出展社一覧

4 月 10日［水］

4 月 11日［木］

11:00 太陽電池用のプラスチック材料に
〜

Hundred made による1個から
数百個の製品・部品生産について

◆ ◆ ◆

〜

エンズィンガージャパン（株）

◆ ◆ ◆

13:20

スーパーエンプラ PEEK
「ベスタキープ 」の可能性

◆ ◆ ◆

ダイセル・エボニック（株）

13:40 プラスチック関連情報提供サービス 高機能性樹脂 VICTREX PEEK の
〜

UL IDESのご紹介

14:40

1日でできる! 樹脂・金属パーツの
オンデマンド射出成形&切削加工

上手な使い方

（株）UL Japan

ビクトレックスジャパン（株）

プロトラブズ（同）

Ⓑ 会場（東5ホール）
〜

11:00
12:00

4 月 10日［水］

4 月 11日［木］

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

4 月 12日［金］
次世代の高出力 UVファイバー
レーザーを用いた高速微細加工
スペクトラ・フィジックス（株）

12:20 カバーガラス一体型タッチパネルの

（株）プロリンクスの新製品情報

〜

量産加工技術

13:20

(Radiant Zemax/VirtualLab)

◆ ◆ ◆

電気化学工業（株）

13:40 Innovative laser cutting technology
〜

14:40

（株）プロリンクス

CVDダイヤモンドの高出力光に
おけるアプリケーション

for strengthened glass

INNOLAS SYSTEMS GMBH

〜

15:00
16:00

レーザマクロ最新事情のご紹介
前田工業（株）

エレメントシックス（株）

狭額縁タッチパネルディスプレイを FPD 検査システム FPiS による高
支える最新ディスペンス技術
精細 FPD の自動検査と測定

◆ ◆ ◆

武蔵エンジニアリング（株）

サイバネットシステム（株）

Ⓒ 会場（東3ホール）
4 月 10日［水］

4 月 11日［木］

13:30 PE向けに高速化と高精細化を
〜

（株）
ミノグループ

14:30 高解像度飛翔観測装置を用いた

東レエンジニアリング（株）

コンパクトマルチプリンタ
「スマLabo-3」の紹介

DPN機能のキャリブレーション

15:00

4 月 12日［金］
PE に向けたスクリーン印刷の
超微細配線技術（仮）

プリンテッドエレクトロニクス向け
塗布装置及び検査装置について

実現する印刷工法ラインの紹介

14:00

（株）ワイ・
ドライブ

中沼アートスクリーン（株）

光焼成による厚膜導電性インク
処理
NOVACENTRIX

（株）コムラテック

会場

アカデミック フォーラム

展示会場内セミナー会場

東京工芸大学 工学部 メディア画像学科
教授 佐藤 利文

金属周期構造上の表面プラズモンを

10

UVA-LEDを用いた殺菌システムの A-18
研究開発状況

熊本高等専門学校 情報通信エレクトロニクス工学科
教授 小田川 裕之

徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部予防環境栄養学分野
教授 高橋 章

〜

植物の光センサー：

A-16 Y-00光通信量子暗号

〜

14:10 イチゴ光受容体遺伝子の機能解析

蛍光ターゲティング自己組織化導波路： A-9

〜

14:50 セルフアライン光結合・配線への応用

〜

11

海洋照明用新光源点灯システム
の研究

A-23

弓削商船高等専門学校 情報工学科
教授 岡本 太志

プラズモニクスを活用した半導体発光 A-17 表面ラベルグレーティング法による
素子の発光制御技術と近接場光源技術
湾曲フィルムの表面歪み解析

13:20

A-３

徳島大学 ソシオテクノサイエンス研究部
教授 原口 雅宣

東京工業大学 資源化学研究所
准教授 宍戸 厚

貴金属−セラミックスナノコンポジット A-4

光ファイバーグレーティングを用いた A-19
電流センサ等の研究

岩手大学 工学部マテリアル工学科
准教授 山口 明

香川高等専門学校 機械工学科
教授 岩田 弘

13:30 材料を用いたスマート窓の開発
〜

4

玉川大学 量子情報科学研究所
准教授 二見 史生

東京工科大学 コンピュータサイエンス学部
教授 吉村 徹三

15:20

A-7

〜実用的ギガビット級セキュア光ファイバ通信〜

徳島大学 ソシオテクノサイエンス研究部
研究員 石川 寧子

［水］14:40

12:50

香川高等専門学校 詫間キャンパス 電子システム工学科
教授 三﨑 幸典

A-６

13:30 用いた液体及び気体の濃度検出
14:00

A-21

カメラの開発

13:20

4

AC- 2
A-10 近赤外光を用いた無散瞳眼底

有機色素分散型EL素子の開発

〜

12:50

受講

受講を希望される方は、直接会場へお越しください。 無料

AC- 1

14:00

〜

A-15 π共役系色素を用いる液晶の
レーザーアブレーション／
14:10 レーザーブレイクダウンによる非接触振動試験技術
光配向変化
北海道大学 大学院工学研究院 教授
芝浦工業大学 機械機能工学科 准教授

梶原 逸朗
細矢 直基

高輝度ピコ秒小型X線源のための

A-8

［木］14:40

A-2

東京工業大学 資源化学研究所
助教 木下 基

〜

14:50 高出力高安定固体レーザの開発

◆

15:20 チェコアカデミー物理学研究所 ハイレーズプロジェクト

◆

◆

◆

◆

上級研究員 三浦 泰祐

A-１

A-11
高速・高分解能性能を実現する
光センシング 〜形状計測と光波形解析〜

東京工業大学 大学院理工学研究科 物質科学専攻
助教 岸 哲生

埼玉大学大学院 理工学研究科 数理電子情報部門
准教授 塩田 達俊

13:30

A-5
ラマン分光法による脂質の非破壊
その場定量分析・皮膚・食品・健康への応用

Ce：YAG結晶およびCeを含有する A-22
ガラスの蛍光寿命制御

14:00

関西学院大学 理工学部
准教授 佐藤 英俊

高知工業高等専門学校 機械工学科
准教授 宮田 剛

12:50 ガラス微小球レーザーの
〜

オンチップ作製技術

4

日

12

〜

13:20

月

〜

14:10

高機能超短パルスファイバレーザー
光源の開発と光断層計測への応用

［金］14:40
14:50

A-12 超小型衛星搭載ハイパースペクトル

A-14

カメラの開発とその地上技術への応用

名古屋大学 大学院工学研究科
教授 西澤 典彦

北海道工業大学 電気デジタルシステム工学科
教授 佐鳥 新

発光素子材料の光励起過程評価システム A-20

〜

KOREA DISPLAY INDUSTRY
ASSOCIATION …………………… 4-11
KOTRA（KOREA TRADE-INVESTMENT
PROMOTION AGENCY） ………… 4-11
（株）
ウジュエレクトロ二クス…………… 4-17
ECONY……………………………… 4-15
GRAPHENESQUARE INC. ………… 4-5
KOREA SEMICONDUCTOR
SYSTEM CO., LTD. ………………… 3-6
（株）
セコ ……………………………… 4-19
SAEJONG IND CO., LTD. ………… 3-8
（株）
SENAYURI KOREA ………… 3-12
SEMISYSCO CO., LTD. ………… 3-16
インターナショナルパビリオン（高機能プラスチック展） DONGA BRUSH……………………… 4-7
BRUSH BANK …………………… 3-20
APN PUBLISHING & FULFILLMENT
MAX FILM CO., LTD. …………… 3-19
PTE LTD.
（INTERNATIONAL
カンセンエキスパンダー工業
（株）……43-24
PUBLICATION STANDブース内）
…46-29 カンタムエレクトロニクス
（株）…………15-25
（株）
東星Silicone ……………………46-27 関東化学
（株） ……………………… 6-20
POLYMEDIA PUBLISHER GMBH
キーオプシス社 ………………………17-35
（INTERNATIONAL PUBLICATION
キクカワエンタープライズ
（株） ………10-19
STANDブース内）……………………46-29 （株）
喜多村…………………………… 45-7
UNIBROM CORP. …………………46-31 GICHOビジネスコミュニケーションズ
（株）
… 5-30
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES …25-19 吉林奥来徳光電材料 ……………… 7-34
（株）
インテック
（レーザー加工技術） …16-31 CASTECH Inc. ……………………18-30
（株）
インテック
キヤノントッキ
（株）…………………… 9-30
（オプティクス&光センシング）…………18-12 キヤノンマーケティングジャパン
（株）…14-13
イントラアクション ……………………14-20 （株）
ＱＤレーザ ……………………… 16-9
インフィニットケーブルシステム ………26-17 協栄プリント技研
（株） ………………39-30
ヴァイサラ
（株） ………………………33-10 京セミ
（株）……………………………21-31
WUHAN RAYCUS FIBER LASER
京セラディスプレイ
（株）……………… 4-25
TECHNOLOGIES CO., LTD. ……14-34 共同印刷
（株） ………………………41-33
ウエッジ
（株） …………………………43-29 （株）
協同インターナショナル …………28-23
ＷＥＢＪＯＵＲＮＡＬ ……………………43-30 共同技研化学
（株） …………………34-33
（株）
WEL-KEN ………………………16-11 （株）
京都薄膜応用技術研究所………31-23
ウシオ電機
（株）………………………20-33 京町産業車輛
（株） …………………36-14
ウシオ電機
（株）………………………37-30 極東貿易
（株） ………………………46-23
宇部興産
（株） ………………………50-16 旭光通商
（株） ………………………18-35
宇部興産機械
（株） …………………50-16 （株）
金陽社……………………………39-15
宇部日東化成
（株） …………………50-16 GUANGZHOU SHIRUI
エア・ウォーター
（株） …………………11-25 ELECTRONICS CO., LTD. ………… 1-6
（株）
エア・ウォーター総合開発研究所 11-25 （株）
クォークテクノロジー …………… 8-12
エア・ウォーター・
QUARLD LTD. LIANYUNGANG. …20-19
プラントエンジニアリング
（株） …………… 11-25 グノイス ………………………………35-29
エアハルト ライマー ジャパン
（株）……30-30 クボテック
（株） ……………………… 31-1
（株）
エアロ ピュア …………………… 3-18 クライムプロダクツ
（株）……………… 9-29
EIZO
（株）…………………………… 2-35 倉敷紡績
（株） ……………………… 33-1
（株） ………………………42-33
（株）
エーシーエム ……………………50-17 倉敷紡績

受講
無料

4 月 12日［金］

（株）DJK

12:20

日

韓国パビリオン
（ファインテック ジャパン）

ついて

12:00

月

カールツァイスマイクロスコピー
（株）…32-10
（株）
化学工業日報社 ………………… 7-15
（株）
化学工業日報社 …………………48-28
鹿島化学金属
（株） …………………49-33
春日電機
（株） ……………………… 36-2
（株）
片岡製作所……………………… 15-2
（株）
加貫ローラ製作所 ……………… 42-6
カドミ光学工業
（株） ………………… 18-9
蒲田工業
（株） ………………………42-13
河本化成工業
（株） …………………50-10
カンケンテクノ
（株）
……………………42-14

（株）
サーフテックトランスナショナル …38-12
SCIVAX
（株）
…………………………27-21
（株）
埼玉富士…………………………15-31
サイバネットシステム
（株） …………… 9-15
サイバネットシステム
（株） ……………46-14
（財）
材料科学技術振興財団…………… 9-5
サエス・ゲッターズ・エス・ピー・エー …… 7-20
THE OPTICAL SOCIETY …………25-34
坂本造機
（株） ………………………40-23
作新工業
（株） ………………………36-39
（株）
桜井グラフィックシステムズ ……… 5-25
サジェムコム
（株） ……………………19-11
佐藤ライト工業
（株） …………………50-34
（株）
サトーセン ………………………19-35
Sablux Technik AG ……………… 47-5
サマック
（株）…………………………47-17
サルティゴ / ランクセス
（株）………… 6-14
（株）
サワイリエンジニアリング ………… 2-25
（株）
サワイリエンタープライズ ………… 2-25
サンインスツルメント
（株） …………… 13-6
サンインスツルメント
（株） ……………26-33
（株）
サンエー化研 ……………………36-33
（株）
サンエストレーディング ……………24-26
三共
（株） …………………………… 10-1
産業開発機構
（株） ………………… 8-17
（独）
産業技術総合研究所……………21-21
（株）
産業タイムズ社 …………………27-16
サンケミ
（株）…………………………46-28
サンゴバン
（株）………………………41-34
（株）
サンテクノロジー ………………… 4-35
（株）
サンテック ………………………… 6-5
santec
（株） …………………………24-34
サン電子
（株）………………………… 7-25
サンドビック
（株）……………………… 49-6
三明機工
（株） ………………………11-35
サンユー工業
（株）…………………… 6-17
山陽パッケージシステム
（株）…………35-17
三和電気工業
（株） ………………… 21-5
（株）
C.A.ピカードジャパン ……………48-17
ジーエスアイ・グループ・ジャパン
（株）…15-15
シーシーエス
（株） …………………… 11-5
（株）
シーティーイー …………………… 44-1
G-TECH OPTOELECTRONICS … 6-19
CBC
（株）……………………………29-17
JSR
（株） ……………………………… 4-2
JX日鉱日石エネルギー
（株） …………… 7-1
JNM DISPLAY CO., LTD. ……… 3-28
JNC
（株） …………………………… 29-1
JFEテクノリサーチ
（株）………………48-23
ジェイディーエスユーティーアンドエム
（株）…25-35
ジェイディーエスユニフェーズ
（株）……25-35
JPテック
（株）………………………… 2-19
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン
（株） …18-32
GENERAL INTERFACE
SOLUTION LTD. ………………… 6-19
SHENZHEN FLAT PANEL DISPLAY
INDUSTRY ASSOCIATION ………… 2-8
ジェンテック・イーオー …………………14-20
シグマ光機
（株）………………………17-20
JIT SYSTEMS CO., LTD. …………24-16
シナジーオプトシステムズ
（株） ………24-32
SYNOVA JAPAN
（株） ……………17-33
澁谷工業
（株） ………………………17-41
（株）
島精機製作所…………………… 48-5
（株）
島津製作所……………………… 18-5
シムコジャパン
（株） …………………41-13
シヤチハタ
（株）………………………50-27
（株）
ジャテック…………………………10-30
（株）
ジャパンセル ……………………15-10
シュナイダー社
（ライボルトオプティクス）…19-30
昭光通商
（株） ……………………… 30-1
常州強力電子新材料股份
（有） …… 6-16
庄田鉄工
（株） ……………………… 1-10
（株）
湘南貿易………………………… 42-1
常陽工学
（株） ………………………12-29
昭和電工
（株） ……………………… 30-1
ショーダテクトロン
（株） ………………13-19
ショット日本
（株）……………………… 6-29
シリコンサイン・ジャパン
（合）………… 4-41
シリテックファイバ ……………………22-18
（株）
シロク …………………………… 1-12
信越化学工業
（株） …………………33-23
進桜電機
（株） ……………………… 1-10
（株）
シンキー ………………………… 45-1

ビクトレックスジャパン
（株）……………44-33 未来工業
（株） ……………………… 26-9
ピコメ
トリクス社 ………………………24-26 武蔵エンジニアリング
（株）……………11-32
ビジネスワイヤ・ジャパン
（株）………… 1-27 （株）
村上色彩技術研究所…………… 28-9
日立化成
（株） ………………………23-10 （株）
村谷機械製作所…………………16-19
日立情報通信エンジニアリング
（株）…26-31 （株）
名機製作所……………………… 5-16
日立造船
（株） ………………………47-39 M/A-COM TECHNOLOGY
（株）
日立ハイテクノロジーズ ………… 32-9 SOLUTIONS INC. …………………21-11
Hitachi High Technologies Hong Kong （株）
明星金属工業所…………………46-17
………………………………………20-34 （有）
メイト工業 ………………………40-28
ヒッタイト
（株）…………………………25-20 明和化成
（株） ………………………50-16
ヒューグルエレクトロニクス
（株）………35-23 明和ゴム工業
（株）
……………………42-30
（株）
ヒューテック ………………………34-17 メインテクノロジー
（株） ………………23-11
HUNET PLUS ………………………29-17 メガロテクニカ
（株）
…………………… 46-9
平井工業
（株） ………………………36-30 （株）
メック ……………………………30-29
（株）
ファイ・マイクロテック ……………22-20
（株）
メディア研究所 ………………… 33-6
（株）
ファイ・マイクロテック ……………22-22
MOXTEK, Inc. ………………………19-20
（株）
ファインテック ……………………38-29
（株）
MONAコーポレーション …………30-27
VES
（株） …………………………… 14-5
モメンティブ …………………………45-39
ブイジェン エレクトロ オプティクス ……14-20
（株） ……………………… 5-35
（株）
ブイ・テクノロジー ………………… 13-5 森川工業
（株） …………………18-29
Finisar Corporation ………………21-20 守田光学工業
（株）
モ
リ
テ
ッ
クス
………………………20-12
フィルム・ニュース社 …………………33-15
フィルメ
トリクス
（株） …………………30-14 ヤ
（株）
フェイラ …………………………16-16
（株）………………16-15
（株）
フェイラ …………………………17-35 安井インターテック
ヤスオカ ………………………… 17-1
4JET TECHNOLOGIES GMBH …14-16 （株）
山口産業…………………………43-23
（株）
フォーサイトテクノ ……………… 15-9 （株）
（株） ………………………50-13
フォトテクニカ
（株）……………………14-20 大和樹脂
山梨光学…………………………19-12
（株）
フォトロン ………………………… 33-5 （株）
（株）……………39-18
（株）
フジクラ …………………………16-25 ヤマハファインテック
（株）
フジクラ ………………………… 26-1 ヤマプランニング …………………… 3-18
フジクラ電装
（株）
（旧：米沢電線）…… 25-5 （株）
山文電気…………………………32-24
フジサンケイビジネスアイ／日工フォーラム
山本光学
（株） ………………………17-18
……………………………………… 7-32 （株）
UL Japan ………………………47-18
富士商工マシナリー
（株） ……………… 3-1 ユーシー・ジャパン
（株） ………………46-13
富士通
（株） …………………………26-32 （株）
ユーテック ………………………44-30
富士通オプティカルコンポーネンツ
（株）
…26-32 UBI RESEARCH ………………… 6-32
富士フィルター工業
（株） ……………34-30 （株）
ＵＢＥ科学分析センター …………50-16
富士フイルム
（株）…………………… 23-5 ユニオプト
（株） ………………………19-29
藤森工業
（株） ………………………30-40 ユニチカ
（株）…………………………39-40
フタムラ化学
（株）……………………28-34 ユニテック・ジャパン
（株） …………… 47-5
フナテック
（株） ……………………… 8-14 ユミコアジャパン
（株）………………… 6-30
HUBEI HUASHANG OPTO耀陽化工科技
（有） …………………31-33
ELECTRONICS CO., LTD. ……… 1-14 （株）
横河ブリッジ ……………………10-32
（株）
ブライト……………………………10-33
横河メータ＆インスツルメンツ
（株）……23-19
（株）
プライマテック ……………………33-33
吉川工業
（株） ………………………41-10
フラウンホーファーIWS ………………38-12
淀川ヒューテック
（株） ……………… 5-19
フラウンホーファーFEP ………………38-12
フラウンホーファーCOMEDO ………38-12 ラ
フラウンホーファーPOLO ……………38-12
ライコム …………………………23-18
（株）
プラコー …………………………38-17 （株）
PLASTIC SCIENCE ………………45-27 Rising-EO ……………………………20-34
（株）
プラスチックスエージ ……………44-14 LIGHTWAVE CHINA ……………… 24-9
ブリヂストンケービージー
（株）
…………28-24 LIGHTCOMM TECHNOLOGY …22-16
プリンストンライトウェーブ社 …………24-26 ライトコンバージョン …………………14-20
（株） …………19-30
プリンテッドエレクトロニクス研究会 …27-10 ライボルトオプティクス
（株） …………36-13
古河機械金属
（株） …………………17-19 ライボルトオプティクス
古河電気工業
（株） …………………17-19 ラミネーションズ ………………………44-34
（株）…………37-23
古河電気工業
（株） …………………22-36 ランテクニカルサービス
（株）……………… 6-12
BROWAVE CORP. …………………26-29 ランブソンジャパン
プロトラブズ
（同） …………………… 48-2 REOSC ………………………………19-11
（株）
プロリンクス ……………………… 13-1 （株）
リキッドガス ………………………45-33
兵神装備
（株） ……………………… 43-5 リケンテクノス
（株）……………………37-33
HEBEI SINOPACK ELECTRONIC
リックス
（株） …………………………41-30
TECHNOLOGY ……………………20-34 （株）
菱化システム …………………… 31-2
ベルンドルフ・バンド社／日本ベルティング
（株）（株）
菱晃………………………………50-33
………………………………………40-29 （株）
菱光社……………………………32-14
ヘレウス
（株）[ 導電性ポリマー部 ] … 5-26 菱彩テクニカ
（株）……………………18-33
ヘレウス
（株）
リンテック
（株） ………………………31-39
[ ヘレウス・ノーブルライト部 ] ………11-33 （有）
レイセック． ………………………40-28
ぺんてる
（株）…………………………… 2-1 レイチャーシステムズ
（株）……………22-12
（株）
ホーライ …………………………43-17 一般社団法人レーザ加工学会 ………15-14
ホッティーポリマー
（株）………………47-24 レーザ協会 ……………………………13-13
HOYA CANDEO OPTRONICS
（株）…19-10 レーザー・コンシェルジェ
（株）…………15-13
（株）
ポラテクノ ………………………19-20
レーザーライン
（株） …………………16-12
ポリテックジャパン
（株）………………31-14
（株）
レーザックス ………………………14-19
（株）
堀場エステック …………………31-17
（株）
レミ ………………………………12-17
（株）
レヨーン工業 ……………………43-27
マ
ロック技研工業
（株）…………………35-14
マイクロ・テック
（株） ………………… 1-20
ロフィン・バーゼルジャパン
（株）………15-16
（株）
マウンテック ………………………43-13
前田工業
（株） ………………………14-15 ワ
マグ・イゾベール
（株）…………………50-23
マクセスジャパン
（株）…………………38-23 WORLDLINE ……………………… 50-8
ワイ・イー・データ …………………13-35
（株）
松岡機械製作所…………………43-23 （株）
（株） ……………………………46-18
松浪硝子工業
（株） ………………… 6-31 YKT
ワイ・
ドライブ………………………28-12
（株）
マツボー ………………………… 9-11 （株）
松村産業
（株） ………………………50-24 WILEY-VCH VERLAG GMBH & CO.
（INTERNATIONAL
マツモト機械
（株） …………………… 17-5 KGAA GIT VERLAG
…13-33
マツモト産業
（株） …………………… 17-5 PUBLICATION STANDブース内）
ワタナベ …………………………10-26
（株）
マプロ ……………………………32-33 （株）
ワッカーケミカルズコリア ……………49-39
MULTI IR
OPTOELECTRONICS CO., LTD. …19-31
丸文
（株） ……………………………17-15 Photonix 2013 内 アカデミック フォーラム
丸文
（株） …………………………… 23-1 岩手大学 山口明 ……………………… A-4
丸紅情報システムズ
（株）……………28-18 香川高等専門学校 岩田弘 ………… A-19
丸紅情報システムズ
（株）…………… 49-1 香川高等専門学校 三﨑幸典 ……… A-21
丸紅テクマテックス
（株）
………………36-17 香川高等専門学校 矢木正和 ……… A-20
ミカド機器販売
（株） …………………29-32 関西学院大学 佐藤英俊 ……………… A-5
（株）
三喜………………………………25-25 熊本高等専門学校 小田川裕之 ……… A-6
三井化学
（株） ………………………36-39
高知工業高等専門学校 宮田剛 …… A-22
三井化学東セロ
（株）…………………36-39
埼玉大学大学院 塩田達俊 ………… A-11
三井化学ファイン
（株） ………………36-39
玉川大学 二見史生 …………………… A-7
（株）
三井化学分析センター …………36-39
チェコアカデミー物理学研究所 三浦泰祐… A-8
ミツテック
（株） ………………………49-14
（株）
三橋製作所………………………41-24 東京工科大学 吉村徹三 ……………… A-9
三菱エンジニアリングプラスチックス
（株）…46-33 東京工業大学 岸哲生 ………………… A-1
三菱ガス化学
（株）……………………46-33 東京工業大学 木下基 ………………… A-2
三菱樹脂
（株） ………………………33-40 東京工業大学 宍戸厚 ………………… A-3
三菱電機エンジニアリング
（株）……… 1-17 東京工芸大学 佐藤利文 …………… A-10
三星工業
（株） ………………………29-23 徳島大学 石川寧子 ………………… A-16
ミツヤテック
（株）………………………50-10 徳島大学 原口雅宣 ………………… A-17
（株）
三ツワフロンテック ………………30-24 徳島大学大学院 高橋章 …………… A-18
緑屋電気
（株） ………………………22-22 名古屋大学 西澤典彦 ……………… A-12
ミノインターナショナル
（株） ………… 29-5 北海道工業大学 佐鳥新 …………… A-14
（株）
ミノグループ ……………………… 29-5 北海道大学 梶原逸朗／
（株）
ミマキエンジニアリング……………46-24 芝浦工業大学 細矢直基 …………… A-15
（株）
都ローラー工業 …………………37-13 弓削商船高等専門学校 岡本太志 … A-23
ミヤチテクノス
（株）……………………16-41
（敬称略）

日

カ

サ

（株）
伸興……………………………… 1-26 （株）
タッチパネル研究所 ……………… 1-3 DONG WOO. INC. …………………24-16
（株）
伸興………………………………42-23 タッチパネル・システムズ
（株）
………… 1-11
新光エンジニアリング
（株）…………… 3-25 球電子
（株） …………………………18-37 ナ
伸興電線
（株） ………………………25-12 （株）
チノー ……………………………34-13 長岡産業
（株） ………………………39-34
深セン山鷹テクノロジー
（有）…………… 1-2 千葉機械工業
（株） …………………40-15 長瀬産業
（株） ……………………… 31-5
シンテック
（株） ……………………… 8-19 （株）
中央電機計器製作所……………40-23 中沼アートスクリーン
（株）…………… 28-5
新日鉄住金マテリアルズ
（株） ………41-10 中外炉工業
（株） …………………… 2-20 （株）
ナカヤマ ………………………… 40-6
新日本空調
（株） ……………………10-11
ナカンテクノ
（株） …………………… 9-42
シンフォニーマーケティング
（株）………47-23 中国パビリオン（オプティクス＆光センシング展）（株）
ナックイメージテクノロジー ………13-10
ZWICK Roell AG ………………… 45-9 NINGBO YINZHOU LONGSHENG
夏目光学
（株） ………………………18-26
ズース・マイクロテック
（株）……………28-11 OPTICAL PLATING FACTORY …19-21 （株）
七星科学研究所………………… 25-1
スガ試験機
（株）………………………47-10 BEIJING JCZ TECHNOLOGY CO., LTD. ナノインク懇話会 ……………………27-10
SCANLAB AG ………………………13-14
（株） ……………………50-23
………………………………………18-22 ナノダックス
Suzhou TFC Optical Communication …20-34 YUNNAN NORTH OLIGHTEK
ナノテック
（株） ………………………32-30
スターテクノ
（株） ……………………14-11 OPTO-ELECTRONIC
（株）
ナノテム …………………………36-29
（株）
STEER JAPAN ………………45-17 TECHNOLOGY CO., LTD. ………19-19 ナプソン
（株）…………………………34-14
（有）
ステック …………………………27-24
ナミックス
（株） ………………………30-34
スプレーイングシステムスジャパン
（株）
…42-10 中国パビリオン（光通信技術展）
（株）
ニコンインステック ……………… 9-14
スペクトラ・フィジックス
（株） …………17-11
日栄化工
（株） ………………………35-33
GLSUN SCIENCE AND
スペクトリス
（株）……………………… 34-9
（株）
日刊工業新聞社 ………………… 27-2
TECH CO., LTD. …………………21-26
スペクトロニクス
（株）…………………16-32
日機装
（株） …………………………17-10
TWINSTAR
住化スタイロン ポリカーボネート
（株）…49-24
（株）
日新化成 ………………………… 20-6
TECHNOLOGIES CO., LTD. ………21-28
（株）
住化分析センター ………………27-20
日精
（株） ……………………………… 9-9
チヨダエレクトリック
（株） ……………10-15
（株）
住田光学ガラス ………………… 19-6
日星電気
（株） ………………………14-31
千代田交易
（株） …………………… 7-10
住友電気工業
（株） …………………26-20
ニッタ
（株）……………………………31-10
ツーシックスジャパン
（株） …………… 20-1
住友電気工業
（株） …………………30-10
日特エンジニアリング
（株）……………41-23
（株）
塚谷刃物製作所………………… 38-5
住友ベークライト
（株）
…………………47-29
ニッパ
（株）……………………………33-39
塚田理研工業
（株） ………………… 48-9
（株）
SUWAオプトロニクス …………… 22-1
ニッポン高度紙工業
（株）……………45-29
津田駒工業
（株） ……………………35-11
西華産業
（株） ………………………12-35
（株）
ニデック …………………………44-39
DIC
（株） …………………………… 30-5
（株）
精工技研…………………………22-32
（株）
二宮システム ……………………10-10
（株）
ティー・イー・エム …………………15-10
（株）
精工技研………………………… 47-9
日本アグフアマテリアルズ
（株）……… 7-18
THK
（株） …………………………… 9-33
（株）
西部技研…………………………11-26
日本アビオニクス
（株） ………………17-14
DSP五協フード＆ケミカル
（株）………32-29
（株）
成和技研…………………………22-36
日本ヴィジョン・エンジニアリング
（株）…49-10
DKSHジャパン
（株） …………………36-24
（株）
清和光学製作所…………………11-19
日本エアーテック
（株） ……………… 41-9
（株）
TGM ……………………………48-27
星和電機
（株） ………………………25-18
日本盈誠
（株） ………………………18-11
（株）
DJK ………………………………50-30
積水化学工業
（株） …………………43-39
日本エム・ケー・エス
（株）
……………… 8-16
TDK
（株） ……………………………25-17
セファテクノロジー
（株）………………12-25
日本ガイシ
（株）………………………42-17
DMカードジャパン
（株）……………… 10-6
セブンシックス
（株）……………………14-33
（株）
日本技術センター ……………… 9-42
（株）
ディ
・エム・シー ……………………… 1-9
日本工業出版
（株） …………………18-34
セムコ
（株）……………………………41-17
ディスカバリー セミコンダクターズ
日本工業出版
（株） ………………… 50-9
（株）
セルバック ………………………28-27
（サンインスツルメント
（株）
）……………26-33 日本合成化学工業
（株） ……………39-29
（株）
扇港産業………………………… 23-5
（株）
ディスコ ………………………… 17-6 日本シーエムアイ
（株） ………………44-34
先端フォトニクス
（株）………………… 21-9
ディスプレイサーチ …………………… 3-26 日本信号
（株） ………………………20-29
先端レーザ樹脂溶着技術・推進コンソーシアム
ティムカル・ジャパン
（株） ……………45-23 （株）
日本製鋼所 ………………………12-41
………………………………………14-12
（株）
ディムコ ………………………… 35-1 （株）
日本製鋼所 ……………………… 39-5
SEMPA SYSTEMS GMBH ………38-12
（株）
テークスグループ ………………… 45-9 日本精線
（株） ………………………29-33
創光科学
（株） ………………………17-10
データコントロルズ
（株）………………26-13 日本セミラボ
（株） …………………… 9-12
蘇州デルファイレーザー
（株）…………13-32
デクセリアルズ
（株） ………………… 7-41 日本ソルベイ
（株）……………………… 7-6
（株）
ソディック ………………………… 46-6
（株） ………………………25-29 日本デバイス
（株）……………………19-36
ソマール
（株）…………………………38-39 テクダイヤ
テク
トロニクス
…………………………21-25
日本テレガートナー
（株）………………26-19
ソルテック工業
（株） ………………… 37-5
（株）
テクニスコ ……………………… 17-6 日本電気
（株） ………………………23-41
テクネック・ジャパン・リミテッド………… 34-6 日本電気硝子
タ
（株） ………………… 18-2
（株）
テクノ・アイ ………………………30-24 日本電産リード
（株） ………………… 5-10
第一高周波工業
（株） ………………24-26
テクノコート
（株）………………………14-19 日本電色工業
（株） ………………… 8-20
第一実業
（株） ………………………10-41
（株）
テクノス …………………………… 9-6 日本ブッシュ
（株） ……………………11-14
第一プラスチック
（株） ………………43-33
（株）
テクノタイムズ社 ………………… 8-35 日本プラズマトリート
（株） ……………44-17
（株）
タイカ …………………………… 7-33
（株）
テクノタイムズ社 …………………29-31 日本分光
（株） ………………………17-34
大浩研熱
（株） ………………………27-17
テクノハンズ
（株） …………………… 14-2 日本ベルティング
（株）
／ベルンドルフ・バンド社 …40-29
（株）
大興製作所………………………19-25
テクノロール
（株） …………………… 36-1 日本ポール
（株）……………………… 50-5
（株）
ダイセル …………………………42-39
DIGITAL TECHNOLOGY …………… 8-9 （株）
日本マイクロニクス ………………… 2-6
ダイセル・エボニック
（株） ……………45-34
（有）
デュブリンジャパンリミテッド ………40-10 日本マルコ
（株）………………………25-10
ダイセルバリューコーティング
（株）……42-39
（株）
寺岡製作所………………………33-34 日本ミクロコーティング
（株） …………44-13
ダイセルポリマー
（株）
…………………42-39
テラダイオード…………………………16-16 日本ユテク
（株）………………………48-13
ダイソー
（株）………………………… 28-6
デンカアドテックス
（株）………………… 3-5 （株）
日本レーザー ……………………12-32
ダイトエレクトロン
（株） ………………28-25
電気化学工業
（株） …………………… 3-5 （株）
ニューサイトジャパン …………… 1-31
（株）
大日本科研 ………………………10-17
（株）
電子ジャーナル ………………… 4-34 （株）
ニレコ ……………………………32-17
TAIHU JINZHANG SCIENCE &
（株）
デンソーウェーブ …………………49-14 （株）
ネオトロン …………………………21-35
TECHNOLOGY CO., LTD. ………40-34
（株）
電波新聞社……………………… 7-12 ネオフォトニクス日本
（合） ……………24-10
台湾晶技股份有限公司 ……………19-12
（株）
電波タイムス社 …………………25-32 ネオプト
（株） ………………………… 27-6
2013台湾国際フラッ
トパネルディスプレイ… 7-11
ネクストロム …………………………22-18
ドイツパビリオン（光通信技術展）
台湾パビリオン（高機能プラスチック展）
NEX1 CO., LTD. …………………26-11
AIFOTEC AG ………………………24-25 NOVACENTRIX …………………… 30-1
台湾貿易センター
（TAITRA） ………44-11
ヴァーティラス ………………………24-25 ノードソン
（株）EDIビジネスグループ …11-12
INTYPE ENTERPRISE CO., LTD.…43-12
ADLOPTICA GMBH ………………24-25 ノードソン
（株）PPAビジネスグループ … 50-4
JANDI'S INDUSTRIAL CO., LTD.… 44-7
SHF JAPAN
（株）……………………24-25 （株）
ノダ ……………………………… 41-5
地球綜合工業
（股）
有限公司 ……… 44-5
FOC GMBH …………………………24-25 （株）
野田スクリーン……………………33-30
CHANG YI EXTRUSION
OPTECBB …………………………24-25 NOVALED AG …………………… 7-26
MACHINERY CO., LTD. ………… 43-6
キューブオプティクス …………………24-25 （株）
野村鍍金………………………… 42-9
POLYTANG
（J&T GLORY
TSB INNOVATIONSAGENTUR BERLIN （株）
ノリタケカンパニーリミテド ……… 11-9
INTERNATIONAL ）CO., LTD. … 43-8
GMBH ………………………………24-25
LAN SHIUON PTFE INDUSTRY CO., LTD.
FINETECH GMBH …………………24-25 ハ
……………………………………… 44-9
VPI PHOTONICS GMBH …………24-25 ハードラム ……………………………12-35
隆志工業
（株） ………………………43-10
フラウンホーファーＨＨＩ ………………24-25 ハイウィン
（株） ……………………… 12-5
ベルリン・アドラースホーフ 台湾パビリオン（光通信技術展）
（株）
パイオニア風力機 ……………… 8-30
ヴィスタ・マネジメント …………………24-25 ハイケム
（株）…………………………… 6-1
台湾貿易センター
（TAITRA） ………22-13 LUCEO TECHNOLOGIES GMBH …24-25 海鋮鉱業有限責任公司 ……………47-27
APAC OPTO ELECTRONICS ……21-12 東海商事
（株） ………………………10-25 （株）
ハイテック ………………………20-26
EVERBEING INTERNATIONAL CORP. … 21-8 （株）
東芝……………………………… 2-41 （株）
ハイテック・システムズ …………… 12-1
OE-TEK INC. ………………………22-11 東芝機械
（株） ………………………15-35 （株）
ハイメックス ………………………41-27
OPTOWAY TECHNOLOGY INC. … 21-6 東芝機械
（株） ………………………40-33 （株）
ハイロックス ……………………… 9-19
Synox Tech …………………………21-14 東芝キヤリア
（株）…………………… 35-5 （株）
ハギテック ………………………17-31
上詮光繊通信
（株） ………………… 22-5 東ソー・クォーツ
（株）…………………19-33 萩原工業
（株） ……………………… 40-5
PIN-JACK OPTRONICS
（株）
東明商事…………………………47-27 （株）
箔栄社…………………………… 46-2
INDUSTRIAL CO., LTD. …………21-10 東洋インキ
（株）………………………31-30 伯東
（株） ……………………………17-12
HONG MING TECHNOLOGY CO., LTD.… 22-7 東洋化学
（株） ………………………32-34 パシフィックシステム
（株） ……………32-13
UNIVERSAL MICROELECTRONICS
（株）
東洋製罐グループホールディングス
（株）
（株）
ハタ研削 …………………………24-14
……………………………………… 22-9 （旧：東洋ガラス
（株）
）…………………21-18 八光オートメーション
（株） ……………45-10
（株）
東陽テクニカ
……………………25-26
パナソニック
（株） ……………………26-15
台湾パビリオン
（ファインテック ジャパン）
東リツ
（株）……………………………40-14 浜松ホトニクス
（株） …………………33-18
（株） ……………………………39-39 浜松ホトニクス
台湾貿易センター
（TAITRA） ……… 5-15 東レ
（株）[光通信用デバイス関連]
東レエンジニアリング
（株）……………30-11
AVCT OPTICAL
………………………………………25-11
（株）……………39-23 浜松ホトニクス
ELECTRONIC CO., LTD. ………… 5-11 東レエンジニアリング
（株）[レーザー機器関連]
（株）…………………39-39
科嶠工業股份有限公司 …………… 4-12 東レKPフィルム
………………………………………15-11
（株）……………………39-39 原田産業
GROUP UP INDUSTRIAL CO., LTD. … 4-6 東レ・デュポン
（株） ………………………25-36
東レフィルム加工
（株） ………………39-39 パルステック工業
SUPER ELITE
（株） ………………19-32
トーア電子 ………………………30-17 （株）
TECHNOLOGY CO., LTD. ………… 5-7 （株）
パルメソ …………………………27-15
（株） …………………………42-29 （株）
CHAMT CO., LTD. ………………… 4-16 トーイン
ハルヤマ研磨工業 ……………… 36-6
（株）
東伸………………………………39-11 PANJINZHONGRUN HIGH
TECH-WAVE
（株） ……………………31-30 PERFORMANCE POLYMER ……45-28
INDUSTRIAL CO., LTD. …………… 5-9 トーヨーケム
（株）
トーヨーコーポレーション ………… 27-3 ピーアイ・ジャパン
TUNG CHANG MACHINERY AND
（株） ……………… 19-5
（株） ………………………… 36-5 （株）
ENGINEERING CO., LTD. ……… 4-14 トクデン
ピーエスアイ ……………………25-33
轟産業
（株） ………………………… 45-5 ビーエスティ日本
HONY GLASS
（株）…………………31-14
（株） …… 4-36 （株）
TECHNOLOGY CO., LTD. ………… 5-5 トビー・テクノロジー・ジャパン
ピーエムティー ……………………37-10
編集部
（塗料報知新聞社）…33-31 BWT BEIJING LTD. ………………14-33
マックテク …………………………… 5-13 『塗布と塗膜』
UNIBRIGHT CHEMICAL CO., LTD. … 4-10 Domaille Engineering ……………21-36 ビーム
（株）…………………………… 16-5
豊通マシナリー …………………17-25 光
（株）
タカトリ…………………………… 7-42 （株）
（株） ………………………………17-13
トライテック ……………………… 27-7 （学）
（株）
髙橋型精…………………………38-13 （株）
光産業創成大学院大学…………20-27
トリマティス ………………………21-23 光貿易
（株）
高福化学…………………………50-24 （株）
（株） …………………………24-20
TOUCH TAIWAN ………………… 2-17 トルンプ
（株）…………………………15-41 ビクサー社 ……………………………24-26

月

IRTOUCH SYSTEMS CO., LTD. … 2-5
アイウェーヴ
（株） ……………………24-41
（株）
IHI ……………………………… 39-1
IHS ………………………………… 6-11
（株）
アイ・エレクトロンビーム …………29-30
（株）
アイオー・エム ……………………45-14
アイグラフィックス
（株） ………………11-20
アイゲート
（株） ………………………31-23
（株）
アイコーシステム …………………… 9-9
アイセル
（株）…………………………39-12
アイセロ化学
（株）……………………42-34
（株）
アイテス …………………………29-14
（株）
アイテックシステム ………………32-23
アイトリックス
（株）……………………30-13
iNEX
（株）……………………………26-11
アキリスジャパン
（株）…………………15-10
アキレス
（株）…………………………38-33
ACCELINK.WTD PLUS CO., LTD.…24-19
曙機械工業
（株） …………………… 40-1
（株）
アサヒ化学研究所 ……………… 3-17
旭化成せんい（株）…………………… 7-19
旭化成ワッカーシリコーン
（株） ………49-39
旭硝子
（株） ………………………… 6-41
（株）
旭製作所…………………………20-19
（株）
朝日測器 …………………………33-17
（株）
アシスト …………………………28-33
アジレント・テクノロジー
（株）…………26-41
（株）
あすかエンジニアリング ………… 36-6
アストロデザイン
（株）………………… 3-37
アズビル
（株）………………………… 31-9
（株）
アズビルトレーディング
（旧社名：アズビル商事
（株）
）………… 31-9
アダマンド工業
（株） ………………… 24-6
（株）
ADEKA ………………………… 6-34
（株）
アドウェルズ ………………………37-10
アドコム・メディア
（株） ………………18-36
アドバンスト・ソフトマテリアルズ
（株）…50-16
アドバンスド・デザイン・コーポレーション …31-23
（株）
アドバンテック ……………………… 7-5
アドバンテック東洋
（株）……………… 6-35
アバンテス ……………………………14-20
APPLIED
OPTOELECTRONICS INC. ………25-31
（株）
アフレアー ………………………37-29
Amonics Limited ……………………19-36
（株）
アヤハエンジニアリング ………… 32-5
アライドテレシス
（株）…………………20-16
アルケマ
（株）…………………………46-39
ARCO INFOCOMM, INC. ………… 7-31
（株）
アルテコ ………………………… 8-25
アルテック
（株）………………………44-29
アルデンヌジャパン
（株）……………… 8-42
（株）
アルネアラボラトリ ………………21-19
アルバックテクノ
（株）………………… 10-9
ALPHA LASER GmbH ……………16-15
アロン化成
（株）………………………48-33
（株）
AndTech ………………………28-30
（株）
アントンパール・ジャパン …………… 8-5
アンリツ
（株）…………………………23-25
（株）
イーエッチシー ……………………10-20
EO TECHNICS CO., LTD. ………16-35
EOPTOLINK
TECHNOLOGY INC. LTD. ………23-15
イースタン電子工業
（株） …………… 10-5
EAST PHOTONICS INC. …………25-30
飯田工業
（株） ………………………16-14
ETSC TECHNOLOGIES CO. ……18-37
イエナオプティックジャパン
（株）………15-25
イエニスタ オプティクス
（サンインスツルメント
（株）
）……………26-33
池上通信機
（株） ……………………31-27
（株）
石川製作所………………………31-23
（株）
市金工業社………………………36-23
伊藤忠システック
（株） ………………35-29
（株）
イトウ六 ………………………… 41-1
（株）
イトー ……………………………12-16
INOMETA GmbH & Co. KG ………36-17
INNOLAS SYSTEMS GMBH ……10-29
IHARA TEC
EXIMPORT CO., LTD. ……………18-30
岩崎電気
（株） ………………………20-25
（株）
インコム ………………………… 8-33

倉敷ボーリング機工
（株） ……………29-27
（株）
クラレ ……………………………30-33
（株）
グリーンテックジャパン …………… 46-1
（株）
栗本鉄工所……………………… 44-6
CLOVER JAPAN
（株） …………… 5-35
グローバル電子
（株）………………… 3-41
CARESTREAM HEALTH INC. … 5-32
KBKスチールプロダクツ
（株）
…………46-23
（株）
ケン・オートメーション …………… 8-15
（株）
ケンコー光学 ……………………19-10
（株）
ケンコー・
トキナー…………………19-10
（株）
工業通信…………………………24-13
（株）
工業通信…………………………45-13
興研
（株） ……………………………13-25
興研
（株） ……………………………14-25
HEFEI LUCKY SCIENCE & TECHNOLOGY
INDUSTRY CO., LTD. ………………28-29
（株）
神戸製鋼所………………………35-30
コーゴオプトロニクス社 ………………24-26
（株）
コージェント ………………………21-20
コーディックス………………………… 18-6
CODIXX / FUJITOK ……………… 18-6
（株）
ゴーフォトン ………………………23-31
KOLON INDUSTRIES
（株） ………30-39
コーンズ テクノロジー
（株）……………21-29
コグネックス
（株） …………………… 32-6
コニカミノルタオプティクス
（株）………34-10
コヒレント・ジャパン
（株）………………17-28
小峰無線電機
（株） …………………22-17
コムネット
（株） ………………………13-16
（株）
コムラテック………………………30-23
（株）
小森マシナリー ………………… 3-13
CORACTIVE HIGH-TECH INC. …14-32

〜

ア

受講を希望される方は、直接会場へお越しください。

Ⓐ 会場 （東1ホール）

（2013年3月12日現在）

AGCコーテック
（株）…………………31-24
（株）
エーディエフ……………………… 9-20
エーピーイー …………………………14-20
エクスプラ ……………………………14-20
xperion components GmbH &
Co. KG ………………………………36-17
エスオーエル
（株） ……………………49-18
（株）
エスケイ工機 …………………… 26-5
XGIGA COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD. ……… 25-6
（株）
X-one Technologies …………23-35
エドモンド・オプティクス・ジャパン
（株）… 15-5
NEC SCHOTT コンポーネンツ
（株）
…20-12
（株）
エヌ・エス・テック ………………… 6-28
NKワークス
（株）
………………………28-28
（株）
エヌ・ティー・エス …………………47-28
NTTアドバンステクノロジ
（株）……… 24-1
NTTアドバンステクノロジ
（株）………29-29
NTTエレクトロニクス
（株）…………… 24-5
エバ・ジャパン
（株）……………………18-38
（株）
エピテックス ………………………29-25
FXC
（株） ……………………………25-26
（株）
FUK ……………………………10-41
（株）
エム・シー・ケー ……………………… 5-1
（株）
エムティーテック …………………28-10
（株）
エム・ティ
・エス ……………………28-20
LG Electronics Japan
（株） ……… 4-39
LTS CO., LTD. ……………………12-11
LPKF LASER & ELECTRONICS
（株）…15-32
エレメントシックス
（株） ………………20-13
エンズィンガージャパン
（株） …………47-34
OE SOLUTIONS CO., LTD. ………26-25
（株）
オー・エフ・ネットワークス …………24-42
オーケーディー
（株） …………………28-19
大阪ガスケミカル
（株） ………………37-39
大塚電子
（株） ……………………… 34-5
（株）
オーディオテクニカ ……………… 43-9
O-NET COMMUNICATIONS
（SHENZHEN）LTD. ………………23-14
（株）
大橋製作所………………………… 2-9
OPI
（株）………………………………18-37
（株）
岡野エレクトロニクス ……………14-10
岡本硝子
（株） ………………………19-26
（有）
岡本光学加工所………………… 21-1
沖電気工業
（株） ……………………24-42
（株）
オクトーバー・スカイ ………………31-13
（株）
オサダコーポレーション ………… 37-2
小野工業
（株） ………………………43-14
（株）
オノックスエムティーティー ……… 14-5
Optiwave日本オフィス ……………… 25-9
OPTIKOS ……………………………18-35
OPTIZONE TECHNOLOGY ………14-33
（株）
オプトゲート ………………………21-36
（株）
オプトサイエンス ………………… 20-5
（株）
オプトピア ……………………… 15-6
オムロン
（株）…………………………30-18

展示会場内セミナー会場

会場

出展社による製品・技術セミナー

15:20

香川高等専門学校 電子システム工学科
准教授 矢木 正和

◆

◆

◆

◆

◆

敬称略。セッションの録音、写真・ビデオ撮影などは一切禁止させていただきます。都合により発表者、プログラムの内容が変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

情報通信配線技術フォーラム 2013

見学無料

参加希望の方は、展示会場内特設会場へ直接お越しください。 都合によりプログラムの内容が変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

常設 ■ "Information Network Cabling" competition in Asia 〜WSC2013に向けて〜（WSC2013の出場者が競うプレ大会） ■ＩＮＩＰ認定・技能検定告知コーナー

競技会・デモンストレーション プログラム

4月10日［水］

4月11日［木］
第51回

「情報ネットワーク施工」
［ 参加資格 ］制限なし
◆ 日本一決定戦
［メタル-1］ （12:00〜13:30）
◆ 日本一決定戦
［メタル-2］ （16:30〜17:15）

●ツイストペアケーブル施工を中心とした宅内・構内の
情報ネットワーク施工技術の日本一を決定します。
第51回

技能五輪全国大会予選会

「情報ネットワーク施工」
［ 参加資格 ］技能五輪参加予定者
（24歳以下）
◆

職種予選会［光-1］ （14:00〜15:20）

●第51回 技能五輪全国大会の予選会を兼ねています。
●技能五輪の課題の一部を実際に行います。
●光配線技能をご覧いただけます。

技能五輪全国大会予選会

「情報ネットワーク施工」
［ 参加資格 ］技能五輪参加予定者
（24歳以下）
職種予選会［光-2］ （10:00〜11:20）
◆ 職種予選会
［光-3］ （14:00〜15:20）
◆ 職種予選会
［光-4］ （16:00〜17:20）
◆

「情報ネットワーク施工」
［ 参加資格 ］制限なし

4月12日［金］
第51回

技能五輪全国大会予選会

「情報ネットワーク施工」
［ 参加資格 ］技能五輪参加予定者（24歳以下）
◆ 職種予選会
［光-5］ （10:00〜11:20）

「情報ネットワーク施工」
［ 参加資格 ］学生・訓練生
◆ 学生日本一決定戦 （12:00〜13:30）

「情報ネットワーク施工」

◆ 日本一決定戦
［メカスプ］ （12:00〜13:15）

●光メカニカルスプライス接続技術の日本一を
決定します。

［ 参加資格 ］制限なし
◆ 世界一決定戦
［光］ （14:00〜15:15）

閉会式・表彰式［ 結果発表］（16：30〜17：00）

