブローワイピングクリーナー…エアブ

アメテック（株）

• SmartView 欠陥検査システム…生産工

程で発生する欠陥を検出、分類する欠陥検
査システム

（株）
ＡｎｄＴｅｃｈ

• フィルム成形のプロセス技術…最前線技術
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
• 機能性フィルム・機能性包装・高機能プラス
チックの技術・市場動向レポート
【2019】…
書き下ろし動向資料
• 次世代デジタル印刷の仕組みと技術的特
長、軟包装・容器への応用・採用例、将来展
望 …類書のない1冊

合わせた、高精度制御可能なクリーン空間
を実現。
• KAMATA 防爆ブース…危険性エリアの
局所的な防塵対策、作業者への安全性・
快適性へ
• KAMATA恒温恒湿クリーンルーム…環境
測定実験室や電子顕微鏡、
３次元測定機の
精密機器に必要な温湿度を実現

関計（株）

アルミ押出ラインの搬送用フエルト

• KANKEIエアフィルター…クリーンルーム

• 鋼板用フエルト…鋼板用のロールカバーフ
エルト

（株）イングスシナノ

• ダイレクトボンディング…ダイレクトボンディ
ング(OCA方式/OCR方式)の対応実績があ
ります。

（株）インテクノス・ジャパン

• コンタミ監視・落下粒子モニタ APMON…
15ミクロン以上の落下粒子による付着異物
を常時監視します。
• 表面清浄度検査用パーティクルカウンタ
PartSens…新しい「表面清浄度と落下塵
の粒子検査」

ウエッジ（株）

等で使用される低コスト・高品質のエアフィ
ルター
• パネルクリーンルーム…工場内でのクリー
ン化、陽圧化、恒温恒湿化を実現します。
• エアーシャット…左右のファンボックスから
送り出される気流により虫、塵埃の工場内
への侵入を防ぎます。

キーサイト・テクノロジー（株）
五洋紙工（株）

• ホワイトボードスクリーンフィルム…ホワ

ム、粘着テープなど様々な材料を高速で輪
切りにカットできる機械です

て除去します。

WEB Journal

• ウェブジャーナル…ＷＥＢ素材メーカーと

ユーザーを繋ぐマーケティング＆技術の専
門誌

宇摩製紙（株）

• 複合不織布（ＮＴシリーズ）…湿式・乾式の
コンビネーション。吸水拡散性と湿潤強度
保持が特徴のシート。

• 合繊紙…ヒートシール性や寸法安定性な

ど、合成繊維の特徴を湿式抄造にてパルプ
混抄することで表現している
• サーマルボンド不織布…熱により融着繊維
同士結合させたノーバインダー不織布。
熱の掛け方で風合いが変更可能

エア・ウォーター（株）

•ドライアイススノー精密洗浄システム
「QuickSnow」…１ミクロンサイズの異物

• テキスタイル向け超音波溶着 固定タイプ

…高速で安定したシールにより、高品質な
仕上がりを実現します。
• テキスタイル向け超音波溶着 ロータリータ
イプ…高速で安定したシールにより、高品
質な仕上がりを実現します

日本電色工業（株）

• 分光色彩・ヘーズメーター COH7700…

三共（株）

• 剥離ロボット付き貼合機…6軸多関節ロボッ
トにてフィルムを剥離し、貼合します。
• 超大型枚葉貼合機 HAL-3012…最大
3000X1200MMまで貼合可能な弊社最大
級の貼合機です。
• クリーンローラ…優れた安定性・強い粘着
力を持ったハンドローラです。

（株）山東鐵工所

• ハイブリッドスプライス装置…最短0.5秒と
驚くほどのスプライス動作

（株）伸興

• 超音波ドライクリーナ…表面に付着した

ダスト除去に、最適なクリーニングを提案し
ます。

• 直流式防爆型静電気除去装置…日本初の
直流式防爆型静電気除去装置です。

ダイワボウレーヨン（株）
帝人フロンティア（株）

日本不織布協会
ネッチ・ジャパン（株）

• DEA 288 Ionic…誘電率測定を用いた
硬化モニター

• ヘンプ 100％不織布…ヘンプ繊維をニード • 接合焼結体…SPS焼結により異種金属と

ルパンチ製法にて結合。軽量で強く耐久性
のある部品材。
を一つに集約した検索サービスとなります。
• NF50/PP50 不織布…耐久性を備えた軽
無料でご利用可能です。
量部品材。
• Chematels…化学品専門ポータルサイトと
して業界人に役立つニュースや市況情報を • ネイチャー50 ペレット… PC ABS GFに
比べ約20%軽量化可能。各強度において
発信！
も同等。

クラボウ

• クラパワーシート…クラボウ独自の一方向
開繊炭素繊基材を熱可塑性樹脂パウダー
で一体化した基材です。

（株）三協

ＪＸ ＡＮＣＩ
（株）
ＪＸ液晶（株）
• STA 449 Jupiter シリーズ…熱重量/示差
ＪＸＴＧエネルギー（株）
走査熱量同時測定装置

フィルム・ニュース社

• フィルム・ニュース…国内唯一のフィルム

専門紙。包装用および各種機能性フィルム
などの情報を幅広く掲載。

富士商工マシナリー（株）
（株）不織布情報
（株）メック

インライン検査の決定版！
• FineMonitor…顕微鏡画像モニタリングユ
ニット

（株）メディア研究所

• EasyInspect…Dr. Schenk社（ドイツ）が
世界販売22,000台を誇る高速光学フィル
ム・不織布欠陥検査装置。
• オートフォーカス顕微鏡…ラインスキャンカ
メラで高分解の画像を無人運転、連続で取
り込むことが可能。
• 大気圧常温プラズマ発生装置Capplas…
面状でプラズマ化学反応を起こす事が可能
な大気圧常温プラズマ発生装置

MOCON, INC.

ラボ
• 不織布吸音材…乾式不織布用としては最も （株）
細繊度なポリエステル繊維を配合すること • 成型用離型フィルム…スラリー塗工基材、

熱性の高い臭素系ポリマー型難燃剤。

• TBDMA(2,4,6-トリブロモフェニルジメタ

• 脂環式エポキシ化合物【エポカリック】…
UV速硬化・低粘度
• 高耐熱熱硬化性樹脂…高耐熱性と低粘度

を両立した独自の熱硬化性樹脂
• 透明ポリイミド用モノマー「エネハイド」…
高透明性、高耐熱性、低熱線膨張性を実現
可能

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。
• 樹脂・複合材料の各種評価技術…当社で
は、組成分析、構造解析、不具合原因調査・
解析等を行います。
• 膜厚分布測定装置FiDiCa…フィルムの全
長全幅の膜厚分布を測定できるFiDiCaに
つきまして実機展示致します

• 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。
• バライト…バライトの化学分子式はBaSO4
で、化学性質が安定して、磁性／毒性はな
く。
• 合成ワラストナイト…化学成分安定し、物質
組織均一

蝶理（株）
（株）
ＤＪＫ

分子材料の試験・研究を秘密保持厳守、産
業財産権放棄の立場で受託
• 熱硬化性樹脂・UV硬化性樹脂の評価…熱
硬化性樹脂について硬化特性から試料作
製、物性測定等の評価試験を受託
• 二軸押出機による熱可塑性樹脂の混練試
験…小型の二軸押出機を用い、熱可塑性樹
脂を対象とした混練試験を受託

日産化学（株）

• スターファイン…対金属用 塗膜密着性向
上剤

• ファインオキソコール…各種エステル原

料、潤滑剤、化粧品原料などの用途に使用
されています。
• 高機能エポキシ樹脂TEPIC …透明性・耐
久性に優れた多官能エポキシ樹脂です。

• CFRP中のカーボンファイバーの含有率お
よび配向性評価 −X線CT−…X線CTによ
接合界面可視化、弾性率の場所依存性、樹
脂配向像

• 熱可塑性エラストマー…台湾のスチレン系

エラストマー。小口から着色まで小回り対応
が可能です。

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。

• セルロースナノファイバー疎水化粉体…熱
可塑性樹脂向けの疎水化粉体です。

• セルロースナノファイバー100％成形体…
木から生まれた新しい材料です。

レッテンマイヤージャパン（株）

• セルロースマイクロファイバー(CMF)…樹
脂添加用CMF 有機物セルロースフィラー
• ARBOCEL セルロースマイクロファイ
バー …プラスチック/ゴムへの有機物フィ
ラー 持続可能資源、軽量フィラー

マイクロコロイダルセルロース 塗料向けチ
キソ性付与剤

（株）ロゼッタ

• ASKのPbフリー快削鋼…従来の生産性を

• VICTREX PEEK…VICTREX PEEKは高

プロトラブズ（同）

• 納期最短1日、3Dデータを活用したオンデ
マンド受託製造

□ Ｄ セラミックスメーカー

□ K 医療・食品
□ P その他材料ユーザー（

る、撮る、測るを、一台で。斜めからも観察
可能で、精度保証も実現。

• 3D測定レーザー顕微鏡 LEXT OLS5000
…JISやISOに準拠し、三次元粗さを非接
触で高速測定。

□ 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（

主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社

□ L 通信・光学部品

）

）
□ F 購買・資材

）

□ E 社員・職員

MWK-14

展示会 事務局

TEL： 03-5324-1279（受付時間： 土・日・祝を除く10：00〜18：00 ）

• アルミニウム製品…アルミは軽量で加工性
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。

材、最新の製品を展示

コープMP0R…ポケットタイプの小型で、
操作も簡単に皮膜厚を測定。

• ハンドヘルド型の蛍光X線式測定器
XAN500…携帯可能な蛍光X線式の膜厚
測定および素材分析装置です。

でありながら低ヤング率である金属ガラス
製のねじを開発！
• 高強度純チタンねじ（PPTi）…純チタンの
特性に合金チタンに匹敵する強度を併せ持
つ次世代のねじ製品。

三菱製鋼（株）
ヤマハ発動機（株）

＜第5回

関西

ル…軽量、自身潤滑、絶縁、長寿命、超低
温、高温、耐摩耗性、耐食性
• 窒化ケイ素セラミック絶縁複合部品…絶
縁、耐食性、耐熱性、耐熱衝撃性、小さな熱
膨張係数、長寿命
• 窒化ケイ素セラミック基板…絶縁、耐熱衝
撃性、小さな熱膨張係数

• 紫外線装置 洗浄改質、硬化、殺菌 設備設

• HIP窒化ケイ素セラミックベアリングボー

（株）写真化学

• 公自転式撹拌脱泡装置「カクハンター」…
高精密な撹拌と脱泡を同時に短時間で処
理

（株）常光

〒163-0570 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 18 階
FAX： 03-6683-2571
E-mail： mw-vis@reedexpo.co.jp

製作から試作までが
『１０万円〜』、最短２週
間で納品可能！
• アルミナ(Al2O3)…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！
• ステアタイト(MgO・SiO2)…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！

分散装置と受託試験サービスで高機能材
料開発をサポートします。

（株）シンターランド

• パルス通電加圧焼結装置LABOX-300R

シリーズ…・小型軽量で高機能＆高コストパ
フォーマンス
• 超高温高圧用・焼結型 SL-400H…・使用温
度最高2000℃・最大面圧 400MPa

（株）スギノマシン

• 超高圧湿式微粒化装置「スターバースト」
…最高245MPaに加圧した原料を衝突さ
せ、分散・粉砕・乳化を行う装置

• バイオマスナノファイバー「BiNFi-s（ビン
フィス）」…直径約20nm、長さ数ミクロンの
「超・極細繊維」
• 対向気流乾式粉砕機「ドライバースト」…
気流式サイクロンや捕集ビンを一体化した
100V電源の分散・粉砕装置

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。
• マシニングセンター加工…高速回転主軸に
よる高精度切削加工
• 光学薄膜製品カタログ販売…高機能多層
膜の設計・開発から、成膜までトータルに対
応致します。

• 研磨材、耐火材…硬度が高い、カサが大き
い、化学的に安定、それに特有の自鋭性等
の特長があります。

（株）
トリオセラミックス

• セラミック長尺パイプ(ローラー)…耐熱、絶

縁、耐蝕、耐摩耗
• セラミック極細パイプ、絶縁管…耐熱、絶
縁、耐蝕、耐摩耗
• 各種セラミック部品、精密加工部品…耐熱、
絶縁、耐蝕、耐摩耗

（株）長峰製作所

• セラミックマイクロハニカム…世界最小ク

• 炭素繊維強化炭素繊維材料…炭素繊維で

接機新規デモ機を展示予定

計製作…使用用途にあった設計・製作を得
意としています。
• 高精度 ボンドテスター…独自開発技術(特
許)を搭載、電子部品、ワイヤ等の強度や接
合部強度試験に対応。

（株）
ドックワイラージャパン

• プレスロック継手…迅速、簡単、コンパク

ト、低コスト 溶接不要 な圧着継手
• 特殊溶接技術…内側から外側への配管溶
接技術で0.5D以下を実現。洗浄性を高め
スチーム滅菌を容易にします。

ナグシステム（株）

ファインセラミックス応用製品の展示と
JFCA協会活動のご紹介

（株）
ピーエムティー

•「美細加工」…「美細加工」をテーマに掲

げ、セラミックス・超硬・メタルの超精密高精
度加工部品を展示

（一財）ファインセラミックスセンター

• 研究成果集…企業の皆様に支えられて３０

年以上積み重ねた材料研究が詰まった最新
版

（株）フジミインコーポレーテッド

• 精密人造研磨材…分級技術を活かした精

密人造研磨材
• 溶射材…高い品質のサーメット、セラミック
溶射材のラインナップを揃えています

マイクロトラック・ベル（株）
ヤマキ電器（株）

• 焼結石英…金型を用いた大量生産向けの

石英生産技術
• 鋳込み製法セラミックス…安価な金型に材
料を流し込むことで複雑な形状の製品を安
価に製造できます。※小型
• 工業用ヒーター…輻射加熱式・直接加熱用
ヒーターをご提案できます。

吉田機械興業（株）

＜第4回

関西

接着・接合 EXPO＞

（株）アイテックシステム

• 卓上コンベア式UV硬化装置…搬送物の
品種と用途に合わせて最適なUV-LED

照射器が搭載可能なコンベア式の自動機

エーディーワイ
（株）

等を、
１成分同様に取扱う。

…取扱いの煩雑な２成分塗料等を、
１成分
同様にスプレーする。

エバンス コンポーネンツ
三洋貿易（株）

• 低温ホットメルト…低温ホットメルトとグ

• 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。
• 年刊『塗料・塗装白書』…塗料・塗装の各需
要分野の動向をまとめたマーケットブック。

（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。
• デュアルタイプ膜厚計 SAMAC-PRO…
金属素地上の塗装厚さを迅速・簡単に測定
可能なコンパクト膜厚計です。
• 超音波式膜厚計 クイントソニック…金属、
非金属素地上の最大5層までの皮膜厚さが
測定可能です。

三洋貿易（株）

バイオプラスチック
BIP-1

CFRP/CFRTP（炭素繊維複合材）

10月7日［水］11:45〜12:30

植物由来のバイオポリマー「トチュウエラストマー」

BIP-2

10月7日［水］15:15〜16:00
ユニチカ（株） 樹脂事業部 機能樹脂営業部長

上田 一恵

アルケマ（株） 機能性樹脂事業部 営業・マーケティングディレクター 矢倉 秀紀

日本アビオニクス（株）

• 超音波ハンドウエルダ…業界初となる周波
数60Hzの超音波溶着機でこれまで困難
（株）シミズ
だった細径のかしめにも対応する
• 耐酸性電着塗料『エレコートAR 』…高温
• サーモカメラ監視システム…品質管理とト
多湿な酸性雰囲気中で使用される金属配
レーサビリティを温度分布の監視で強化・効
率化するシステム

日本プラズマトリート（株）

• Openair-Plasma 装置…大気圧プラズマ
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。
• Plasma-SealTight …樹脂と金属など異
種素材の接合、気密性と耐腐食性の向上を
目的としたプラズマ技術です
• ポテンシャルフリーノズル…電子基板の
コーティング前処理、ハウジングの接着前
処理に使用可能なノズルヘッド

（株）マイセック

• マイ・ホットエアーボックス…組立簡単！熱風

循環で温度管理や原料の溶解を容易に
• ホースヒーターシリーズ…3次元の動きに
も対応できるフレキシブルな電気保温・加熱
システム
• マイ・ドラムヒーター…ドラム缶(200L)ごと
加熱し、高粘性材料を取り出しやすくしま
す。

ユニテンプジャパン（株）

• ギ酸還元対応 卓上型真空リフロー装置
RSS-210S…最高0.01％のボイドフリー
を可能に。

ランテクニカルサービス（株）

• 透明接合…無機透明膜による常温接合の

応用技術です。弊社独自のメソッドです。
• 常温接合…接着剤、加熱は一切不要で、強
固な接合が可能です。
「仮接
• 仮接合…常温接合技術を応用して、
合」が可能となりました。

＜第3回

関西

高機能 塗料展＞

アイメックス（株）

• テラヘルツ分光イメージングシステム
TAS7500TS/7400TS…テラヘルツ波を

利用した非破壊解析システム
• 無線データロガー AirLogger™…温度、
ひずみ、電圧などの物理量を無線で簡単に
収集できる小型データロガー

（株）アルメディオ

プのコーティング剤

（株）
ダイイチコンポーネンツ

臭・分解・脱色作用を利用してブース水の交
換を不要にしました。

関西ペイント
（株）

• 車の色の印象を可視化する「面質感CSX」
…車両の形状による色の印象を可視化する
シミュレーション画像
• 導電・熱伝導コーティング…分散ノウハウに
より、機能性膜形成に必要なスラリー(液体)
を開発・製造
• Easy to Clean 塗料(開発品)…独自の表
面改質技術により自動車、公共車両の汚れ
を簡単に洗浄できる塗料を開発

（株）
クリスタルプロセス

• ポリッシャー プレーティング システム…

ポリッシングで鏡面被膜を形成する新時代
のコーテイング剤です。

広栄化学（株）

• イオン液体…イオン液体はイオン（カチオ
ン、アニオン）から構成される不揮発性の
液体です。
• アミン類…アミンの多品種少量生産
• ブロックイソシアネート低温硬化触媒…
ブロックイソシアネートを用いる樹脂の硬化
温度を低温化できる触媒です

東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

BIP-6

• 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。
• パウダーフロンSELAボンディングメタリッ
ク…２層分離形ふっ素樹脂粉体メタリック塗
料
• COZY PACK…日本で唯一のゼロVOC
塗料、
「におい」がほどんどしない室内用水
性塗料

（株）塗料報知新聞社
•『塗料報知』…塗料・塗装、コーティングの業
界新聞（旬刊）

• 専門誌『塗布と塗膜』…工業用塗料・塗装、
建築用塗料・塗装、関連材料を紹介する総
合専門誌。
•『塗料年鑑』…塗料・塗装の総合資料集

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…静電気の力を使っ

ドライトの黄ばみ・ヒビ割れに補修に新しい
工法をご提案
• キレール・ビカールコンパウンド…『ズィーヴ
ン・キレール』
・
『ズィーヴン・ビカール』
コン
パウンド

塗膜を何にでも施工致します。

• フッ素系クリアコート剤 Shields（シール
ズ）…Shieldsは、耐薬品性・防汚性に優れ
た撥水撥油コート剤です。

藤倉化成（株）
フジケミ近畿（株）
• 磁性フィルタ塗料…業界最高水準！初透磁
率100以上を実現 HF帯RFIDアンテナの
受信感度を向上

• 透明熱放射塗料…簡便な塗工で効率的に
基材を冷却・小型化 放射率95％以上の

高い放熱性
• 電磁波シールド/電波吸収塗料…kHz帯
からGHz帯まで、各種塗装、塗布方法への
対応を可能にしています。

フドー（株）
• ニカノール…ニカノールは、ｍ-キシレンを
ベースのオリゴマーです。各種樹脂との
相溶性に優れています。

ＨOU CHI CHEMICAL CO., LTD.
好川産業（株）
• 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-VR
• IH塗膜剥離機「メクレル」…IH誘導加熱に
よる層間剥離技術で、人に優しく環境に配
慮した新工法です。
• アスベスト含有塗膜剥離剤「パントレAS」
…建築物の改修・解体工事でアスベスト含
有塗膜を湿潤化し除去します

10月7日［水］11:45〜12:30

名古屋大学 ナショナルコンポジットセンター 特任教授

CFRP-4

10月7日［水］15:15〜16:00

東京エレクトロン宮城（株） 製品開発本部 システム開発一部 6グループ グループリーダー 佐藤 直行

受講無料

事前申込制

（一財）ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 先進構造材料グループ グループ長／主任研究員 木村 禎一

10月8日［木］15:15〜16:00

高信頼性セラミックス開発に向けた評価技術と国際標準化
（国研）産業技術総合研究所 マルチマテリアル研究部門 主任研究員 宮﨑 広行

CERA-5

10月9日［金］10:00〜10:45

透明セラミックスの最新技術動向 〜透光性から光学グレードへの転換期〜
（株）ワールドラボ 代表取締役

CERA-6

池末 明生

10月9日［金］13:30〜14:15

高温過熱水蒸気を利用した脱脂プロセスの高速化と今後の展望
（一財）ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 環境材料グループ 上級研究員 和田 匡史

10月7日［水］10:00〜10:45

素材開発のDX化に向けた日立の先進デジタル技術のご紹介
10月7日［水］13:30〜14:15

データ駆動型化学の展開 〜インフォマティクスの基礎と材料設計への応用〜
東京大学 工学系研究科化学システム工学専攻 教授

MI-3

船津 公人

JFEスチール（株） IT改革推進部 主任部員（副部長） 桑原 智

MI-4

10月8日［木］13:30〜14:15

化学プラントにおけるAI・IoT活用
三井化学（株） 生産・技術本部 生産技術高度化推進室 室長

MI-5

江崎 宣雄

10月9日［金］10:00〜10:45

様々な材料分野におけるMI活用のトレンド
MI-6（株） 執行役員

MI-6

入江 満

10月9日［金］13:30〜14:15

旭化成におけるMIを活用した材料開発
旭化成（株） 研究・開発本部 インフォマティクス推進センター データサイエンス部 主幹研究員 武井 祐樹

パナソニック（株）マニュファクチャリングイノベーション本部 主任技師 濱田 真吾

CNF-2

10月7日［水］13:30〜14:15

セルロースナノファイバーの自動車内装部品への適用
トヨタ紡織（株） 内外装先行開発部 バイオ技術開発室 室長

CNF-3

10月9日［金］11:45〜12:30

羽柴 正典

10月8日［木］11:45〜12:30

添加剤としてのCNFの新たな機能 〜乳化・分散剤への応用〜

スリーエム ジャパン（株） ディスプレイ製品事業部 LCD技術部門 開発部 部長 並木 裕資

FILM-2

10月7日［水］11:45〜12:30

日本ゼオン（株） 総合開発センター 精密光学研究所 所長

FILM-3

10月8日［木］15:15〜16:00
CNF-4
未変性CNFによる環境配慮材料への取組み
10月9日［金］11:45〜12:30

（株）スギノマシン 新規開発部 開発プロジェクトグループ アシスタントマネージャー 小倉 孝太

浅田 毅

10月7日［水］13:30〜14:15

「個客」ニーズに応えるオンデマンド加飾技術

第一工業製薬（株） 研究本部 ライフサイエンス統括部 レオクリスタ開発グループ 専門課長 後居 洋介

スギノマシンにおけるセルロースナノファイバーの取組み

東レ（株） 複合材料研究所 主任研究員 松谷 浩明

CFRP-6

10月7日［水］10:00〜10:45
FILM-1
3Mのディスプレイ向け光学フィルム

日本ゼオンの高機能フィルム事業戦略と展望

CNF-5

富士フイルム（株） R&D統括本部 研究主幹

FILM-4

伊藤 忠

10月8日［木］11:45〜12:30

ディスプレイの用途別に求められる最先端光学フィルム部材の特性と設計
日東電工（株） 情報機能材料事業部門 R&D統括部 第6開発部長 北村 吉紹

FILM-5

10月8日［木］15:15〜16:00

高機能でフレキシブル／ストレッチャブルなエポキシ樹脂フィルムの開発動向
三菱ケミカル（株） 高機能化学部門 機能化学事業本部 事業企画室 マーケティンググループ グループマネジャー 山根 憲康

熱可塑性ポリイミドの特性とCFRPへの応用

10月9日［金］15:15〜16:00
CNF-6
竹CNFを活用した建材の開発と、既築集合住宅への実装によるCO2 削減効果の実証

10月9日［金］10:00〜10:45
FILM-6
IoTデバイス用プリント配線板の小型・薄型化を実現するフィルム・基板材料

三井化学（株） 機能性コンパウンド事業部 エンプラグループ 課長 佐藤 友章

（株）日建ハウジングシステム 設計監理部 部長 兼 lid研究所Ⅰ3デザイン室 室長 古山 明義

日立化成（株） 情報通信事業本部 積層材料開発部 主任研究員 中村 幸雄

10月9日［金］15:15〜16:00

COAT-1

金属（アルミ・銅・チタン・マグネシウム・特殊鋼）

10月7日［水］13:30〜14:15

ホソカワミクロンワグナー（株） 代表取締役社長

COAT-2

木村 尚司

10月8日［木］11:45〜12:30

塗装可視化へのチャレンジ

COAT-3

神澤 啓彰

10月8日［木］15:15〜16:00

新たな価値を創造するDNTのR&D活動
大日本塗料（株） 執行役員 技術開発部門長

COAT-4

METAL-1

次世代高度水平アルミリサイクルで実現するCircular Economy
ハリタ金属（株） 代表取締役社長

METAL-2

自動二輪車におけるMg合金の適用

METAL-3

METAL-4

10月9日［金］15:15〜16:00

ピーピージー・ジャパン（株）
代表取締役 航空機材料部 ビジネスマネージャー 須田 敦／工業用塗料部 営業部長 新川 恭輔

チタンの加工技術 ̶ 機械加工

新構造材料技術研究組合
プロジェクトマネージャー／大阪大学名誉教授 平田 好則

10月7日［水］15:15〜16:00

マルチマテリアル化の技術とエンジニアリングプラスチック
六田 充輝

10月8日［木］10:00〜10:45

FSWの最新技術と装置の開発状況
（株）日立製作所
材料イノベーションセンタ 先端材料プロセス研究部 主任研究員 平野 聡

10月8日［木］13:30〜14:15

マツダにおける異種材料接合技術の取組み
マツダ（株） 技術研究所 技監

JOI-5

高見 明秀

10月9日［金］11:45〜12:30

構造接着剤の基本と応用展開
セメダイン（株） 取締役 技術部長

10月8日［木］10:00〜10:45

高機能金属粉末の開発の現状と適用事例
山陽特殊製鋼（株） 粉末事業部 粉末技術部長

METAL-6

相川 芳和

10月8日［木］11:45〜12:30

10月9日［金］13:30〜14:15

宇部興産（株） 化学カンパニー研究開発本部 先端技術研究所 所長 海磯 孝二

VIPをご紹介ください
（課長職以上、経営者・経営幹部など）

セミナーの優先申込

（優先的にお席を確保します）

VIP 専用ラウンジのご利用

VIP 紹介・ご本人登録はこちら
www.material-expo.jp/vip_kansai/

西田 智

10月8日［木］13:30〜14:15

難燃性マグネシウム合金溶接の各種用途への応用
木ノ本伸線（株） マグネシウム開発チーム 理事 技術部長

METAL-8

上田 光二

10月8日［木］15:15〜16:00

鉛フリー銅合金エコブラスの紹介と今後の展開
三菱マテリアル（株） 高機能製品カンパニー 三宝製作所 副技術主幹 須崎 孝一

METAL-9

10月9日［金］10:00〜10:45

建築内装用アルミニウム吸音材料

セミナーの詳細・
お申込みはこちら
www.material-expo.jp/seminar_kansai/
事前申込制！定員になり次第締切！

日本軽金属（株）グループ技術センター 解析・設計グループ 主任研究員 崎本 佑

METAL-10

10月9日［金］11:45〜12:30

チタンの溶接技術と溶接トラブル事例
日本製鉄（株） 鉄鋼研究所 委嘱研究員 小川 和博

METAL-11

10月9日［金］13:30〜14:15

熱交換器用アルミニウム材料の技術動向
三菱アルミニウム（株） 研究開発部 熱交開発室 副室長

METAL-12

兵庫 靖憲

10月9日［金］15:15〜16:00

米国におけるマグネシウム製品のご紹介
秋本 雅人

〈 VIP 特典〉

引抜き鋼材の残留応力制御 〜切削後の部品変形低減技術〜

METAL-7

10月7日［水］10:00〜10:45
JOI-1
NEDO/ISMAプロジェクトにおける接合技術開発について

JOI-4

METAL-5

木下 和宏

秋山精鋼（株） 生産部 テクニカルサポート室 主任

接着・接合

JOI-3

10月7日［水］15:15〜16:00
（一社）日本チタン協会 企画部 部長

ABB（株）
ロボティクス＆ディスクリート・オートメーション事業本部 事業本部長 中島 秀一郎

ダイセル・エボニック（株） テクニカルセンター 所長

10月7日［水］13:30〜14:15

空調用伝熱管動向

塗装工程ロボット化、その成功のコツと最新技術

JOI-2

張田 真

10月7日［水］11:45〜12:30

（株）コベルコ マテリアル銅管 秦野工場 技術部 研究室 研究員 上野 安博
佐野 秀二

10月9日［金］11:45〜12:30

COAT-5
PPGの高機能塗料戦略

10月7日［水］10:00〜10:45

FILM-7

宇部興産における機能性プラスチック・フィルム開発への取組み

ヤマハ発動機（株） 生産技術本部 材料技術部 評価解析グループ 主事 佐藤 龍彦

ダイハツ工業（株） ユニット生技部 設備開発室 課長

10月8日［木］10:00〜10:45

製鉄制御設備のメンテナンス業務でのAI活用

セルロースファイバー複合樹脂の家電リサイクル適用に向けた取組み

CFRP-5

（株）日立製作所 公共システム事業部 デジタルソリューション推進部 チーフプロジェクトマネージャ 森田 秀和

MI-2

フィルム

10月7日［水］10:00〜10:45

スターライト工業（株） 新歩推進ユニット 先進材料開発グループ 第1チーム 主事 藤橋 政人

マテリアルズ・インフォマティクス
MI-1

セルロースナノファイバー
CNF-1

三菱ケミカル（株） 香川事業所 炭素・無機技術部 グループマネジャー 八木 哲也

10月8日［木］11:45〜12:30

セラミックスのレーザー焼結技術と今後の展望

CERA-4

10月8日［木］13:30〜14:15

ピッチ系炭素繊維の現状と将来

櫻田 理

エッチング装置とセラミックス部品の今後

CERA-3

石川 隆司

人手不足・環境問題を「塗装」で解決！粉体塗装の導入メリット

（株）信州セラミックス 代表取締役

CERA-2

小田 宗一郎

塗料･塗装・コーティング

抗菌・抗ウイルス材料アースプラス™の活用

（株）NIKKEN

• 紫外線硬化型UVヘッドライトコート…ヘッ

サンコロナ小田（株） 新規事業開発部 取締役 部長

セラミックス
CERA-1

10月7日［水］15:15〜16:00

10月8日［木］10:00〜10:45
CFRP-3
CFRP（特にCFRTP）の各種産業分野への適用の現状と展望

岩田 忠久

フタムラ化学（株） 中部統括 開発グループ グループリーダー 花市 岳

備防爆指針に適合し、引火性ガス雰囲気で
の使用に対応したサーボモータ

大日本塗料（株）

CFRP-2

守富 寛

新規炭素繊維複合材料とアプリケーション

10月9日［金］13:30〜14:15

• 耐圧防爆型ACサーボモータ…工場電機設

日本塗装機械工業会
（一社）日本塗料工業会
野田スクリーン
セトン等）の代替品、塗料・インキ・接着剤等 （株）

洗浄液 金型の洗浄にも最適 摩擦や熱
で炭化した油脂類の洗浄にも
• オムニブライトアシッド(酸性)…劇毒物を
使わずに、安全な酸洗いを 溶接スケール
(酸化被膜)や錆の除去に

BIP-5

10月9日［金］10:00〜10:45

世界同時「脱プラ」現象はなぜ起こったのか

• シリコーン系コーティング剤新製品…5タイ

• ペイントソルブW…有機溶剤（シンナー・ア
の植物性溶解洗浄液

三菱ケミカル（株） 高機能ポリマー企画部 部長付 兼 サーキュラーエコノミー推進部 部長付 佐野 浩

信越化学工業（株）

インフィニティ
（株）

• セーフティーソルブ…植物性 剥離・溶解型

循環型社会を実現する三菱ケミカルのバイオプラスチック

生分解性バイオマスプラスチックの現状と課題

• カーボンナノファイバー…ナノファイバーを （株）
日研工業所
高濃度で樹脂に添加し、電気伝導度、熱伝
• 抗菌塗装『バイオコートG 』SIAA登録…
導度、剛性アップ
SIAAにも登録されている抗菌効果がある
• 合成グラフェンパウダー…多層グラフェン
を高濃度で樹脂に添加し、電気伝導度、熱
伝導度、摺動性アップ

10月8日［木］13:30〜14:15

管や装置部品を保護するのに最適
• ポリイミド系電着塗料『 エレコートＰＩ』…
耐熱電気絶縁性を付与します。
• 電着フォトレジスト『 エレコートＥＵ−ＸＣ 』
…電着によるフォトレジストで凹凸面にもレ
ジスト形成が可能

て様々な液体をスプレーする特殊なスプ
• Neo-アルファミル…1.高品質ナノ分散 ２． レー装置です。
ロングライフ ３．
スケールアップ性良好
• 基材の滑り防止パッド サーフコン …基材
• イージーナノRMB型…使いやすさに加え、
搬送中の横滑りやポッピングを解消する革
さらなる軽量化、泡立ち対策の密閉化、高
新的なパッド
周速化が実現しました。
• レディーミル RMH型…さらなる小型化・高 • テーブルコーチ KOACH T500-F…
周速化を実現！高粘度・高濃度対応ラボサイ
オープン環境でクリーン度ISOクラス１を
ズのビーズミル
作り出す画期的なクリーンユニット

（株）アドバンテスト

BIP-4

カーボンファイバーリサイクル工業（株） 顧問

不可能を可能にするCFRP革命！Flexcarbon®（JECイノベーションアワード2020受賞！）

バイオマスプラスチックの開発動向と特性

• DSA Inkjet インクジェット …インクジェッ

トにより吐出された飛翔中の液滴形状を正
確に測定できます。
• 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。

10月7日［水］11:45〜12:30
CFRP-1
CFRPリサイクル技術の最新動向

日立造船（株） 事業企画・技術開発本部 機能性材料事業推進室 バイオマテリアルグループ グループ長 鈴木 伸昭

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
• １８６５０用大型電池パック半自動溶接装置
…電池の両極に接続板を同時に溶接するこ
とにより大幅なタクトアップ

は、最新のキセノンアーク技術を駆使し、促
進耐候性試験を可能にします。

セミナープログラム

※敬称略。 2020年6月18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。

（株）
コーティングメディア

• キセノン耐候性試験機Q-SUN…Q-SUN

• ２成分接着剤・塗料等用計量混合吐出シス （株）環境開発技研
テム…取扱いの煩雑な２成分接着剤・塗料
• 塗装ブース水浄化装置…オゾンの殺菌・脱
• ２成分塗料等用計量混合スプレーシステム

高機能素材 Week

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

• リチウムイオン(大型)電池、負極(Cu)集電板

（株）LINK-US
（一社）日本ファインセラミックス協会 レジナス化成（株）
• 日本ファインセラミックス協会のご紹介…

関西

10月8日［木］10:00〜10:45
BIP-3
100%植物由来樹脂ポリアミド11 ― 持続的成長への取組み

• リチウムイオン(大型)電池 正極(AL)集電板

強化された高強度高弾性炭素材料です。

ルーガン（コードレスガン含む）、火傷防止
防止と省電力を実現。
• TR60LCD スプーガン…ホットメルトを薄
CROWN SINO GROUP LTD.
く広くスパイラルまたは噴霧状にスプレー
ホワイ
トヒューズアルミナ…高い硬度、
密度
•
塗布可能。
があり、孔隙率が低い、結晶サイズが大き
• VSB-40 プレメルター…100V電源だけで
い。粒度は特注ができる。
使用出来る、簡易型大容量（4リットル）の
• ブラウンヒューズアルミナ…高純度、良い
ホットメルト予熱器。
結晶性、強い流動性、強い耐侵食性がある。
シーシーエス（株）
• ヒューズスピネル…大きな結晶あり、耐食
性、耐熱衝撃性、熱強度が持つ。
• 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
エッペンドルフ・ハイマック・
提案！例）313nm+365nm デモ機貸出可
テクノロジーズ(株)
• 羽田UVテスティングルーム…UVに特化し
• 回転式セラミック膜ろ過機 三菱ダイナフィ
た専用の実験室を羽田空港近くに設けてい
ルタ…ナノ粒子スラリーに対応したろ過装
ます。見学だけでもどうぞ。
置です！
• ライン型空冷式UV-LED照射器…2019年
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
12月に放射照度、積算光量ともに業界トッ
プクラスの新製品をリリース！
先進コーティング技術研究センター

（株）エヌジェーエス

•［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

• 湿式超高圧ホモジナイザー…ナノ微粒化・ トド

高機能セラミックス展＞ （株）アドウェルズ

（株）エスケーファイン
（株）X-one Technologies

• 構造用セラミックス…【圧倒的低価格】金型

）

4. 次回（ 2021 年）の出展について ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

本展に関するお問合せは

日本圧延工業（株）
（一社）日本アルミニウム協会

合金部材を確実に締結します。

3.あなたの役職は？…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ B 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

真空中または不活性雰囲気中において溶
解及び、鋳造等が可能。
• ガスアトマイズ装置…溶融状態の金属に高
圧ガスを噴きつけることによって粉末を作
成する装置です。

• 金属ガラス締結ねじ…世界初！高降伏強度

2.あなたの職種は？…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ A 出展したいので連絡がほしい

のガスアトマイズが可能。

• 真空溶解装置…高周波誘導加熱により、高

• マグネシウム合金ねじ…高強度・耐熱性・専
用頭部形状が特徴のAZX912ねじは、Mg

□ E 接着剤メーカー

□ R 機械・機械部品メーカー
□ V 商社・代理店

□ D 係長・主任

千代田交易（株）

中央化工機（株）
ボを使用しない為、活性金属、高融点金属 （株）
テンキン産業

不二ライトメタル（株）
二九精密機械工業（株）
古河電気工業（株）
（株）丸ヱム製作所

開明伸銅（株）
木ノ本伸線（株）
倉敷紡績（株）

□ J 新エネルギー
□ O 小売業者

□ D 品質管理・検査
□ J マーケティング・宣伝

CMCコンソーシアム
SINOMA ADVANCED NITRIDE
CERAMICS CO., LTD.

https://www.material-expo.jp/inv/

▲
▲
▲

耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性など複数の性
能を併せ持つ超高性能ポリマーです。
• APTIV フィルム…APTIVフィルムは
VICTREX PEEKの超高性能をすべて兼備
えたフィルム

出 展 社・製 品などの 詳しい 情 報 は

www.material-expo.jp/directory_kansai/

• フリーフォールガスアトマイズ装置…ルツ

（株）アテクト
• マグネシウム製品…自動車、電子機器など
の軽量化に貢献
（株）アルケー
（株）
ハシバモールド
大阪アサヒ商事（株）
（株）大阪チタニウムテクノロジーズ （株）フィッシャーインストルメンツ
• NANO ACE（超微粒子タルク）…サブミク
• フィッシャー製 蛍光X線膜厚測定器 XDVシ
オーファ
ロンに粉砕されたタルクです。世界で当社 （株）
リーズ…ハイエンド向けの膜厚測定・素材
しか生産していません。
分析の蛍光X線式測定器
オリンパス（株）
ビクトレックスジャパン（株）
• デジタルマイクロスコープ DSX1000…観 • 電磁式＆渦電流式膜厚測定器 デュアルス

□ I 自動車／航空宇宙／造船
□ N 塗装業者

□ C 課長

日新技研（株）

日本工業出版（株）
日本タルク（株）

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？ …………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ B 部長・次長

熱処理に抜群の性能を発揮します。

• CVDコーティング…耐焼付性、耐摩耗性、

日本銅センター
維持したまま環境対応を可能にする新開発 （一社）
Pbフリー鋼
• 高機能銅材料及び銅製品…銅は高い導電
• 高硬度・高耐食ステンレス鋼「ASK-3900」 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。
…SUS440Cに匹敵する硬度とSUS630
並の耐食性を併せ持つ新鋼種
（一社）日本マグネシウム協会

開催している全ての展示会にご入場いただけます。

□ A 社長・役員

• 真空熱処理炉 NVF-30-P…多品種少量の

▶▶▶

日本金属（株）
ラスの超微細セラミックスハニカム！
• 超高精度AI翻訳『 T-4OO 』…プロ翻訳者レ 日本伸銅（株）
• 3Dセラミックス造形技術…3Dプリンタによ
ベルの専門文書翻訳で業務を効率化。
るセラミックスの三次元造形技術！
（一社）日本伸銅協会
• セラミックス射出成形技術…ミクロン領域
＜第7回 関西 高機能 金属展＞
（株）日本製鋼所
の精密微細成形、セラミックス射出成形技
術！
アカオアルミ
（株）
（一社）日本チタン協会
• 金属チタン…金属チタンの原料から中間素 日本カーボン（株）
秋山精鋼（株）

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、関連サービスの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。 □ ● 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。 ● 感染者発生時には、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。 ● 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。

□ A 研究・開発
□ G 経営

解ー不活性ガスアトマイズで、低酸素で高
純度な球状粉を提供します。
• ３Ｄ積層造形粉末…真空溶解ー不活性ガス
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。

耐腐食性を向上

●

□ C 金属メーカー

金では成しえなかった中空構造などの特殊
な形状が可能！
• ポーラス超硬合金…内部に均一な空隙を有
した多孔質超硬合金
• FSW7…摩擦攪拌接合ツール用超硬合金

ジャパンファインスチール（株）
昭和電工アルミ販売（株）
神鋼メタルプロダクツ（株）
ザー適用により高感度、高空間分解能(〜
10nm)化
（株）大紀アルミニウム工業所
Mitsubishi Chemical Advanced 東京ステンレス研磨興業（株）
Materials
（一社）特殊鋼倶楽部
ミヤコ化学（株）
トクセン工業（株）
• 生分解性プラスチック…石油由来の生分解
戸畑製作所
性プラスチック。2019年設備増強により安 （株）
定供給が可能となりました。
中日本炉工業（株）

● 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。

□ Ｂ プラスチックメーカー
□ G その他材料メーカー（

• 超硬合金の積層造形…これまでの超硬合

• 高感度、高空間分解能ナノＩＲ…ＱＣレー

● 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。

【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

コンステリウム・ジャパン（株）
サンアロイ工業（株）

• 高機能ガスアトマイズ金属粉末…真空溶

（株）三井化学分析センター

• ARBOCELセルロースファイバーゲル…

• 高分子材料に関する試験・研究の受託…高

の接合が可能になります。
• 受託サービス…お客様の要望に応じたカス
タム製品の開発や受託作業を少量から行っ
ています。
• スパッタリングターゲット…金属・合金、セラ
ミックスをご希望の組成・形状にて提供いた
します。

サンエツ金属（株）
チ 三協立山
• セルロースナノファイバー…高い透明性，
（株）
キソトロピー性を有する，
セルロース表面へ
山陽特殊製鋼（株）
の官能基導入

丸住製紙（株）

• 金属樹脂接合界面近傍樹脂の総合解析…

（株）大連環球鉱産

• フィルム・シート検査装置 LSC-6000…

• ポリマーナ E-1000…溶解させやすく、耐

る含有率、配向性の数値解析

査熱量計

• AQUATRAN 3…迅速かつ安定した超高
感度(0.00005g/m2/day)はそのままに、

マナック（株）

クリルアミド)…共重合させ、難燃性・耐熱性
を付与するモノマー。
• ポリマーナI-1000…高耐熱性を追求した
臭素系ポリマー型難燃剤。

• C-FRP

（株）サンポリ
（株）GSIクレオス

• DSC 214 Polyma…高速昇降温示差走

（株）日立ハイテクサイエンス

（株）高純度化学研究所

堀正工業（株）

• PlaBase…国内外のプラスチック成形材料

然に始まり、自然に還る。持続可能なサイク
ルを生み出す樹脂素材です
• Siltech…塗料やインキ、接着剤等幅広い
用途に使用可能なシリコン材料です
• Aptalon…世界初のポリアミド系PUD（ポ
リウレタンディスパーション）樹脂

で高い吸音性能を実現
フィルムキャスト用基材、離型力の調整可
に対しても効果的な乾式洗浄装置
• 熱ラミ＆スリッター複合機…熱ラミはMAX
テクノス（株）
２００℃、スリッターは２分割まで、試作品の
• 大気圧プラズマ表面処理装置…表面改質、 • 薄膜・フィルムの全面膜厚を瞬時に視覚化
仕上げ用になります。
洗浄を高速かつ連続的に行う表面処理
するイメージ分光式膜厚測定機…毎秒1万
• フィルムキャストサービス…樹脂溶解から
装置
点のリアルタイム測定！
フィルム乾燥まで全て対応可能
• 点灯検査パッケージソフトウェア…ＦＰＤモ
FCM（株）
ジュールのムラ検査・点欠陥検査に威力を （株）
菱光社
• 特殊素材へのめっき加工…フィルム状の各
発揮！
• ワイドレンジ二次元複屈折評価システム
種機能材へのめっき加工
（株）テクノスマート
WPA-200(-L)…射出成形品やフィルムな
• めっきによる高精細回路形成…写真法レス • 塗工装置 CEDコーター…優れた操作性、
ど透明材料の内部複屈折を数値化
にて高精細な回路形成を実現。ベース基材
• 卓上走査電子顕微鏡 NeoScope JCM再現性、メンテナンス性を実現しておりま
も自由に選択可能。
す。
7000…「誰でもSEM/EDSを操作可能」が
コンセプトの卓上走査電子顕微鏡
• 自由設計ＦＣＣＬ…ロールtoロールにて各種 • 乾燥装置 ドライヤー…省エネルギー高効
率モーターを採用、インバータ制御を実施
• ワイドレンジ顕微鏡型二次元複屈折評価シ
フィルム材へのスパッタリング、めっき加工
しております。
ステムWPA-micro…ミクロ領域にて位相
が可能です。
差解析を行えます。
• 試験装置 スマートラボ…研究所、試作用途
大塚電子（株）
に対応した小型コーティング試験装置
＜第8回 関西 高機能プラスチック展＞
• ラインスキャン膜厚計（インライン）…2次
東光鉄工（株）
元分光で面評価。
１ショットで一次元の分光
（株）ウエストワン
轟産業（株）
膜厚データを取得。
• KyronMAX（カイロンマックス）…金属代
• 顕微分光膜厚計…多層、パターンあり基板 • 自動調合装置…塗工ラインにおける調合作
替・軽量化用の超高強度・炭素繊維強化コン
業の省力化のご提案をいたします！
フィルムなど、枚葉式の試料を顕微下サイ
パウンド樹脂です。
小型自動反応試験器…反応試験における、
•
ズで測定可能な膜厚計です。
オリオン工具製作所
反応熱の制御にお困りではありませんか？ （株）
• 超高速分光干渉式厚み計…非接触で
自動化のご提案いたします！
• ＣＦＲＰ用ダイヤモンドチップソー…ＣＦＲＰ
ウエーハや樹脂の厚みを、装置組込みから
切断の為に開発されたダイヤモンドチップ
• オンライン・メルト・インデクサー（MFR計）
単体仕様まで
ソーです！
…国産唯一のオンライン型MFR計！

来場者登録欄

（株）カツロン
金森産業（株）

• 生分解性プラスチック樹脂Mater-Bi…自

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

操作性やスループットが大幅に向上。
イトボードと投影スクリーン両方の性能を
持ったフィルム
• PERMATRAN-W 3/34G…水蒸気バリ
ア測定の新たなスタンダードがここに
• 害虫忌避シート…植物由来の天然成分をプ
ラスチックに配合した害虫忌避シートです。 • OX-TRAN 2/22 シリーズ…酸素透過率
測定をより簡単に、より速く
• 抗菌フィルム…特殊有機系抗菌剤をフィル
ム化
（株）日立ハイテクノロジーズ

• nano除電除去装置…フィルム内部に残留 （株）
コルテック
してしまう静電気を非接触でインラインに
• 全自動ロールカッター…不織布やフィル
• コロナ放電表面処理装置…特殊高周波電
源 CTWシリーズ コロナ表面改質技術
• 大気中プラズマ照射表面改質装置…PS−
601SW 、PS−1200AW

（株）ニコンインステック

日本エマソン（株）ブランソン事業本部

• KAMATAクリーンルーム…使用目的に

• エースボード…プレス用フエルト
• アルミ押出用フエルト サーモテックス…

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。

• 光干渉顕微鏡システム ＢＷシリーズ…非接
ロー、ワイピング、クリーニングローラーで
触計測による0.1nm級表面性状評価を
異物除去
実現
• フィルム用クリーナー…フィルム素材、金属 • 分光測色計 CM-26d…・
「色」と「光沢」
箔、紙などの専用クリーニングマシン
【専用
同時測定により作業効率を改善！
設計可能】
• デジタルマイクロスコープ HRX-01…テレ
• グラビア印刷用クリーナー…圧抜け不良に！ セントリックレンズで高精度計測 電動ズー
フィルムダストを事前に除去することで、
ムで簡単レンズ操作
不良を抑えます。

蒲田工業（株）

イチカワ（株）

下記の出展社一覧は 会期 約 3 カ月半前（ 2020 年 6 月 23日現在）のものです。最新の出展社

▶▶▶

森村商事（株） 金属事業部 金属2部

岡田 有未

●

ご注意

●

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。
お問合せ先

セミナー事務局
TEL: 03-5259-9056 FAX: 03-3295-7007
受付時間 10：00〜18：00（土・日・祝休み）

