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サ
（株）
サーフテックトランスナショナル ……32-12
サーモフィッシャー
サイエンティフィック
（株）……………… 41-5
ザール ………………………………………… 7-34
SCIVAX
（株）……………………………… 9-17
埼玉大学 塩田達俊 ……………………… A-6

台湾パビリオン（光通信技術展）
………21-13

中華民国対外貿易発展協会
APAC OPTO ELECTRONICS INC. … 21-5
AMPHENOL FIBER OPTIC PRODUCTS … 20-6
OE-TEK INC. …………………………… 21-9
GLORIOLE ELECTROPTIC
TECHNOLOGY CORP. …………… 20-6
SYNOX TECH CO., LTD. ……… 20-8
志鋼金属
（株）……………………………… 21-7
TELECOM BRIDGE …………………21-11
PINJACK OPTRONICS
INDUSTRIAL CO., LTD. …………20-12
（株）
UNIVERSAL
MICROELECTRONICS ……………20-10
台湾パビリオン（ファインテック ジャパン）

中華民国対外貿易発展協会 ……… 6-15
A-LUMEN MACHINE CO., LTD. … 6-5
EXALT TECHNOLOGY CO., LTD. … 5-18
願行実業有限公司 ……………………… 6-19
CREATIVE SOURCE CO., LTD.… 5-12
GROOVY TECHNOLOGY
CORPORATION（GTOUCH）…… 5-10
KUROKI INDUSTRIAL CO., LTD. … 5-14
SUPER ELITE TECHNOLOGY CO., LTD. … 6-9
t-グローバルテクノロジー
（有）……… 5-16
TECH WAY ADVANCED
MATERIALS CORP. ………………… 6-13
TECH-WAVE
INDUSTRIAL CO., LTD. ………… 6-11
NANO BIT TECH. CO., LTD. … 6-17
HONY GLASS TECHNOLOGY CO., LTD. … 5-6
三笠サービス
（株）………………………… 5-14
UNIBRIGHT CHEMICAL CO., LTD. … 6-21
台湾パビリオン（高機能フィルム展）

SMTC …………………………………………27-38
泓暘実業
（株）………………………………27-30
GMA MACHINERY
ENTERPRISE CO., LTD. …………27-32

ハ
（株）
パーキンエルマージャパン ………18-37
ハイウィン
（株）……………………………… 13-5
ハイケム
（株） ……………………………… 7-12
（株）
ハイテック ………………………………21-37
（株）
ハイテック・システムズ …………… 13-1
（株）
ハイメックス ……………………………32-30
（株）
ハイロックス ……………………………10-11
（株）
ハギテック ………………………………15-11
萩原工業
（株）………………………………34-12
………………………………………18-36
伯東
（株）
パシフィックシステム
（株）………………38-10
（株）
ハシモト …………………………………25-13
八光オートメーション
（株）……………… 42-9
パナック
（株）…………………………………47-36
（株）
羽根田商会 ……………………………46-10
浜松ホトニクス
（株）………………………17-18
浜松ホトニクス
（株）………………………38-15
林時計工業
（株）…………………………18-16
原田産業
（株）………………………………24-20
パルステック工業
（株）…………………18-38
（株）
パルメソ …………………………………… 9-5
ハンズレーザー …………………………… 15-5
バンドー化学
（株）…………………………26-29
ピーエス
（株）…………………………………… 9-2
（株）
ピーエスアイ……………………………24-19
（株）
ピーエムティー ……………………… 26-2
BKtelパシフィック・リム
（株） …………24-28
BWT ……………………………………………14-46
（有）
ヒートテック ……………………………12-15
PPI INC. ……………………………………24-29
ビーム
（株）……………………………………16-14
東山フイルム
（株）…………………………26-51
（学）
光産業創成大学院大学 ………18-30
光貿易
（株）…………………………………22-35
（株）
ヒキフネ …………………………………18-29
ビクトレックスジャパン
（株）……………40-43
日立化成
（株）………………………………22-31
（株）
日立ハイテクサイエンス …………36-13
（株）
日立ハイテクノロジーズ ………… 30-5
Hitachi High-Technologies
Hong Kong Ltd. …………………………21-14
ヒッタイト
（同）……………………………… 23-6
ヒューグルエレクトロニクス
（株） ……11-45
（株）
ヒューテック …………………………… 36-1
BYUCKSAN PAINT ＆
COATING CO., LTD. ……………… 6-29
平井工業
（株）………………………………31-10
（株）
ヒラノテクシード ………………………30-37
（株）
平間理化研究所 ……………………… 8-9
華為技術日本
（ファーウェイ・ジャパン）
（株）…21-45
（株）
ファーネス ………………………………11-26
（株）
ファイマテック …………………………40-35
（株）
ファインテック …………………………27-23
VES
（株） ……………………………………16-13
physical photon
（株）………………… 14-2
VDM Japan
（株）………………………… 47-2
（株）
ブイ・テクノロジー …………………… 14-5
Finisar …………………………………………21-26
フィリップス ウルム・
フォトニックス
（株）…………………………21-36
フィルム・ニュース社 ………………………37-15
フィルメ
トリクス
（株）………………………35-27
（株）
フォーサイトテクノ……………………14-32
4JET TECHNOLOGIES GMBH …11-15

………………………… 15-32
フォトテクニカ
（株）
（株）
フォトロン ………………………………36-17
福田金属箔粉工業
（株）………………46-30
富士機械工業
（株）………………………30-33
（株）
フジクラ ………………………………… 25-1
（株）
フジクラ …………………………………15-25
フジクラ電装
（株）………………………… 24-9
フジコピアン
（株）…………………………33-36
フジサンケイ ビジネスアイ／
日工フォーラム……………………………… 2-18
富士商工マシナリー
（株）………………… 4-1
富士通オプティカルコンポーネンツ
（株）…25-45
フジトク / CODIXX……………………… 20-5
富士フィルター工業
（株）………………34-23
富士フイルム
（株）…………………………36-50
（株）
伏見製薬所 …………………………… 5-34
藤森工業
（株）………………………………34-50
フタムラ化学
（株）…………………………36-35
FUJIAN NORCY NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO., LTD. ………… 6-32
……………………………… 8-10
フナテック
（株）
（株）
ブライト …………………………………10-37
（株）
プライマテック…………………………36-36
（株）
プラスチックス・エージ ……………43-36
FRAUNHOFER INSTITUTE FOR
PHOTONIC MICROSYSTEMS……19-37
プリンテッドエレクトロニクス研究会 … 9-30
古河機械金属
（株）………………………15-19
古河電気工業
（株）………………………15-19
古河電工・古河テクノマテリアル……48-39
（株）
ブルックスジャパン …………………17-39
Bruckner Group …………………………26-19
（株）
フルヤ金属 ……………………………46-39
プレサイスゲージ
（株）……………………24-38
（株）
BROWAVE …………………………23-36
（株）
フローベル ……………………………11-16
プロトラブズ
（同） …………………………39-12
（株）
プロリンクス …………………………… 13-2
（株）
ベアック …………………………………26-40
HAEGANG ALLOY CO., LTD. ……47-41
兵神装備
（株）………………………………13-25
ヘガネス ジャパン
（株）…………………48-31
（株）
BESA …………………………………… 30-9
HESSE MECHATRONICS
JAPAN CO., LTD. ……………………17-14
BELLMATIC
（株）……………………… 34-2
ベルンドルフ・バンド社 …………………27-27
ヘレウス
（株） ……………………………… 5-11
ヘレウス
（株） ………………………………41-10
ヘンケルジャパン
（株） ………………… 4-12
ぺんてる
（株） ……………………………… 1-11
（株）
ホーライ …………………………………33-15
北海道工業大学 佐鳥新 ……………… A-4
ホッティーポリマー
（株）…………………38-24
（株）
ポラテクノ ……………………………… 19-9
POLYUS RESEARCH
INSTITUTE OF M.F.STELMAKH …19-35
（株）
堀内電機製作所 …………………… 15-5
（株）
堀場エステック ……………………… 38-9
ポリプラスチックス
（株）…………………42-49
ポリプレックス
（タイランド）
パブリック リミテッド カンパニー ……36-40

マ
マイクロ・テック
（株）……………………… 3-17
Mipox
（株） ………………………………… 28-9
前田工業
（株）………………………………15-14
マグ・イゾベール
（株）……………………40-23
マコー
（株）……………………………………48-15
（株）
松岡機械製作所 ……………………28-28
MAXPHOTONICS CO., LTD.……14-15
マックスリー・エンタプライズ
（株）…… 46-5
松定プレシジョン
（株）……………………10-19
松田産業
（株）………………………………46-23
松浪硝子工業
（株）……………………… 5-31
（株）
マツボー ………………………………… 9-34
マツモト機械
（株）…………………………14-25
マツモト産業
（株）…………………………14-25
マテリオン ブラッシュ ジャパン
（株）…47-29
（株）
マルコム ………………………………… 43-2
MULTI IR
OPTOELECTRONICS CO., LTD. …18-32
……………………………………… 14-32
丸文
（株）
……………………………………… 16-10
丸文
（株）
……………………………………… 22-19
丸文
（株）
丸紅情報システムズ
（株） …………… 9-16
丸紅テクマテックス
（株）………………35-23
丸本ストルアス
（株）………………………47-23
（株）
マルヤス ………………………………… 32-9
（株）
マルヤス …………………………………41-13
ミカド機器販売
（株）……………………… 9-14
（株）
三喜 ……………………………………… 24-6
三井化学
（株）………………………………45-49
（株）
三井化学分析センター …………41-40
……… 15-9
三井物産エレクトロニクス
（株）
三井物産プラスチック
（株）……………42-23
（株）
三橋製作所 ……………………………33-29
三菱ガス化学
（株）………………………41-29
三菱樹脂
（株）………………………………30-49
三菱電機エンジニアリング
（株）…… 2-19
三星工業
（株）……………………………… 9-12
三星ダイヤモンド工業
（株）……………17-29
（株）
三ツワフロンテック ………………… 36-5
ミノインターナショナル
（株）…………… 8-26
（株）
ミノグループ …………………………… 8-26
（有）
みのり機工 ……………………………17-17
（株）
ミマキエンジニアリング ……………40-18
（株）
都ローラー工業 ………………………29-15
ミヤチテクノス
（株）………………………19-45
武蔵エンジニアリング
（株）……………10-36
（株）
村上色彩技術研究所 ……………11-38
ムラカミ精機
（株）………………………… 11-5
（株）
村谷機械製作所 ……………………14-19
ムロマチテクノス
（株）…………………… 9-18
名城大学 竹内哲也 …………………… A-14

明和ゴム工業
（株）………………………34-16
メインテクノロジー
（株）…………………22-25
メガロテクニカ
（株）………………………41-17
（株）
メタルドゥ ………………………………49-18
（株）
メック……………………………………… 36-2
（株）
メディア研究所 ……………………… 38-1
メ
トラー・
トレド
（株）…………………………12-12
（株）
メ
トロール ……………………………… 49-1
メルク
（株）……………………………………16-31
MoSys …………………………………………21-26
モステックジャパン
（株）………………… 2-13
MOXTEK …………………………………… 19-9
モメンティブ …………………………………43-50
森川工業
（株）……………………………… 2-45
森下仁丹
（株）………………………………44-38
守田光学工業
（株）………………………18-20
（株）
守谷商会 ……………………………… 37-9
森村商事
（株）………………………………49-43
ヤ
…………………15-35
安井インターテック
（株）
ヤマウチマテックス
（株）…………………49-32
ヤマキ電器
（株）……………………………40-30
山口産業
（株）………………………………34-11
大和川紙工
（株）…………………………37-41
大和川ポリマー
（株） ……………………37-41
大和樹脂
（株）………………………………42-14
（株）
山文電気 ………………………………37-14
（株）
山本金属製作所 …………………… 49-5
山本光学
（株）……………………………… 18-1
山本特殊鋼
（株）…………………………46-38
YanGo International Ltd. …………28-24
（株）
ヤンゴージャパン ……………………28-24
……………………………33-35
ユアサ工機
（株）
ユアサシステム機器
（株）………………33-35
（株）
UACJ ……………………………………46-49
（株）
UL Japan ……………………………40-29
ユーシー・ジャパン
（株）…………………39-30
（株）
ユーテクノロジー ……………………… 9-9
UBI RESEARCH ………………………11-36
（株）
豊電子工業 ……………………………14-39
ユニオプト
（株） ……………………………20-32
ユニオンツール
（株）………………………10-34
ユニオンツール
（株）………………………21-37
ユニチカ
（株）………………………………39-49
ユニテック・ジャパン
（株）………………38-18

（株）
ユニハイトシステム …………………47-10
（株）
横河ブリッジ…………………………… 8-35
横河メータ＆インスツルメンツ
（株）……22-11
横浜油脂工業
（株）……………………… 5-36
（株）
吉井金型製作所 ……………………49-31
吉川工業
（株）………………………………29-31
吉田キャスト工業
（株） …………………49-10
淀川サンセイ
（株）………………………… 7-19
淀川ヒューテック
（株）…………………… 7-19
淀川メデック
（株）………………………… 7-19
ラ
ライトコム テクノロジー …………………15-17
Leybold Optics GmbH ………………33-39
LABTHINK
INSTRUMENTS CO., LTD. ……37-10
ラミネーションズ ……………………………42-35
ランテクニカルサービス
（株）………… 35-5
リーダーメディアテクノ
（株）……………… 1-9
（株）
リキッドガス ……………………………42-39
リケンテクノス
（株）………………………32-43
LICOMM CO., LTD. …………………23-16
（株）
リプス・ワークス ……………………… 9-19
琉球大学 野口隆 ………………………… A-16
（株）
菱光社 …………………………………28-13
（株）
菱光社 …………………………………35-18
（株）
リンクス ………………………………… 20-1
リンテック
（株）………………………………28-49
レイチャーシステムズ
（株） ……………19-17
LASER FOCUS WORLD CHINA /
LIGHTWAVE CHINA ……………………14-17
（一社）
レーザ加工学会 …………………15-31
レーザ協会……………………………………14-11
レーザ・ネット
（株）………………………… 14-2
レボックス
（株）………………………………36-10
（株）
レヨーン工業 …………………………27-17
（株）
ロゼフテクノロジー …………………38-30
ロック技研工業
（株） ……………………28-16
……… 13-12
ロフィン・バーゼルジャパン
（株）
ROLITH INC. …………………………… 1-10
ワ
WORLDLINE………………………………41-14
（株）
ワイ・イー・データ ……………………14-16
若水技研
（株）………………………………28-29

出展社による製品・技術セミナー
会場

展示会場内セミナー会場

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）

4月16 日［水］

4月17 日［木］

受講
無料

4月18 日［金］

MIMによる微小・高精度部品の 脱・既成概念！課題解決や

11 : 00
〜

日本重化学工業
（株）……………………49-28
日本信号
（株）………………………………20-39
（一社）
日本伸銅協会 ……………………49-35
（株）
日本製鋼所 ……………………………13-19
（株）
日本製鋼所 …………………………… 31-5
日本精線
（株）………………………………48-43
日本ゼオン
（株）…………………………… 6-31
（一社）
日本チタン協会 …………………45-34
日本デバイス
（株）…………………………18-39
………………… 25-5
日本テレガートナー
（株）
日本電気
（株）………………………………22-45
日本電気硝子
（株）………………………19-19
日本電計
（株）………………………………42-10
日本電産リード
（株）……………………… 10-5
日本電色工業
（株）……………………… 43-9
（一社）
日本銅センター……………………49-35
（株）
日本特殊管製作所…………………49-39
日本ピストンリング
（株）…………………45-42
………………… 9-10
日本ビューワークス
（株）
日本ファインセラミックス
（株）…………47-33
日本ブッシュ
（株） …………………………47-14
日本プラズマトリート
（株）………………27-35
日本分光
（株）………………………………19-26
日本ベルティング
（株）
／
ベルンドルフ・バンド社 …………………27-27
（一社）
日本マグネシウム協会 …………48-36
日本モレックス
（株）………………………24-27
日本冶金工業
（株）………………………45-43
日本ユテク
（株）……………………………40-24
（株）
日本レーザー ………………………… 19-5
（株）
ニューサイトジャパン ……………… 2-37
（株）
ニューメタルス エンド
ケミカルスコーポレーション ……………47-28
（株）
ニレコ …………………………………… 38-5
（株）
ネオス …………………………………… 5-30
（株）
ネオトロン ………………………………21-20
ネオフォ
トニクス日本
（同）/
ネオフォ
トニクス・セミコンダクタ
（同）… 21-6
暉盛科技股份有限公司 ……………… 30-5
ノイエンカンフ ……………………………… 46-5
NOVACENTRIX ………………………… 8-39
ノードソン
（株）………………………………40-17
ノードソン
（株）EDIビジネスグループ …28-17
Nordson-Polymer
Processing Systems …………………28-17
（株）
野上技研 ………………………………31-32
（株）
野田スクリーン ……………………… 5-17
（株）
野村鍍金 ………………………………33-11
（株）
ノリタケカンパニーリミテド ………12-31

アプリケーションと
活用のポイント

◆ ◆ ◆

12 : 00

用途開発へつながる
イノベーション

太盛工業（株）

独シュミット社
12 : 20
次世代フレキシブルロール
13 : 20 コーター FlexBlue

全自動シリアルセクショニング
3D顕微鏡Genus_3D
-材料組織3D評価

〜

タ
…………… 47-1
第一稀元素化学工業
（株）
第一実業
（株）………………………………34-29
（株）
タイカ …………………………………… 5-37
大浩研熱
（株）……………………………… 9-11
（株）
大興製作所 …………………………… 19-6
（株）
大昌 ………………………………………47-41
太盛工業
（株）………………………………48-27
大成ファインケミカル
（株）……………27-43
（株）
ダイセル …………………………………32-49
ダイセル・エボニック
（株）………………42-43
ダイセルバリューコーティング
（株）……32-49
ダイセルポリマー
（株）……………………32-49
太倉邁輝機械製造有限公司 ………28-36
ダイソー
（株）………………………………… 9-33
ダイソーケミカル
（株）……………………40-23
大同特殊鋼
（株）…………………………45-17
ダイトエレクトロン
（株）…………………… 11-9
（株）
大日本科研 …………………………… 8-19
大日本スクリーン製造
（株）……………10-29
（株）
ダイフク ………………………………… 34-6
TAIHU JINZHANG SCIENCE ＆
TECHNOLOGY CORP. ……………37-38
ダイヤモンド社 ………………………………23-38
大陽光学
（東莞）
有限公司 ……………20-11

長興化学工業
（株）………………………27-36 （株）
電子ジャーナル ……………………… 2-38
（株）
電波タイムス社 ………………………23-14
NICELY MACHINERY
DEVELOPMENT CO., LTD. ……27-24
ドイツパビリオン（光通信技術展）
HONG-MING TECHNOLOGY ……27-28
ヴァーティラス ………………………………23-25
LASER TOOLS AND
（株）………………………23-25
TECHNICS CORP.……………………27-34 SHF JAPAN
CUBE OPTICS …………………………23-25
………………………………
45-12
高砂工業
（株）
TEC MICROSYSTEMS GMBH ……23-25
（株）
タカトリ……………………………………12-34
ファインテック GMBH ＆ CO. KG ……23-25
……………………………………
タカノ
（株）
38-27
VPIPHOTONICS GMBH …………23-25
（株）
高橋型精 ……………………………… 28-1
フラウンホーファーHHI …………………23-25
………………
（株）
タカハシ抜型製作所
31-29
BERLIN PARTNER FOR BUSINESS
（株）
タカハラコーポレーション…………34-35
AND TECHNOLOGY GMBH …………23-25
………………………
武井電機工業
（株）
30-5
LUCEO TECHNOLOGIES GMBH…23-25
（株）
田島軽金属 ……………………………47-33
……………………
（株）………………………………11-19
タッチタイワンエキスポ
3-9 東海商事
東京インスツルメンツ………………18-34
（株）
タッチパネル研究所 ………………… 1-3 （株）
田中貴金属グループ ……………………45-39 東京工科大学 鶴岡誠 …………………… A-8
田中貴金属工業
（株） …………………45-39 東京工科大学 三田地成幸 …………… A-7
田中電子工業
（株）………………………45-39 東京工業大学 水本哲弥 …………… A-12
東京衡機 ………………………………40-11
（株）
タナベ …………………………………… 44-1 （株）
（株）………………………………47-41
玉川大学 二見史生 ……………………… A-5 東京実業
東京セロレーベル …………………32-36
（株）
タムラ製作所 ………………………… 7-11 （株）
東京ダイヤモンド工具製作所 ……10-33
（株）
タンケンシールセーコウ……………10-15 （株）
東京抵抗社 ……………………………38-43
（株）
チノー ……………………………………37-30 （株）
（株）………………………………30-43
千葉機械工業
（株）………………………31-16 東芝機械
（株）
東芝 デジタルプロダクツ＆
CHI MEI VISUAL
TECHNOLOGY CO., LTD. ……… 6-38 サービス社 …………………………………… 1-33
銅鉄合金
（株）………………………………47-41
CHARM
（株）……………………… 6-12
ENGINEERING CO., LTD. ………… 4-9 東北電子産業
（株）……………………………29-43
Changzhou Almaden Co., Ltd. … 5-32 東洋インキ
東洋製罐グループ
CHANGCHUN
（株）……………………21-17
HIPOLYKING CO., LTD. …………41-35 ホールディングス
（株）………………………………44-39
中越合金鋳工
（株）………………………48-40 東洋炭素
（株）………………………………36-31
（株）
中央電機計器製作所 ……………29-30 東洋包材
（株）……………………………………29-27
中興化成工業
（株）………………………26-36 東リツ
（株）………………………………………37-49
中国精誠時代集団 ………………………42-23 東レ
東レエンジニアリング
（株） ……………31-23
中国パビリオン（オプティクス EXPO）
東レ・デュポン
（株） ………………………47-40
（株）
トーア電子……………………………… 9-45
ZIBO LINZI XINFANGYUAN
トーイ
ン
（株）…………………………………38-39
……………
CHEMICAL CO., LTD.
20-21
（株）
トーコー ………………………………… 29-5
NANJING KOZO OPTICAL AND
東伸 ………………………………………31-39
ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD. …20-27 （株）
TOTO
（株） …………………………………24-13
NINGBO YINZHOU LONGSHENG
トーヨーケム
（株） …………………………29-43
……
OPTICAL PLATING FACTORY
20-25
（株）
トーヨーコーポレーション ………… 8-38
HUNAN HAOZHI NEW
MATERIALS CO., LTD. ……………19-34 徳島大学 木内陽介 ……………………… A-9
トクセン工業
（株）………………………… 48-5
トクデン
（株）………………………………… 27-5
中国パビリオン（光通信技術展）
（株）
徳力化学研究所 ……………………49-23
INNOLIGHT
（株）
徳力本店 ………………………………49-23
TECHNOLOGY CORP. ……………21-25 徳機
……………………………………… 43-10
（株）
XDK COMMUNICATION
凸版印刷
（株）………………………………26-25
EQUIPMENT（HUIZHOU）CO., LTD. …20-30 トビー・テクノロジー
（株）………………… 3-39
ORTE PHOTONICS CO., LTD. ……20-28 『塗布と塗膜』
編集部
SUPERXON（CHENGDU）
（塗料報知新聞社）………………………37-31
TECHNOLOGY LTD. ………………20-26 トムラソーティング …………………………42-13
CHINA CLOUD ELECTRO OPTICS
Domaille Engineering, LLC ………24-26
TECHNOLOGY CO., LTD.………………21-29 （株）
トライテック …………………………… 7-30
LUCATECH TECHNOLOGY CORP. …21-25 （株）
トリオセラミックス ……………………42-40
（株）
トリマティス ……………………………21-12
中国パビリオン（高機能プラスチック展）
トルンプ
（株）…………………………………14-45
…………………………
サンケミカル
（株）
43-26 ナ
ZHEJIANG QUZHOU YOUPONT
（株）………………………………38-43
FLUORO-MATERIAL CO., LTD. …44-29 長岡産業
長瀬産業
（株）……………………………… 30-1
JIANGSU JIUDING NEW
中沼アー
トスクリーン
（株） …………… 8-29
………………
MATERIAL CO., LTD.
43-24
中山電機 ………………………………45-13
JIANGSU TETRACHEM CO., LTD. …43-26 （株）
ナカンテクノ
（株）…………………………13-45
SICHUAN DEYANG SPECIAL
NEW MATERIAL CO., LTD. ……44-25 名古屋大学 富田英生 ………………… A-11
（株）
名古屋刃型 ……………………………31-11
DALIAN TGI X-TURSION
（株）………………………………45-43
TECHNOLOGY CO., LTD. ………44-27 ナス鋼帯
（株）
ナッ
クイ
メージテクノロジー ………14-37
CHANGSHU JIANGNAN GLASS
（株）……………………………… 18-5
FIBER CO., LTD. ………………………44-23 夏目光学
（株）
七星科学研究所 …………………… 24-1
中部日本マルコ
（株）……………………24-32 ナニワ化工
（株）……………………………35-36
チヨダエレクトリック
（株）………………12-16 ナノインク懇話会 ………………………… 9-30
千代田交易
（株）………………………… 9-25 ナノグレイ
（株）………………………………45-30
ツヴィック………………………………………40-11 ナノダックス
（株） …………………………40-23
ツーシックスジャパン
（株）……………… 19-1 ナノテック
（株）………………………………28-41
（株）
塚谷刃物製作所 …………………… 30-7 NANOLN CO., LTD. …………………18-18
塚田理研工業
（株）……………………… 40-6 ナプソン
（株） ………………………………37-27
DIC
（株）………………………………………… 4-6 ナミックス
（株）………………………………23-13
（株）
ティー・イー・エム ……………………18-19 新居浜工業高等専門学校 出口幹雄 … A-1
THK
（株） …………………………………… 33-5 日栄化工
（株）………………………………31-43
（株）
DNPファインケミカル …………… 7-33 （株）
日刊工業新聞社 …………………… 10-1
（株）
DJK ………………………………………42-30 日機装技研
（株） …………………………19-18
DMカードジャパン
（株）………………… 1-16 日産化学工業
（株）……………………… 4-26
（株）
ディ
・エム・シー…………………………… 1-2 日昌
（株）……………………………………… 7-16
………………………29-16 （株）
DKSHジャパン
（株）
ニッシン …………………………………28-33
ディスカバリーセミコンダクターズ ……25-39 （株）
日新化成 ………………………………21-19
（株）
ディスコ ………………………………… 17-5 日星電気
（株）………………………………16-25
ディスプレイサーチ ……………………… 4-30 日鉄住金マイクロメタル
（株）…………46-23
DISPLAY TAIWAN 2014（PIDA）… 8-32 日東工業
（株）………………………………25-17
（株）
ティ
・ディ
・シー …………………………35-35 日特エンジニアリング
（株）……………31-15
DAVI - PROMAU S.R.L. ……………49-36 日豊産業
（株）………………………………45-38
ティムカル・ジャパン
（株）………………43-29 （株）
ニデック …………………………………39-38
（株）
ディムコ …………………………………26-15 （株）
二宮システム …………………………10-12
データコントロルズ
（株）…………………25-11 日本アグフアマテリアルズ
（株） …… 5-20
デクセリアルズ
（株）……………………… 5-45 日本アビオニクス
（株） …………………19-13
テクダイヤ
（株） ……………………………21-38 日本板硝子
（株） …………………………43-40
テクトロニクス ………………………………21-37 日本エアーテック
（株）……………………11-11
（株）
テクニスコ ……………………………… 17-5 日本エクストロン
（株）……………………38-38
（株）
テクノ・アイ …………………………… 36-5 日本エリコンライボルト
（株）……………12-29
テクノコート
（株）……………………………47-18 日本エレクトプレイティング・
（株）
テクノスマート ………………………… 34-5 エンジニヤース
（株）………………………45-39
テクノハンズ
（株）………………………… 16-1 日本ガイシ
（株）……………………………49-24
（株）
テクノファイン ………………………… 5-33 日本カンタム・デザイン
（株）……………17-34
テクノロール
（株）………………………… 29-1 （株）
日本技術センター……………………13-45
DAESUNG HI-TECH CO., LTD. ……30-29 日本キャノン
（株）…………………………44-42
（株）
寺岡製作所 ……………………………31-40 日本軽金属
（株） …………………………46-43
（株）
デルタ技研 ……………………………47-41 日本工業出版
（株）………………………14-33
（株）
デルファイジャパン ………………… 12-5 日本工業出版
（株）………………………44-13
デンカアドテックス
（株）………………… 4-25 日本合成化学工業
（株）………………34-39
電気化学工業
（株）……………………… 4-25 日本シーエムアイ
（株） …………………42-35
（株）…………………………… 44-9
電気化学工業
（株）………………………26-45 日本シーム

（株）メディア研究所

サイバネットシステム（株）

ダイセル・エボニックの新しい
異種材料の複合化技術について

（株）新興精機

ダイセル・エボニック（株）

化学・環境分野における
森下仁丹シームレスカプセルの ショットピーニング処理製品の
13 : 40
技術と高分子材料の高機能化 非破壊検査技術について
ULの取組み
14 : 40 〜UL島津ラボラトリーの設立
（株）UL Japan
森下仁丹（株）
新東工業（株）
〜

カンセンエキスパンダー工業
（株）……28-23
…………16-37
カンタムエレクトロニクス
（株）
関東化学
（株）……………………………… 6-25
関東電化工業
（株）………………………41-36
（株）
カンネツ …………………………………34-15
KANNETSU SE ASIA CO., LTD. …34-15
KANNETSU
（THAILAND）CO., LTD. ……………34-15
（株）
キーエンス ………………………………39-11
キクカワエンタープライズ
（株）………11-20
KISCO LTD. ……………………………… 6-38
（株）
喜多村 …………………………………44-17
Gichoビジネス
コミュニケーションズ
（株）……………… 9-29
…………… 6-16
吉林奥来徳光電材料
（株）
（株）
木村鋳造所 ……………………………49-27
（株）
きもと ……………………………………26-41
CASTON INC. ……………………………17-30
キヤノン
（株）………………………………… 2-34
キャノン エス ピー エー …………………44-42
キヤノントッキ
（株）…………………………13-15
キヤノンマーケティングジャパン
（株）… 16-1
QMS
（株）……………………………………41-39
九州三井アルミニウム工業
（株）……46-34
（株）
QDレーザ ………………………………15-10
協栄プリント技研
（株） …………………33-12
（株）
協真エンジニアリング …………… 47-9
京セミ
（株）……………………………………19-31
共同印刷
（株）………………………………26-35
（株）
協同インターナショナル ………… 8-12
共同技研化学
（株）………………………30-40
京町産業車輌
（株）………………………43-17
極東貿易
（株）………………………………43-23
旭光通商
（株）………………………………18-25
（株）
金陽社 …………………………………33-23
杭州関熱技術服務有限公司 ………34-15
杭州関熱貿易有限公司 ………………34-15
（株）
クォークテクノロジー ……………… 2-25
（株）
クボタ …………………………………… 43-5
（株）
クボタ計装 …………………………… 43-5
クボテック
（株）……………………………… 39-1
クライムプロダクツ
（株）…………………10-30
倉敷紡績
（株）………………………………35-43
倉敷紡績
（株）……………………………… 37-5
グラパックジャパン
（株）…………………35-40
（株）
グラファイトデザイン ………………40-30
（株）
クラレ ……………………………………39-50
GREEN INDUSTRY CO., LTD. …47-41
クリーン・テクノロジー
（株） …………… 30-5
（株）
グリーンテックジャパン …………… 41-1
（株）
グリーンプラス…………………………49-14
（株）
クリスタル光学 ………………………31-28
（株）
栗本鐵工所 ……………………………27-14
（株）
栗本鐵工所 …………………………… 42-5
クレハエクストロン
（株）…………………38-38
（株）
クレファイン ……………………………38-38
CLOVER JAPAN
（株）……………… 2-45
グローバルディスプレイ
（株）………… 3-37
グンゼ
（株）……………………………………26-32
CARESTREAM ADVANCED
MATERIALS ……………………………… 1-14
（株）
ケイ・エム・シー ………………………49-15
ケイエルブイ
（株）…………………………18-33
KDX CO., LTD. …………………………26-50
GOEBEL Schneid- und
Wickelsysteme GmbH ………………26-19
月刊 プラスチック サイエンス…………43-32
ケメット・ジャパン
（株）…………………… 47-6
ケルヒャー ジャパン
（株）………………41-32
（株）
ケンコー光学 …………………………18-12
（株）
工業通信 ………………………………24-25
（株）
工業通信 ………………………………44-28
………………………………………13-31
興研
（株）
広州華欣電子科技
（有）………………… 2-5
光伸光学工業
（株）………………………21-37
高知工科大学 山本哲也 …………… A-13
高知工業高等専門学校 宮田剛 …… A-2
（株）
神戸製鋼所 ……………………………30-30
（株）
神戸製鋼所 ……………………………48-49
互応化学工業
（株）………………………27-39
（株）
コージェント ……………………………21-26
（株）
コードー …………………………………47-40
コーニングインターナショナル
（株）……25-31
（株）
ゴーフォトン ……………………………23-30
コーベックス
（株）………………………… 7-38
COLD JET …………………………………39-24
コーンズ テクノロジー
（株）……………24-34
コスモ新素材
（株） ………………………33-43
（株）
小林製作所 …………………………… 26-9
コヒレント・ジャパン
（株）…………………13-32
小峰無線電機
（株）………………………24-14
コミヤマエレクトロン
（株）……………… 9-48
コムネット
（株）……………………………… 17-9
（株）
コムラテック …………………………… 8-46
（株）
小森マシナリー ……………………… 2-20
五洋紙工
（株）………………………………26-28
CONJOINT TECHNOLOGY INC. …… 1-9
（株）
コンドー ………………………………… 9-37

新日鉄住金マテリアルズ
（株）………29-31
新日本空調
（株） …………………………… 5-2
新日本溶業
（株） ………………………… 45-6
シンフォニーマーケティング
（株）……44-18
Suzhou TFC Optical
Communication Co., Ltd. …………21-14
スガ試験機
（株）……………………………40-14
SCANLAB AG ……………………………14-34
（株）
STEER JAPAN ……………………42-17
（有）
ステック …………………………………40-30
スプレーイング システムス
ジャパン
（株）…………………………………29-11
スペクトラ・フィジックス
（株）……………17-35
スペクトリス
（株）NDC事業部 ………35-28
スペクトロニクス
（株）……………………15-12
スペシャリティーミネラルズ インク …40-35
（株）
住化分析センター …………………36-14
（株）
住田光学ガラス …………………… 17-2
住友化学
（株）………………………………41-43
住友重機械メカトロニクス
（株） ……17-12
住友スリーエム
（株）……………………… 1-19
住友精密工業
（株）………………………18-26
住友電気工業
（株）………………………18-17
住友電気工業
（株）………………………25-20
住友ベークライト
（株）……………………39-41
（株）
SUWAオプトロニクス …………… 19-2
（株）
精工技研 ………………………………24-16
（株）
セイコーアドバンス ………………… 5-25
セイコーインスツル
（株）…………………45-23
星光PMC
（株）……………………………28-40
（株）
西部技研 ………………………………12-35
（株）
セイロジャパン ……………………… 41-9
（株）
清和光学製作所 ……………………12-26
星和電機
（株）………………………………24-12
SEOWON CO., LTD. ………………47-41
セブンシックス
（株）………………………14-46
セムコ
（株）……………………………………37-17
ZHERMACK S.P.A. …………………39-34
（株）
扇港産業 ……………………………… 23-5
先端レーザ樹脂溶着技術・推進
コンソーシアム
（
（株）
キャンパスクリエイト）…14-10
創光科学
（株）………………………………19-18
SOURCE PHOTONICS ……………23-10
（株）
相馬光学 ………………………………20-34
蘇州デルファイレーザ
（株）…………… 12-5
（株）
ソディック ……………………………… 40-5
ソマール
（株） ………………………………32-50
ソルテック工業
（株）……………………… 32-5

研究・開発現場で特許情報を
3Dプリンタと比較。
『簡単』に活用できていますか？ ネットでたのめる！
射出成形＆切削加工

フレキシブルシートの
真空貼り合せ装置
16 : 00 〜平面から曲面まで
15 : 00
〜

NANO TECHNOLOGY
RESERACH ASSOCIATION ……44-12
APPLIED CARBON NANO
TECHNOLOGY CO., LTD. ………44-16
NANO CAST CO., LTD. …………44-14
NANO, FUTURE AND
LIFE INC. ……………………………………44-10

サイバネットシステム
（株）………………12-38
サイバネットシステム
（株）………………43-39
CILAS …………………………………………18-11
（一財）
材料科学技術振興財団 ……10-25
サエス・グループ …………………………… 6-30
坂本造機
（株）………………………………30-23
SABICイノベーティブ
プラスチックス
（合）………………………28-50
Sablux Technik …………………………38-18
サンインスツルメント
（株）………………13-38
サンインスツルメント
（株）………………25-39
（株）
サンエー化研 …………………………36-43
（株）
サンエストレーディング ……………22-12
……………………………………… 12-1
三共
（株）
産業開発機構
（株）………………………… 9-6
（独）
産業技術総合研究所 ……………24-40
（株）
産業タイムズ社 ……………………… 3-31
三協立山
（株）
三協マテリアル社 ……46-35
…………………………………47-13
サンキン
（株）
（株）
サンシン ………………………………… 11-5
三信工業
（株）……………………………… 44-2
（株）
三水商工 ………………………………35-36
（株）
サンテック ………………………………… 8-5
santec
（株）…………………………………20-18
サンテックオプト
（株）……………………… 5-5
（株）
山東鐵工所 ……………………………29-12
サンドビック
（株）…………………………… 42-1
（株）
三明 ……………………………………… 36-6
三明機工
（株）………………………………12-39
山陽特殊製鋼
（株）………………………47-17
山陽パッケージシステム
（株）………… 33-1
耀陽化工科技
（有）………………………27-44
三和電気工業
（株）……………………… 24-5
（株）
C．
A．
ピカードジャパン……………… 43-6
ジーエスアイ・グループ・ジャパン
（株）…17-13
（株）
GSIクレオス……………………………42-23
CFA KOREA CO., LTD. ……………47-41
ジーエルサン …………………………………24-34
GLSUN SCIENCE AND
TECH CO., LTD. ………………………24-37
シーシーエス
（株）…………………………17-32
シーシーエス
（株）………………………… 38-6
…………………………………35-39
シーダム
（株）
（株）
シーティーイー………………………… 44-6
CTF PRECISION
IND CO., LTD.……………………………23-11
JSR
（株）……………………………………… 4-19
JX日鉱日石エネルギー
（株）………… 6-39
JX日鉱日石金属
（株）……………………47-49
JNC
（株） …………………………………… 6-46
JFEテクノリサーチ
（株）…………………40-39
J TOUCH
…… 4-34
JAPAN CORPORATION
（株）
ジェイディーエスユー
ティーアンドエム
（株）……………………22-39
ジェイディーエスユニフェーズ
（株）……22-39
（株）
ジェイテクト ……………………………29-39
JPテック
（株）………………………………… 4-2
JPTEC ATTACHING MACHINE
（SHENZHEN）CO., LTD. …………… 4-2
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン
（株）……18-31
SHEN AN PLYWOOD
ENTERPRISE CO., LTD. …………26-24
SHENZHEN ETMADE AUTOMATION
EQUIPMENT CO., LTD. …………………11-10
SHENZHEN FLAT PANEL DISPLAY
INDUSTRY ASSOCIATION（SDIA）… 8-36
SHENZHEN LEYARD OPTOELECTRONIC CO., LTD. ………… 4-45
シグマ光機
（株）……………………………19-39
シナジーオプトシステムズ
（株）………23-34
シナノ産業
（株）…………………………… 9-19
SYNOVA JAPAN
（株）………………14-26
澁谷工業
（株）………………………………16-45
（株）
島精機製作所 ………………………39-17
（株）
島津製作所 ……………………………17-25
シャープ
（株）………………………………… 2-31
シヤチハタ
（株）……………………………39-29
ジャパンファインスチール
（株）……… 48-5
ジャパン・フィールド
（株）…………………46-27
ジャパンポリマーク
（株）…………………34-40
ジャパンマシナリー
（株）………………… 49-9
（株）
JALUX …………………………………18-32
JIANGSU YUXING FILM
TECHNOLOGY CO., LTD. ……… 6-18
上海捷司模贸易有限公司 …………42-23
上海センセイ機電有限公司 …………28-36
十条ケミカル
（株）………………………… 7-29
SCHEUERLE KAMAG …………… 48-6
SCHEUERLE
FAHRZEUGFABRIK GMBH …… 48-6
シュミット バキューム テクノロジー … 38-1
昭光通商
（株）……………………………… 8-39
常州強力電子新材料股份有限公司 … 6-33
（株）
庄内クリエート工業 …………………28-36
（株）
湘南貿易 ………………………………33-30
常陽工学
（株）………………………………26-14
昭和電工
（株）……………………………… 8-39
（株）
昭和丸筒 ………………………………32-31
ショーダテクトロン
（株）…………………11-25
ショット日本
（株）…………………………… 7-25
シリコンサイン・ジャパン
（同）………… 4-33
（株）
シルバーロイ …………………………48-28
新栄金属
（株）………………………………45-38
（株）
信栄テクノ …………………………… 9-19
信越化学工業
（株）………………………41-23
進桜電機
（株）……………………………… 2-13
（株）
シンキー ………………………………… 44-5
（株）
シンク・ラボラトリー …………………10-16
（株）
伸興 ……………………………………… 27-9
（株）
新興精機 ………………………………45-13
伸興電線
（株）………………………………20-29
深セン山鷹テクノロジー
（有）………… 1-12
シンテック
（株）………………………………12-19
新東工業
（株）………………………………46-15

常陽工学（株）

プロトラブズ（同）

4月17 日［木］

4月18 日［金］

光焼成の為の高度なパルス
整形及びシュミレーション。
※11 : 30 〜12 : 00

11 : 00
◆ ◆ ◆

12 : 00

サイバネットシステム（株）

Ⓑ会場 （東 5 ホール）

4月16 日［水］
〜

韓国パビリオン（高機能プラスチック展）

レーザ加工システムソリューション
MUSASHI のご紹介

NOVACENTRIX
◆ ◆ ◆

13 : 20

イムラアメリカインク

低〜高粘度液を高精度に
連続供給！
【新型】塗工用モーノポンプ

12 : 20
〜

小間番号 （株）
エーシーエム …………………………42-36
AGCコーテック
（株） ……………………27-40
ア
（株）
エース・オプト …………………………15-17
ART＆TECH
（株） ………………………38-35 （株）
エーディエフ……………………………11-37
アートワーク
（株） ………………………… 1-23 ABB
（株） ……………………………………16-18
（株）
Rs-JAPAN ……………………………18-13 APP …………………………………………… 2-26
（株）
アイ・アール・システム………………19-32 XPERION COMPONENTS GMBH ＆ CO. KG /
アイウェーヴ
（株）…………………………22-46 丸紅テクマテックス（株）…………………………35-23
（株）
IHI …………………………………………44-43 SNU PRECISION……………………… 9-34
（株）
アイオー・エム …………………………40-10 SMC
（株）……………………………………28-32
アイグラフィックス
（株）…………………32-13 （株）
エスケーエレクトロニクス ………… 8-15
アイゲート
（株）……………………………… 36-6
SKメディカル電子
（株）…………………45-24
アイセル
（株） ……………………………… 26-3
（株）
エスティーエム ………………………41-28
…………………………………
（株）
アイセロ
26-18
XGIGA COMMUNICATION
相田化学工業
（株）………………………48-32
TECH CO., LTD. ………………………20-20
…………………………
（株）
アイテーオー
9-37
（株）
X-one Technologies ……………23-30
（株）
アイテックシステム …………………37-18
エ
ッ
ジセ
ミコン
（株） ………………………17-33
…………………
アイメックジャパン
（株）
23-38
エ
ドモ
ン
ド
・
オ
プテ
ィクス・ジャパン
（株）… 16-5
（株）
明石合銅 ………………………………47-33
………………………………28-12
エ
ドワーズ
（株）
………………………………
アキレス
（株）
36-39
アキレスコアテック
（株）…………………36-39 エヌアンドケーテクノロジー ……………18-35
NHVコーポレーション ……………35-32
アクア化学
（株）……………………………48-18 （株）
エヌ・エス・テック …………………… 6-35
ACCELINK.WTD PLUS ……………23-26 （株）
（株）……………………………11-29
曙機械工業
（株）………………………… 32-1 NKワークス
エヌ・ティー・エス ……………………38-34
（株）
アコー ……………………………………43-16 （株）
（株）……… 23-1
（株）
浅野研究所 ……………………………42-31 NTTアドバンステクノロジ
（株） …………… 22-1
（株）
アサヒ化学研究所 …………………… 3-5 NTTエレクトロニクス
旭化成ケミカルズ
（株）…………………47-24 エバンス・アナリティカル・グループ/
（株）……………………… 45-9
旭化成せんい
（株）………………………40-40 ナノサイエンス
恵比寿加工 ……………………………34-32
旭化成ワッカーシリコーン
（株）………39-23 （株）
旭硝子
（株）………………………………… 6-45 FHR ANLAGENBAU GMBH ……27-10
エフ・エー電子………………………… 46-1
旭サナック
（株）…………………………… 3-25 （株）
（株）
旭製作所 ………………………………19-25 FXC
（株） …………………………………… 25-9
（株）
朝日測器 ………………………………37-24 FCIジャパン
（株）………………………… 22-5
（株）
アシスト …………………………………… 1-6 （株）
FUK ………………………………………34-29
アジレント・テクノロジー
（株）…………25-40 MEK Engineering Corporation ……31-16
アストロデザイン
（株）…………………… 1-28 （株）
エムシーケー …………………………… 7-1
アズビル
（株）………………………………38-14 （株）
エムティーテック …………………… 8-45
……………38-14 （株）
アズビルトレーディング
（株）
エリオニクス ……………………………34-28
………………………………23-20
アダマンド
（株）
LTS CO., LTD ……………………………12-11
（株）
ADEKA …………………………………29-38 LPKF LASER ＆
（株）
アドウェルズ …………………………… 26-2 ELECTRONICS
（株）…………………17-39
（株）
アドバンテック…………………………… 7-5 エレメントシックス
（株）……………………19-10
………………… 7-39
アドバンテック東洋
（株）
エンシュウ
（株）………………………………16-34
アプテジャパン
（株）………………………42-13 エンズィンガージャパン
（株） …………39-37
APPLIED LASER
王子エフテックス
（株）……………………36-32
ENGINEERING CO., LTD. ………14-12 王子ホールディングス
（株）……………36-32
（株）
アフレアー………………………………13-16 OE Solutions
（株）………………………25-25
アベル
（株） …………………………………48-35
オーウエル
（株）……………………………36-27
（株）
アマダ ……………………………………19-45
OFC ……………………………………………24-17
………………………………
Amonics Ltd.
18-39
（株）
オー・エフ・ネットワークス …………25-32
（株）
アヤハエンジニアリング …………37-23
オーケーディー
（株）……………………… 2-32
…………………
（株）
アライドマテリアル
45-27
大阪ガスケ
ミ
カル
（株） …………………36-49
アルケマ
（株）………………………………41-49
…………………… A-15
大阪大学
不二門尚
…………………
ARCO INFOCOMM
8-11
……………………………………20-35
（株）
OCC
アルテック
（株） ……………………………30-34
大田区産業振興協会 ……… 9-19
アルデンヌジャパン
（株） ………………12-18 （公財）
（株）………………………………38-23
（株）
アルネアラボラトリ …………………24-39 大塚電子
（株）
オーディ
オテクニカ …………………26-10
（株）
アルファニー …………………………45-31
オートメレビュー社 ………………… 2-14
アルファレーザー …………………………15-35 （株）
アロン化成
（株）……………………………39-33 O-NET COMMUNICATIONS
（株）
アントンパール・ジャパン …………… 9-1 （SHENZHEN）LTD. …………………21-40
大橋製作所 …………………………… 1-25
アンリツ
（株）…………………………………23-17 （株）
（株）………………………………11-35
（株）
イーエッチシー…………………………12-25 大宮工業
岡野エレクトロニクス ………………15-13
ELI BEAMLINES ＆ HILASE ……14-31 （株）
（株）………………………………19-14
イーオーテクニクス ………………………15-39 岡本硝子
（有）
岡本光学加工所 …………………… 21-1
EOPTOLINK
（株）…………………………25-32
TECHNOLOGY INC., LTD.………22-29 沖電気工業
（株）
オサダコーポレーション …………… 28-5
イーグル工業
（株）
ネオプトカンパニー ……………………… 7-34 （株）
雄島試作研究所 ……………………20-33
イースタン電子工業
（株）………………… 8-6 OZ OPTICS LTD. ………………………21-35
EAST PHOTONICS INC. …………21-18 尾高ゴム工業
（株）………………………48-14
飯田工業
（株）………………………………15-15 （株）
オノックスエムティーティー ………16-13
イエナオプティック ジャパン
（株）……16-37 Optiwave日本オフィス …………………22-17
イエニスタ オプティクス …………………25-39 Optizone Technology Limited ……14-46
池上通信機
（株）………………………… 37-9 オプテックス
（株）…………………………46-14
池田産業
（株）………………………………27-31 オプテックス・エフエー
（株）……………46-14
石福金属興業
（株）………………………47-37 （株）
オプトゲート ……………………………24-26
ISRA VISION ……………………………35-15 （株）
オプトサイエンス ……………………19-36
（株）
市金工業社 …………………………… 39-5 （株）
オプトピア ……………………………… 16-9
一村産業
（株）………………………………43-28 オプトン グループ ………………………… 1-27
伊藤忠システック
（株） …………………43-33 オプトン
（福建）
（株）……………………… 1-27
伊藤忠マシンテクノス
（株）……………26-19 オムロン
………………………………… 17-6
（株）
イトウ六 ………………………………………… 8-18 オムロン
…………………………………36-23
（株）
（株）
イトー……………………………………… 2-26 オムロン レーザーフロント
（株）……… 17-6
INOMETA GMBH ＆ CO. KG /
（株）
オリオン商事 …………………………32-27
丸紅テクマテックス
（株）………………35-23
オリンパス
（株） …………………………… 47-5
茨木工業
（株）………………………………43-27
（株）
eepos JAPAN ………………………49-14 カ
（株）
今井製作所 …………………………… 11-5 （株）
化学工業日報社 …………………… 3-13
イムラアメリカインク ………………………16-17 （株）
化学工業日報社 ……………………44-35
岩崎電気
（株）………………………………17-38 香川高等専門学校 三﨑幸典 ……… A-3
岩手大学 山口明 ………………………… A-10
春日電機
（株）……………………………… 27-6
（株）
インコム ………………………………… 5-13
…………………30-17
（株）
加貫ローラ製作所
（株）
インテック ………………………………14-36
（株）
加藤製作所 …………………………… 45-5
インフィニットケーブルシステム／
カドミ光学工業
（株）………………………18-14
ZTTケーブル ………………………………25-33
………………………………………… 3-30
カナツ
WUHAN RAYCUS FIBER LASER
（株）…………………………………49-15
TECHNOLOGIES CO., LTD ……15-30 カネキタ
蒲田工業
（株）………………………………32-23
ウエッジ
（株）…………………………………29-23
（株）………………………32-17
ウェブジャーナル ……………………………37-35 カンケンテクノ
（株）
右川ゴム製造所 ……………………40-30 韓国パビリオン（ファインテック ジャパン）
WUXI ZHONGXING OPTOELECTRONICS
TECHNOLOGY CO., LTD. ……………………21-32 KOREA DISPLAY INDUSTRY
ウシオ電機
（株）……………………………32-35 ASSOCIATION ………………………… 3-12
ウシオ電機
（株）……………………………47-32 KOTRA（韓国貿易センター）……… 3-12
宇部興産
（株）………………………………43-43 ECONY ……………………………………… 3-14
K-MAC
（株）…………………………………… 3-6
………………………13-11
エア・ウォーター
（株）
（株）
セコ ……………………………………… 4-15
（株）
エア・ウォーター総合開発
研究所 …………………………………………13-11 SEMISYSCO CO., LTD. ………… 3-16
DONGA BRUSH ………………………… 4-5
エア・ウォーター・プラント
エンジニアリング
（株）……………………13-11 NANOTS CO., LTD. ………………… 3-10
エアハルト ライマー ジャパン
（株）……36-28 VSI CO., LTD. …………………………… 4-11
（株）
HSPテクノロジーズ ………………44-24 MEK ENGINEERING CORPORATION… 4-13
エイワ機工
（株）…………………………… 4-32 EURAMA CORP. ………………………… 4-7
………………………………………

個体レーザの最新技術と応用

兵神装備（株）

13 : 40

高出力30kWファイバー
レーザ・アークハイブリッド
溶接システム

JNCの研究開発

〜

社名

（2014年3月17日現在）

14 : 40
15 : 00
〜

出展社一覧

JNC（株）
高精度スロットダイコータと
ディスペンサーによる新技術

トルンプ（株）

パネルの狭額縁化、
歩留まり向上を支える
最新ディスペンス技術

前田工業（株）

武蔵エンジニアリング（株）

Zemaxを使用した
シミュレーション事例の紹介

個体レーザの最新技術と応用

16 : 00
（株）マツボー

トルンプ（株）

（株）プロリンクス

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とさせていただきます。
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。

情報通信 配線技術フォーラム 2014

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時間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。

（常設展示・デモンストレーション）
常 設 ■ 情報ネットワーク施工職種 競技課題 紹介コーナー
■ INIP認定・情報配線施工技術検定・紹介コーナー

競技会・デモンストレーション プログラム
4月16 日［水］
「情報ネットワーク施工」

4月17 日［木］
第52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 ］制限なし
◆ 日本一決定戦 （ 10 : 45〜12 : 00 ）
●情報ネットワーク施工の日本一を決定します。 ［ 参加資格 ］技能五輪全国大会出場予定者
◆ 職種予選会
［光 - 2 ］ （ 10 : 00〜11 : 20 ）
◆ 職種予選会
［光 - 3 ］ （ 13 : 40〜15 : 00 ）
「情報ネットワーク施工」
◆ 職種予選会
［光 - 4 ］ （ 16 : 00〜17 : 20 ）
［ 参加資格 ］制限なし
●第 52 回技能五輪全国大会の予選会を
◆ 日本一決定戦
［メタル-1］（12:30〜13:20） 兼ねています。
◆ 日本一決定戦
［メタル-2］（16:00〜16:50） ●光ファイバ融着接続作業のスピード競技
●ツイストペアケーブル成端作業のスピード
です。
日本一を決定します。
第52回

技能五輪全国大会予選会

「情報ネットワーク施工」

4月18 日［金］
第52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 ］技能五輪全国大会出場予定者
◆ 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 : 20〜13 : 50 ）
●情報ネットワーク施工の学生日本一を決定します。

「情報ネットワーク施工」
「情報ネットワーク施工」

［ 参加資格 ］制限なし
［ 参加資格 ］技能五輪全国大会出場予定者
◆ 職種予選会
◆ 日本一決定戦
［光 - 1 ］ （ 13 : 40〜15 : 00 ）
［メタル-3］（12:30〜13:20）
●第 52 回 技能五輪全国大会の予選会を
●ツイストペアケーブル成端作業の
兼ねています。
スピード日本一を決定します。
●光ファイバ融着接続作業のスピード競技です。

［ 参加資格 ］制限なし
◆ 世界一決定戦
［光］ （ 14 : 30〜15 : 00 ）
●光ファイバ融着接続作業のスピード世界一決定戦です。

（16：30〜17：00）
閉会式・表彰式［ 結果発表］

