
9月13日（水） 9月14日（木） 9月15日（金）

9月15日（金）

基調講演 特別講演
「Connected Industries」の
実現に向けた今後の取組について

経済産業省は本年3月、我が国の産業が目指す姿を示す概念として
「Connected Industries」を提唱しました。本講演では、様々な繋
がりによって新たな付加価値の創出や社会課題の解決をもたらす

「Connected Industries」の実現に向けた今後の取組をご紹介します。

2017年9月13日（水）　10:30～11:30
会　場:  東京ビッグサイト　会議棟6F　607／608号室
聴講料： 無料

人を幸せにするモノづくり

サービス社会と言われていますが、私たちの生産性を劇的にあげるのは
「モノ」です。
ネットの進展により、限界費用がゼロになると言われている今、どのような
モノづくりが求められているのか、ユーザー視点から考える方法を提案し
ます。

2017年9月13日（水）　13:00～14:30
会　場:  東京ビッグサイト　会議棟6F　607／608号室
聴講料： 無料

片岡 隆一 氏
経済産業省
製造産業局
産業機械課長

勝間 和代 氏

満 席 満 席
オープンネットワークセミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 C  【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:00 各種産業用ネットワーク対応Sitaraプロセッサと低価格AMICプロセッサの紹介
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

11:15〜11:45 "産業用ネットワーク組み込みソリューション"～モジュール、IPコア、PCインターフェース～
HMSインダストリアルネットワークス株式会社

14:00〜14:40 モーション制御でIoTに対応するSercosのマルチプロトコル機能:TSNとOPC-UA
Sercos アジア 日本事務所

14:55〜15:35 制御だけでない。産業用Ethernet・PROFINETの最新技術
NPO法人　日本プロフィバス協会

15:50〜16:30 工場末端の機器までデジタル通信を通したら、何ができるか？
IO-Linkコミュニティ ジャパン

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　展示会場内　セミナー会場 G 【聴講無料】

時間 講演内容

10:15〜11:00 エスペックにおけるHALTの取り組みとその他の試験事例
エスペック（株）

11:45〜12:30 金属材料の加工性に関する評価・技術の紹介
（株）島津製作所

13:45〜14:30 軽量化材料開発と省エネに貢献－リニア式疲労試験機ElectroPuls
インストロン ジャパン カンパニイ リミテッド

15:15〜16:00 新製品硬さ試験機と検査分野専用マイクロスコープ
丸本ストルアス（株）

特別技術セミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 D  【聴講有料】

時間 講演内容

13:30〜16:30 【建設機械などでの油圧技術の開発動向】
日立建機、小松製作所、KYB、ヤンマー（順不同）

水圧セミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 A  【聴講有料】

時間 講演内容

13:00〜13:45 「食肉処理の衛生の高度化について」
公益財団法人日本食肉生産技術開発センター　専務理事　細見 隆夫 氏

13:45〜14:30 「高度衛生化対応豚枝肉背割り機械の実用化開発」
マトヤ技研工業株式会社 代表取締役　益留 福一 氏

14:30〜15:15 「ADSの更なる市場拡大の施策」
一般社団法人日本フルードパワー工業会 ADS国際標準化推進室　室長・工学博士　宮川 新平 氏

実務応用セミナー 測定計測展
会　場　展示会場内　セミナー会場D 【聴講無料】

時間 講演内容

11:30〜12:15 精密測定機器ソリューション事例 -ラインサイド、インライン測定-
（株）ミツトヨ　石川 雅弘

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610号室 【聴講有料】

Session 4 社会インフラ －道路斜面防災、土砂防災における最新計測技術－
座長:高田 敬輔 氏　（ワイズ福祉情報研究所）

10:00〜10:45 道路斜面防災の現況と課題
国立研究開発法人土木研究所　地質・地盤研究グループ　上席研究員　浅井 健一 氏

10:45〜11:30 フェーズドアレイ気象レーダの研究開発と今後
首都大学東京　システムデザイン学部　航空宇宙システム工学コース　教授　牛尾 知雄 氏

11:30〜12:15 地球観測衛星を活用した防災利用実証（土砂災害等への適用）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構　第一宇宙技術部門　衛星利用運用センター　主幹研究開発員　宮崎 景太 氏

出展社ワークショップ IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 B・C  【聴講無料】

時間 講演内容

11:00〜11:45 油圧技術の変遷と適応例
油研工業株式会社 セミナー会場 B

13:00〜13:45 【工場エアの省エネ提案】CO2排出量削減に貢献
SMC株式会社 セミナー会場 C

JAISAセッション 自動認識総合展
会　場　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:20
チュートリアルセッション3（自動認識基礎知識の講演） 

「バイオメトリクス編」
（一社）日本自動認識システム協会　研究開発センター（バイオメトリクス担当）センター長　酒井 康夫

オープンネットワークセミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 C  【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:00 IoT／IO-Linkを意識した産業用ネットワーク対応機器開発の方法
ヒルシャー・ジャパン株式会社

11:15〜11:45 SMART、SENSING、SAFETY、IoTを実現するMOLEXの3Sを紹介
日本モレックス合同会社

14:00〜14:40 Industrie4.0 におけるMECHATROLINKの特長と位置づけ
MECHATROLINK協会

14:55〜15:35 IIoT時代の製造業とネットワーク 　～産業用ネットワークの市場動向～
ODVA日本支部

15:50〜16:30 EtherCATによる制御システム構築のメリット
ETG（EtherCAT Technology Group）

ユーザー技術フォーラム IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 B  【聴講有料】

時間 講演内容

13:00〜14:00 「工作機械における油空圧機器の使用事例」
株式会社牧野フライス製作所 開発本部 厚木M開発部 Mグループ スペシャリスト　山口 佳隆 氏

14:00〜15:00 「高密度な麺製造に適したエアロッカー付真空一軸押出機」
株式会社ソディック 食品機械事業部 生産本部　本部長　中村 卓弘 氏

15:00〜16:00 「板金加工機械における駆動方式の変遷と油圧駆動について」
株式会社アマダ ベンディング加工技術部　部長　森岡 岳也 氏

特別技術セミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 D  【聴講有料】

時間 講演内容

13:30〜16:30 【油圧技術入門】
防衛大学校　機械システム工学科　教授　西海 孝夫 先生

三次元測定機、測定機器セミナー 測定計測展
会　場　会議棟6F　605号室 【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:25
形状測定技術動向
一般財団法人 日本品質保証機構 関西試験センター 計量計測課 
課長　林 正智 氏

11:30〜12:00
ダイヤルゲージの最新技術
日本精密測定機器工業会 ダイヤルゲージ部会 
主査　吉池 浩文 氏　（株式会社テクロック）

12:30〜13:25
CMMの技術動向
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 
幾何標準研究グループ　グループ長　阿部 誠 氏

13:30〜15:25

CMMの活用トレンド
川崎重工業株式会社 ガスタービンビジネスセンター 品質保証部 品証システム課（兼） 
生産総括部 生産技術部 生産技術一課　基幹職　板橋 敏 氏
リンクウィズ株式会社 取締役　村松 弘隆 氏

15:30〜16:45

CMM活用の為のヒント（都市伝説）
埼玉県産業技術総合センター 技術支援室　宮崎 智詞 氏、　
企画・総務室　宇野 彰一 氏
山梨県産業技術センター 機械技術部　米山 陽 氏
長野県工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門　測定部　田中 敏幸 氏

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610号室 【聴講有料】

Session 1 スポーツ医科学のためのセンサ技術・ドーピング検査およびその産業展開
座長:三林 浩二 氏　（東京医科歯科大学）

14:00〜14:45

hitoe®を用いたスポーツ計測
日本電信電話株式会社　NTT物性科学基礎研究所　機能物質科学研究部　分子生体機能研究グループ
NTTコミュニケーション科学基礎研究所　スポーツ脳科学プロジェクト　兼務　
主任研究員　山口 真澄 氏

14:45〜15:30 ドーピング検査における検体分析について
株式会社LSIメディエンス　ADL・運営推進室　品質管理G　池北 紋子 氏

15:30〜16:15
スポーツスキルセンシングで選手は強くなるか？
慶應義塾大学大学院 　政策・メディア研究科 　教授／
スポーツ・ダイナミクス・インフォマティクス・ラボ　代表　仰木 裕嗣 氏

出展社ワークショップ IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 C  【聴講無料】

時間 講演内容

13:00〜13:45 【工場エアの省エネ提案】　CO2排出量削減に貢献
SMC株式会社

SICE計測部門セミナー SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　609号室 【聴講有料】

時間 講演内容

12:00〜12:30 「安全なインフラに向けての維持管理とSIPにおける取り組み」
横浜国立大学　教授　藤野 陽三 氏

12:40〜13:25 「地域ネットワーク型コミュニティに向かって」
ハイパーネットワーク社会研究所　所長　大場 善次郎 氏

13:35〜14:20 「UAVリモートセンシング技術の社会的課題への応用」
千葉大学　教授　近藤 昭彦 氏

14:30〜15:15 「IoT／組込みの本質とセンシング」
UCサロン　根木 勝彦 氏

15:25〜16:10 「クラウドを活用した車両データ計測の実装と応用」
株式会社アプトポッド　坂元 淳一 氏

第七回次世代センサ研究発表会 SENSOR EXPO JAPAN
－次世代のセンサ研究を担う学生による研究発表会－
会　場　展示会場内　セミナー会場D 【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜10:42 口腔操作式のマウスガード型コントローラの開発
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　戸本 佳佑 氏

10:42〜10:54 気液隔膜セルを用いた“空気バイオ電池　の開発
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　瀬島 史也 氏

10:54〜11:06 蛍光を用いた探嗅カメラによるエタノールガスの可視化計測
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　早川 悠暉 氏

11:06〜11:18
呼気イソプロパノール計測のための
二級アルコール脱水素酵素を利用した生化学式ガスセンサ
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　辻井 誠人 氏

11:18〜11:30 DNAアプタマーによるCD4発現細胞の検出
東京工科大学大学院　バイオ・情報メディア研究科　山田 健人 氏

11:30〜11:42 人体通信における脈波生体信号の伝送検討
東京工芸大学大学院　工学研究科　漆館 竜吾 氏

11:42〜11:54 スリット装荷による5GHz帯遮断帯域を有する折り曲げ型UWBアンテナ
東京工芸大学大学院　工学研究科　島崎 勇登 氏

11:54〜12:06 近距離ワイヤレス通信に用いるスパイラルコイルの手部近接時の影響
東京工芸大学大学院　工学研究科　山口 諒也 氏

12:06〜12:18 アルミニウム部材の精密接合に向けた酢酸塩被膜付与Znシートの開発
群馬大学大学院　理工学府　知能機械創製理工学教育プログラム　小澤 昂平 氏

開催記念セミナー TEST
会　場　展示会場内　セミナー会場 F 【聴講無料】

時間 講演内容

10:15〜11:00
K1 硬さ試験機の基礎
日本試験機工業会　材料試験技術委員会　硬さ試験分科会 
松本　大 氏　（株式会社フューチュアテック）

11:45〜12:30
K2 「金属シャルピー衝撃試験」の基礎講座
日本試験機工業会　材料試験技術委員会　疲れ・靭性試験分科会 
大西 康弘 氏　（株式会社米倉製作所）

13:45〜14:30
K3 衝撃・落下試験の基礎
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　機械環境分科会 
山下 秀樹 氏　（神栄テストマシナリー株式会社）

15:00〜16:10

S1 金属材料の機械試験方法の国際標準化活動状況
元 ISO／TC 164／SC 1（一軸試験）， 
SC 4／WG 2（衝撃試験） エキスパート 
八木 隆義 氏　（元（一社）日本鉄鋼連盟　標準化センター）

S1 （活用事例紹介）破壊靭性に関連したISO規格に対する最近の日本の取り組み
ISO／TC 164／SC 4／WG 3（破壊試験） エキスパート 
田川 哲哉 氏　（JFEスチール株式会社　スチール研究所）

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　展示会場内　セミナー会場 G 【聴講無料】

時間 講演内容

10:15〜11:00 疲労損傷分布範囲の応用研究について 
VIBRATION RESEARCH ※英語での講演。通訳者付き

11:45〜12:30 プラスチックの高速引張試験システムの紹介
（株）島津製作所

13:45〜14:30 新製品硬さ試験機と検査分野専用マイクロスコープ
丸本ストルアス（株）

15:15〜16:00 落錘式衝撃試験機Drop Towerのご紹介
インストロン ジャパン カンパニイ リミテッド

JAISAセッション 自動認識総合展
会　場　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:20
市場統計調査報告

「自動認識機器等の2016年出荷統計調査報告」
（一社）日本自動認識システム協会　市場統計委員会　委員長　平本 純也

JAISAフォーラム 自動認識総合展
会　場　会議棟6F　606号室  【聴講無料】

時間 講演内容

13:00〜17:00

「あいさつ」
（一社）日本自動認識システム協会　会長　春山 安成

「これから拡がるサプライチェーンでのRFID活用」 
～サプライチェーンへのRFID適用JIS規格制定～

（一社）日本自動認識システム協会　RFID部会  
アプリケーション技術グループ　グループ長　大塚 裕 氏

「サプライチェーン用RFID規格普及への取り組み」 
～国際物流上での金属製パレットのRFID化実証実験の紹介～

（株）デンソーエスアイ　新事業推進部　新技術・商品企画G　部長　新海 直樹 氏
東洋製罐グループホールディングス（株）　綜合研究所　主任研究員　清水 博長 氏

「!! プリンタとリーダの性能評価方法が大幅に変わります !!」 
～バーコードプリンタ及びバーコードリーダの性能評価仕様のJIS開発～

（一社）日本自動認識システム協会　 主任研究員　佐藤 光昭

「被災者支援システム上の避難者身元特定への生体認証の活用」
（一社）日本自動認識システム協会　研究開発センター　センター長　酒井 康夫

「コモンクライテリアを適用したバイオメトリクス装置の第三者評価・認証」
みずほ情報総研（株）　情報セキュリティ評価室　室長　金子 浩之 氏

（一社）日本自動認識システム協会　研究開発センター　センター長　酒井 康夫

自動認識システム大賞発表 自動認識総合展
自動認識システム大賞受賞企業によるシステム概要プレゼンテーション
会　場　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】

時間 講演内容

11:30〜12:20
自動認識システム大賞　特別賞
リングスキャナとスマートウォッチの次世代ウェアラブルシステム
ミライアプリ（株）／アイメックス（株）

12:30〜13:20
自動認識システム大賞　フジサンケイ ビジネスアイ賞
徘徊のおそれのある認知症高齢者を支援するQRコードシステム

（株）オレンジリンクス

13:30〜14:20
自動認識システム大賞　優秀賞
画像認識AIを活用した商品棚認識システム

（株）NTTドコモ／（株）サイバーリンクス

14:30〜15:20
自動認識システム大賞　優秀賞
RFID検体情報統括管理システム "TRIPS"

（株）テクノメディカ／富士通フロンテック（株）

15:30〜16:20
自動認識システム大賞　大賞
ヤマト運輸株式会社が提供する「手ぶらチェックインサービス」におけるRFIDの活用
トッパン・フォームズ（株）／ヤマト運輸（株）

自動車・ロボット関連特別セミナー 自動車・ロボット技術ゾーン
会　場　展示会場内 セミナー会場E   【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:30

ロボット技術ゾーン特別セミナー
大水深・大深度掘削技術の現状と未来　JAMSTECのアプローチ
国立研究開発法人海洋研究開発機構　地球深部探査センター　
技術部　技術第２グループ　難波 康広 氏
主催：SUBSEA TECH JAPAN

13:30〜14:30

自動車技術セミナー
新型ワイドレンジ副変速機付CVTの油圧システムについて
ジヤトコ株式会社　部品システム開発部　課長補佐　野武 久雄 氏
主催：IFPEX（フルードパワー国際見本市）

自動車・ロボット関連特別セミナー 自動車・ロボット技術ゾーン
会　場　展示会場内 セミナー会場 B 
主催:IFPEX（フルードパワー国際見本市） 【聴講無料】

時間 講演内容
フルードパワーを活用したロボットセミナー

13:00〜 経済産業省　製造産業局　ロボット政策室長　安田 篤 氏
13:45〜 東京工業大学　工学院 機械系　鈴森 康一 氏
14:15〜 東京工業大学　工学院 システム制御系　塚越 秀行 氏
14:45〜 東京医科歯科大学　生体材料工学研究室　川嶋 健嗣 氏
15:15〜 立命館大学　理工学部　ロボティクス学科　玄 相昊 氏

自動車・ロボット関連特別セミナー 自動車・ロボット技術ゾーン
会　場　展示会場内 セミナー会場 E
主催:測定計測展 【聴講無料】

時間 講演内容
自動車計測セミナー

10:30〜10:35
挨拶
国立研究開発法人　産業技術総合研究所　計量標準総合センター　 
工学計測標準研究部門　幾何標準研究グループ グループ長 阿部 誠 氏

10:35〜11:05 測ることから始まるプロセス改革
トヨタテクニカルデベロップメント（株）　取締役　鷺山 達也 氏

11:20〜11:50 自動車の低振動騒音化に必要な歯車の品質と計測
京都大学大学院工学研究科　教授　小森 雅晴 氏

13:00〜13:30 X線CTによるアセンブリ品の検査に向けた研究開発
東京大学大学院工学系研究科　准教授　大竹 豊 氏

13:45〜14:15 水素燃料計量システムの評価試験技術
（一財）水素供給利用技術協会　シニアマネージャ　中西 功 氏

14:30〜15:00 自動車ものづくりにおける3Dデータからの一貫した試作品開発への挑戦
（株）成宗製作所　代表取締役　鈴木 嘉雄 氏

自動車・ロボット関連特別セミナー 自動車・ロボット技術ゾーン
会　場　展示会場内 セミナー会場 E
主催:TEST2017（総合試験機器展） 【聴講無料】

時間 講演内容

15:30〜16:30
自動車への熱可塑性CFRPの適用技術開発を追及している 
名古屋大学ナショナルコンポジットセンター（NCC）の挑戦の紹介
名古屋大学　総長補佐　ナショナルコンポジットセンター　特任教授　石川 隆司 氏

出展社プレゼンテーション 自動認識総合展
会　場　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】

時間 講演内容

11:30〜11:50 IoTに向けたさらなる躍進:NXPのNTAG Type 2タグとiOS 11のシナジー
NXPジャパン（株）

12:00〜12:20 （新製品）RFIDスリムフラットスキャナ「SIMR-SFS」のご紹介
島津エス・ディー（株）

12:30〜12:50 一括検品／ソーター仕分／フォークロケーション管理　－MTSのUHFソリューション－
（株）マーストーケンソリューション

13:00〜13:20 音声認識ソリューション、音声高品質化ミドルウェアのご紹介
（株）グレープシステム

13:30〜13:50 ウェアラブルリングスキャナWRS-100の活用例と展開
アイメックス（株）

14:00〜14:20 「見える化」で始まる現場の変革・ラベルプリンタ編
ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン（株）

14:30〜14:50 米国医療施設40%のシェアを誇るCODE社バーコードリーダー紹介
（株）M2モビリティー

15:00〜15:20 偽造防止用二重符号化2次元コードの紹介
（株）テララコード研究所

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610号室 【聴講有料】

Session 5 IoT ／センサ情報処理におけるAI（人工知能）の活用
座長:栗山 敏秀 氏　（マロン技研）

14:00〜14:45 脳科学とAIの最近の進歩と応用
近畿大学　生物理工学部　生命情報工学科　教授　吉田 久 氏

14:45〜15:30
センサデータの活用と処理技術
横河ソリューションサービス株式会社　ソリューションビジネス本部 
インダストリアルソリューションセンター4 部　FAコンサルティングGr　有吉 猛 氏

15:30〜16:15
NTTドコモにおけるIoT向けAI 技術開発の取り組み
株式会社NTTドコモ　R&Dイノベーション本部　サービスイノベーション部　 
ビッグデータ担当　担当課長（工学博士）　吉村 健 氏

自動認識セミナー  自動認識総合展
社会システムでの活用
会　場　会議棟6F  【聴講有料】

時間 講演内容

10:30〜11:20
爪Qシールの開発と行政の認知症施策での活用について
入間市役所　福祉部高齢者支援課　長谷川 直人 氏

（株）オレンジリンクス　杉本 一彦 氏

11:30〜12:20 物流業界が抱える問題と次世代物流サービスの姿
ヤマト運輸（株）　ネットワーク事業開発部　情報ネットワーク戦略課長　畠山 和生 氏

自動認識セミナー  自動認識総合展
製造分野での活用事例
会　場　会議棟6F  【聴講有料】

時間 講演内容

10:30〜11:20 製造現場からの要求に対するRFIDソリューションの活用事例
ジック（株）　プロダクト・マーケティング部　RFID製品担当　秋元 信行 氏

11:30〜12:20
多品種少量生産の組み立て加工工場におけるIoT活用事例
－RFIDによる現場見える化とPDCAサイクルの構築－

（株）日立製作所　制御プラットフォーム統括本部　IoTシステム設計部　沖林 久徳 氏

自動認識セミナー 自動認識総合展
医療での最新活用事例
会　場　会議棟6F  【聴講有料】

時間 講演内容

13:00〜13:50 医療トレーサビリティ確立の重要性
東京医療保健大学　学事顧問　落合 慈之 氏

14:00〜14:50

何故、インハウスにおけるオーダリングシステムの開発に至ったか
公益財団法人磐城済世会　松村総合病院
医療情報システム部　財団管理本部長　阿部 真弓 氏
医療情報システム課　課長補佐　小関 貢 氏

自動認識セミナー 自動認識総合展
物流分野での活用　会　場　会議棟6F  【聴講有料】

時間 講演内容

13:00〜13:50
アパレルオム二チャネルにおけるRFIDとクラウドサービス活用事例

（株）アサヒ・リンク　専務取締役　谷 剛志 氏
トーヨーカネツソリューションズ（株）　開発部技術担当マネージャ　柳下 典男 氏

14:00〜14:50 自動認識技術の生産現場への適用事例「ビーコンを活用した運搬作業と管理の見える化」
（株）デンソー　電子製造部　課長　坂野 政信 氏

東京ビッグサイト　東4・5・6ホール

会場案内図

10:00 — 17:00
2017年

▲ 159.13 水 金

オープンネットワークセミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 C  【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:00 産業のIoT化を実現できる産業イーサネット導入評価キットを事例でご紹介
IARシステムズ株式会社

11:15〜11:45 ルネサスの産業用通信LSI及びソリューション最新情報紹介
ルネサスエレクトロニクス株式会社

14:00〜14:40 IoT 時代に最適なFA 統合ネットワーク「CC-Link IE」
CC-Link協会

14:55〜15:35 機器設定の一元化と一括化が可能となるFDT技術
FDT グループ 日本支部

ユーザー技術フォーラム IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 B  【聴講有料】

時間 講演内容

13:00〜14:00 「鉄道車両におけるフルードパワー技術の応用」
公益財団法人 鉄道総合技術研究所　車両構造技術研究部　車両振動　鴨下 庄吾 氏

14:00〜15:00 「建設現場のIoTコマツスマ－トコンストラクション」
コマツ スマートコンストラクション推進本部　副本部長　小野寺 昭則 氏

15:00〜16:00 「液浸露光装置の技術動向」
株式会社ニコン 半導体装置事業部　事業企画部　マーケティング課　課長　江頭 裕之 氏

特別技術セミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 D  【聴講有料】

時間 講演内容

13:30〜16:30 【産業機械などでの油圧技術の開発動向】
川崎重工業、ダイキン工業、ボッシュ・レックスロス、不二越（順不同）

光計測シンポジウム2017 測定計測展
会　場　会議棟6F　605号室 【聴講有料】

時間 講演内容

【挨拶】 溝尻 旬 氏（日本光学測定機工業会 技術委員長）

【座長】 椎名 達雄 氏（千葉大学）

10:00〜10:20 角度測定を利用した高精度平面度計測
尾藤 洋一 氏、近藤 余範 氏（産総研）

10:20〜10:40 レーザーとラインCCDカメラを組み合わせた水中三次元形状計測法
白石 耕一郎 氏、澤田 祐希 氏、星野 邦宏 氏（海上技術安全研究所）

10:40〜11:00 都産技研における干渉計計測事例の紹介
中村 弘史 氏（東京都立産業技術研究センター）

【座長】 川畑 州一 氏（東京工芸大学）

11:10〜11:30 Real-time gas imaging with snapshot infrared spectral cameras
ネイザン・ヘーガン 氏（宇都宮大学）

11:30〜11:50 長深度OCTによる溶液濃度の高精度評価
椎名 達雄 氏（千葉大学）

11:50〜12:10
スペックル干渉計測に基づく三次元変形計測法の測定感度を考慮した 
測定領域の拡大について
新井 泰彦 氏（関西大学）

【座長】 明田川 正人 氏（長岡技術科学大学）

13:30〜13:50 三角測量方式による光学式変位センサの誤差
平井 和彦 氏（オプテックス・エフエー（株））

13:50〜14:10
極小径光ファイバプローブを用いた微細三次元形状精度測定システムの開発
村上 洋 氏、内山 晃介 氏（北九州市立大学） 、甲木 昭雄 氏、 
佐島 隆生 氏（九州大学）、吉田 一朗 氏（法政大学）、 
浜野 康雄 氏、本田 裕 氏（小坂研究所）

14:10〜14:30 波長掃引干渉および白色干渉技術による光計測応用展開
青戸 智浩 氏（（株）東京精密）

14:30〜14:50 高精度非接触センサー3D計測システム　HN-C3030
曽根 康寛 氏（（株）ニコン）

【座長】 新井 泰彦 氏（関西大学）

15:00〜15:20 光周波数コム装置による長さの最新トレーサビリティ体系
川﨑 和彦 氏、鈴木 義将 氏、沼山 博志 氏（（株）ミツトヨ）

15:20〜15:40
正弦波位相変調による半導体レーザ周波数安定化と変位計測
明田川 正人 氏、Duong Quang Anh 氏、樋口 雅人 氏、 
篠原 潤 氏、韋 冬 氏（長岡技術科学大学）

15:40〜16:00 6個の光検出器によるリアルタイム・ストークス偏光計
川畑 州一 氏（東京工芸大学）、大谷 幸利 氏、柴田 秀平 氏（宇都宮大学）

【挨拶】 明田川 正人 氏（日本光学測定機工業会 技術顧問）

実務応用セミナー 測定計測展
会　場　展示会場内　セミナー会場D 【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜11:15 測定の新たな時代　ワークレス測定
プロニクス（株）　藤井 愛弓 氏

11:30〜12:15 非接触センシングの応用事例紹介 ～ Opt-scopeとOpt-measure ～
（株）東京精密　青戸 智浩 氏

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610号室 【聴講有料】

Session2 自動車用センサ －自動運転とセンサ－
座長:室 英夫 氏　（千葉工業大学）

10:00〜10:45 画像センサによる障害物検知技術の現状と課題
フリーランス・コンサルタント／元株式会社東芝　研究開発センター　技監　前田 賢一 氏

10:45〜11:30
運転者モニター用センサの現状と将来展望
オムロン株式会社　技術・知財本部　センシング研究開発センタ 
画像センシング研究室　室長　川出 雅人 氏

11:30〜12:15
自動運転用センシング技術の現状と課題
日産自動車株式会社　総合研究所　モビリティ・サービス研究所 
シニアリサーチエンジニア　下村 倫子 氏

出展社ワークショップ IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 C  【聴講無料】

時間 講演内容

13:00〜13:45 「設備を安全に!!」（安全規格ISO13849-1の対応）
SMC株式会社

日本フルードパワー工業会 高齢者雇用推進事業セミナー IFPEX
会　場　展示会場内　セミナー会場 A  【聴講無料】

時間 講演内容

13:00〜14:30
東京学芸大学教育学部　教授　内田 賢 氏
東京学芸大学教育学部　准教授　苫米地 伸 氏
日本能率協会総合研究所　主幹研究員　広田 薫 氏

自動車・ロボット関連特別セミナー 自動車・ロボット技術ゾーン
会　場　展示会場内 セミナー会場E  【聴講無料】

時間 講演内容

13:00〜14:00
ZMPが創る新しい物流のカタチ　～キャリロ×RFID～

（株）ZMP　キャリロ事業部長　笠置 泰孝 氏
主催:自動認識総合展

15:00〜16:00
生活支援・介護ロボットの安全検証手法の紹介

（一財）日本自動車研究所　ロボットプロジェクト推進室　浅野 陽一 氏
主催:TEST2017（総合試験機器展）

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　展示会場内　セミナー会場 G 【聴講無料】

時間 講演内容

10:15〜11:00 薄膜材料の硬さ試験法の基礎と応用
（株）東陽テクニカ

11:45〜12:30 複合材料の評価・技術の紹介
（株）島津製作所

13:45〜14:30 先進のBLUEHILL UNIVERSALのご紹介
インストロン ジャパン カンパニイ リミテッド

15:15〜16:00 新製品硬さ試験機と検査分野専用マイクロスコープ
丸本ストルアス（株）

SUBSEA TECH JAPAN 特別企画 SUBSEA TECH JAPAN
水中ドローンについての各社の取り組み
会　場　展示会場内　セミナー会場 A 【聴講無料】

時間 講演内容

10:30〜10:55 小型水中ドローン搭載型測位システム（水中GPS）のご紹介
水中ドローン社 代表（（株）SIX VOICE 代表取締役）　土生 修平 氏

10:55〜11:20 水中ドローンSPIDERで拓く新たな海洋調査
（株）空間知能化研究所 代表取締役　伊藤 昌平 氏

11:20〜11:45 iCoN intelligent control system を搭載したSAAB Seaeye社製ROV／AUVの紹介
マリメックス（株） 取締役 技術部長　松原 修三 氏 

11:45〜12:10 レーザ光を用いた水中測距技術への取り組み
（株）トリマティス 執行役員　白鳥 陽介 氏

12:10〜12:35 三井造船の水中機器
三井造船（株） 船舶・艦艇事業本部　特機・水中機器部　小池 敏和 氏

JAISAセッション 自動認識総合展
会　場　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】

時間 講演内容

10:30 〜11:20
チュートリアルセッション1（自動認識基礎知識の講演）

「バーコード・二次元シンボル編」
（一社）日本自動認識システム協会　研究開発センター（バーコード担当）主任研究員　佐藤 光昭

11:30〜12:20
チュートリアルセッション2（自動認識基礎知識の講演）

「RFID編」
（一社）日本自動認識システム協会　研究開発センター（RFID担当）主任研究員　後藤 雅生

出展社プレゼンテーション 自動認識総合展
会　場　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】

時間 講演内容

12:30〜12:50 アパレル・小売業向けの革新的なUCODE 8 RAIN RFID
NXPジャパン（株）

13:00〜13:20
4色のカメレオンコード"いろあと"が織りなす認識革命!  
～製造・物流・建築業によるIoT利用事例の紹介～

（株）シフト

13:30〜13:50 商品の個品管理実現に向けた凸版印刷の取り組み
凸版印刷（株）

14:00〜14:20 「見える化」で始まる現場の変革・ハンディターミナル編
ゼブラ・テクノロジーズジャパン（株）

14:30〜14:50 Deep Learning（機械学習）が革新する自動認識
（株）トラスト・テクノロジー

15:00〜15:20 布ベースUHF帯ランドリータグの通信性能、柔軟性、耐久性、用途
（株）RFIDアライアンス

15:30〜15:50
性能改善に向けた外観検査システム開発技術トレンド  
～撮像制御、組み込み技術、ビッグデータ分析による設定値最適化等～
キヤノンITソリューションズ（株）

スピンオフセミナー SENSOR EXPO JAPAN
会　場　展示会場内　セミナー会場 A 【聴講無料】

時間 講演内容

15:00〜16:00
森林資源活用による林業の成長産業化とそれを可能にするICT・計測技術ニーズ
FOREST　MEDIA WORKS　Inc.　代表取締役　楢崎 達也 氏
NPO法人農林業経営支援センター　オンデマンドGISスペシャリスト　廣田 智行 氏

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610号室 【聴講有料】

Session3 海洋計測センサ -海洋・船舶のIoTの発展と計測センサへの期待-
座長:大手 明 氏　（大手計測センサ技術事務所）

14:00〜14:15 海洋・船舶のIoTに関する次世代センサ協議会の取り組み
一般社団法人次世代センサ協議会　理事　大手 明 氏

14:15〜15:00 基調講演「海洋・船舶のIoTに関する施策と今後の方向性」
国土交通省海事局海洋・環境政策課　技術企画室長　田村 顕洋 氏

15:00〜15:45 海運におけるIoTデータの活用 ～現状と将来～
株式会社MTI　船舶技術グループ　新技術チーム　ユニット長　博士（工学）　木村 文陽 氏

15:45〜16:30
船体安全のIoTと計測センサ（Hull Structure Monitoring System）
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 　海上技術安全研究所　構造安全評価系長　 
船上モニタリングプロジェクトチームリーダー（併任）　越智 宏 氏

自動認識セミナー  自動認識総合展
自動認識のベストプラクティス　
会　場　会議棟6F 【聴講有料】

時間 講演内容

13:00〜13:50
アパレルサプライチェーン物流領域におけるICタグ活用実験について

（株）アダストリア　生産物流本部　貿易物流部長
（株）アダストリア・ロジスティクス　代表取締役社長　丸子 淳一 氏

14:00〜15:20

パネルディスカッション
司　　会： 荒木　勉 自動認識セミナー委員長
パネラー： 

清水 伸治 氏 （株）ビームス　取締役　ロジスティクス本部　ITシステム本部　 
　　　　　　 アウトレット事業本部　本部長
音松 博之 氏 （株）オートバックスセブン  流通管理部　西日本物流管理グループ
南里 太郎 氏 パナソニック（株）　佐賀工場　工場長

開催記念セミナー TEST
会　場　展示会場内　セミナー会場 F 【聴講無料】

時間 講演内容

10:15〜11:00
K4 「引張・圧縮試験」の基礎から最新の試験例を紹介
日本試験機工業会　材料試験技術委員会　静的強度試験分科会 
川﨑 健史 氏　（株式会社島津製作所）

11:45〜12:30
K5 「耐候性試験」の基礎と各種試験装置
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　耐候性分科会　 
白土 雅裕 氏　（株式会社東洋精機製作所）

13:45〜14:30
K6 腐食試験と規格
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　腐食環境分科会　 
設楽 正弘 氏　（板橋理化工業株式会社）

15:15〜16:00

S2 電気自動車（EV）、ハイブリッド自動車（HEV）用 
コンポーネント部品の耐環境試験法の国際標準化活動
公益社団法人自動車技術会 高電圧部品　耐環境試験法分科会 
飯山 忠明 氏　（日産自動車株式会社）

満 席

満 席

自動認識セミナー  自動認識総合展
「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」実現に向けた今後の取り組み　
会　場　会議棟6F  

時間 講演内容

10:20〜10:25 ごあいさつ
慶應義塾大学　環境情報学部　教授　三次 仁 氏

10:25〜10:50 コンビニにおける電子タグ活用とローソンの取り組み
（株）ローソン　執行役員　オープンイノベーションセンター長　兼　経営戦略本部副本部長　白石 卓也 氏

10:50〜11:15 電子タグによる小売・流通変革 ～パナソニックテクノロジーの貢献～
パナソニック スマートファクトリーソリューションズ（株）　取締役　足立 秀人 氏

11:15〜11:30 コンビニ1000億イニシアチブから始めるモノのライフサイクル情報管理
慶應義塾大学　環境情報学部　教授　三次 仁 氏

11:35〜12:20

パネルディスカッション
司　　会: 慶應義塾大学　環境情報学部　教授　三次 仁 氏
パネラー: 
（株）セブン＆アイ・ホールディングス　事業システム企画部　CVSシステム　シニアオフィサー　森　祐樹 氏 
（株）ファミリーマート　上席執行役員　システム本部　システム開発部長　三澤 健司 氏 
（株）ローソン　執行役員　オープンイノベーションセンター長　兼　経営戦略本部副本部長　白石 卓也 氏 
パナソニック スマートファクトリーソリューションズ（株）　取締役　足立 秀人 氏 
みずほ情報総研（株）　経営・ITコンサルティング部　シニアマネジャー　紀伊 智顕 氏 

（一財）流通システム開発センター　ソリューションサービス本部　 
ソリューション第2部　アパレル・T&L業界グループ　グループ長　浅野 耕児 氏 

満 席

開催記念セミナー TEST
会　場　展示会場内　セミナー会場 F 【聴講無料】

時間 講演内容

10:15〜11:00 K7 「疲労試験」の基礎講座
日本試験機工業会　材料試験技術委員会　疲れ・靭性試験分科会　堀川 純 氏（株式会社島津製作所）

11:45〜12:30 K8 環境試験概要及び気象環境試験
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　気象環境分科会　小寺 弘一 氏（エスペック株式会社）

13:45〜14:30 K9 複合環境試験（温度・湿度－振動）の動向
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　機械環境分科会　井下 芳雄 氏（エミック株式会社）

満 席

満 席

※内容は予告なく変更される場合があります。

満 席

満 席
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パシフィック

材料科学
技術振興財団
材料科学
技術振興財団

ロード・
ジャパン・
インク

ロード・
ジャパン・
インク

トリマティストリマティス

アペルザ
オートメーション
新聞社

アペルザ
オートメーション
新聞社

流通研究社流通研究社

WEISS
UMWELTTECHNIK 
WEISS
UMWELTTECHNIK 

キグチ
テクニクス
キグチ
テクニクス

山本科学
工具研究社
山本科学
工具研究社

米倉製作所米倉製作所

富士試験機
製作所
富士試験機
製作所

ナック
イメージ
テクノロジー

ナック
イメージ
テクノロジー

シグマ
電子工業
シグマ
電子工業

高圧ガス
工業
高圧ガス
工業

テララコード
研究所
テララコード
研究所エリートエリート

マスプロ電工マスプロ電工

エム・
アールエフ
エム・
アールエフ

日本経済
新聞社
日本経済
新聞社

野崎印刷
紙業
野崎印刷
紙業

日油技研
工業
日油技研
工業

オプト
エレクトロニクス
オプト
エレクトロニクス

流通情報
ラベル社
流通情報
ラベル社

流通システム
開発センター
流通システム
開発センター

キヤノンIT
ソリューションズ
キヤノンIT
ソリューションズ シェン・

ヒーロー
シェン・
ヒーロー

スカイ
ロジック
スカイ
ロジック

集佳股彬
（GIGA-TMS）
集佳股彬

（GIGA-TMS）

画像認識ゾーン画像認識ゾーン

センサネットワークゾーンセンサネットワークゾーン

モバイル＆ウェアラブルゾーンモバイル＆ウェアラブルゾーン

マーストーケン
ソリューション
／マースウインテック

マーストーケン
ソリューション
／マースウインテック新日本電波吸収体

／フェニックス
　ソリューション

新日本電波吸収体
／フェニックス
　ソリューション

富士通
／富士通フロンテック
富士通
／富士通フロンテック

緑屋情報
システム
／ネプラ

緑屋情報
システム
／ネプラ

深圳市鑫業智能卡
／アトミック
深圳市鑫業智能卡
／アトミック

ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン
／東北システムズ・サポート
／セブラ・テクノロジーズ・アジア・パシフィック

ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン
／東北システムズ・サポート
／セブラ・テクノロジーズ・アジア・パシフィック

ウェルコムデザイン
／CipherLab
ウェルコムデザイン
／CipherLab

マツザワ
／JFEアドバンテック
マツザワ
／JFEアドバンテック

守谷商会
／エムティエスジャパン
／オプティトラック・ジャパン

守谷商会
／エムティエスジャパン
／オプティトラック・ジャパン

長崎大学
／長崎県
長崎大学
／長崎県

日本光学測定機工業会
／日本精密測定機器工業会
日本光学測定機工業会
／日本精密測定機器工業会

コアーテック
／エルゴジャパン
コアーテック
／エルゴジャパン

フジツールフジツール

情報コーナー

情報コーナー

M-57 新技術発表コーナー

千葉大学大学院 工学研究院
法政大学 理工学部 機械工学科 吉田一朗研究室
NPO法人 三次元工学会

筑波大学中内
研究室
筑波大学中内
研究室

商談

水中
ドローン社
水中
ドローン社

VIP ルーム

自動車
／ロボット技術ゾーン

アペルザ オートメーション新聞社

日本フルードパワー工業会
会員企業紹介・情報コーナー

日本エアードライヤー販売

バルテックインターナショナル
／HERION & RAU Fluidtechnik GmbH

SMC

ボッシュ・レックスロス

CKD

ナブテスコ

不二越 ダイキン工業／ダイキン・ザウアーダンフォス

油研工業
川崎重工業

KYB

コガネイ

東京計器

日本ピスコ

Taiwan pavilion

ハイダック

日本
アキュムレータ

甲南電機

タカコ

神威産業

大生工業
マツイ

中村工機／中村エンジニアリング

日本ムーグ

大阪ジャッキ製作所

オリオン機械 不二ラテックス

日本オイルポンプ

阪上製作所 堀内機械

冨士エンジニアリング

豊興工業

ＡＳＫ ヤマシンフィルタ

ウェーブフロント
／CFturbo

三尾製作所

光陽精機

廣瀬バルブ
工業

FLOWLUTION COMPANY LIMITED

日本テスコン

NOK岡田商事
／パノリン・
   インターナショナル

PRO-ONE PRECISION
INDUSTRIAL CO., LTD., 

Faster
S.p.A.

マルマテクニカ

日本工業出版

オーツカ

ジュピターコーポレーション
／ザ・リーカンパニー

KRACHT
GmbH

理研機器

日東工器

カネキタ PRO UNI-D 
CO., LTD

TOHTO BIMAL
S.p.A.

神崎高級
工機製作所

ビカ・
ジャパン

大谷商会

大和
バルブ

THD

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ

日本フロー
コントロール

ベックマン・コールター

ソルトン

日本フルードパワー工業会会員企業紹介・情報コーナー

立命館大学 理工学部
ロボティクス学科
玄相昊研究室

七洋空油壓
工業

佳王油壓工業

超卓
工業油田油壓

武漢機械 油順精密

路竹新益工廠

全氟密封工業

高商
工業

君帆工業

Taiwan pavilion

水圧テーマコーナー
休憩コーナー

フルードパワー活用による
ロボット紹介コーナー

カレッジ研究発表展示コーナー

F-01

F-02

F-03

F-04

F-05

F-06 F-07

F-08

F-09

F-10

F-11

F-12

F-13

F-14

F-15

F-16

F-17

F-18 F-19

F-20

F-21 F-22

F-23F-24

F-25 F-26

F-27

F-28

F-29 F-30

F-31

F-32F-33

F-34

F-35

F-36 F-37

F-38-1-5

F-39 F-40

F-41

F-42F-43

F-44

F-45 F-46 F-47

F-48

F-49

F-50

F-51F-52

F-53 F-54

F-55F-56F-57F-58

F-59

F-60 F-61

F-62

F-63

F-64 F-65 F-67 F-68 F-69

F-70

F-71

F-72

F-73

F-74 F-75

F-76

F-77

F-78 F-79

F-80

F-38-2-2

F-81

F-80-4

F-80-3

F-80-2

F-80-1

F-80-5

F-38-1-4

F-38-1-3

F-38-1-2 F-38-1-1

F-38-1-6 F-38-1-7

F-38-1-8

F-38-1-9

F-38-2-3

F-38-1

F-38-2

セミナー会場
D

セミナー会場
E

セミナー会場
A

セミナー会場
B

セミナー会場
C

スタンプラリー
ポイント

SMC

ラウンジ

抽選コーナー

日本フルードパワー
工業会
日本フルードパワー
工業会

全穎
精密
工業

台灣區流體
傳動工業
台灣區流體
傳動工業

F-38-2-1

ソフトウェアクレイドルソフトウェアクレイドル

イハラサイエンスイハラサイエンス

サンテストサンテスト

テン
コーポレーション
テン
コーポレーション

RMF
ジャパン
RMF
ジャパン

大連良智工業
有限責任公司
大連良智工業
有限責任公司

Guang Yang
Industrial Works
Guang Yang
Industrial Works

東京工業大学 工学院
システム制御系 
塚越秀行研究室

東京工業大学 工学院
システム制御系 
塚越秀行研究室

東京工業大学 工学院
機械系 鈴森・遠藤研究室 

中央大学 理工学部
精密機械工学科 中村太郎研究室

東京工業大学 工学院
機械系 鈴森・遠藤研究室 

中央大学 理工学部
精密機械工学科 中村太郎研究室

東京医科歯科大学 生体材料工学研究室 川嶋健嗣研究室
／東京工業大学 未来産業技術研究所 只野耕太郎研究室

日本鋳造株式会社
／HANDAN SHI HENGONG
   METALLURGICAL
   MACHINERY CO.,LTD.

日本鋳造株式会社
／HANDAN SHI HENGONG
   METALLURGICAL
   MACHINERY CO.,LTD.

スタンプラリー
ポイント
スタンプラリー
ポイント

スタンプラリー
ポイント
スタンプラリー
ポイント

スタンプラリー
ポイント
スタンプラリー
ポイント

展示会事務局

M-81 カレッジ研究発表展示コーナー

青山学院大学
足利工業大学
大阪工業大学
香川大学
神奈川工科大学

神奈川大学
芝浦工業大学
東京工業大学
東京電機大学
徳島大学

奈良工業高等専門学校
沼津工業高等専門学校
福岡工業大学
法政大学
室蘭工業大学

明治大学
横浜国立大学

IFPEX 

RMFジャパン（株） F-75

（株）アペルザ オートメーション新聞社 F-63

イハラサイエンス（株） F-48

（株）ウェーブフロント
／CFturbo GmbH F-31

ASK（株） F-33

SMC（株） F-06

NOK（株） F-53

（株）大阪ジャッキ製作所 F-14

（株）大谷商会 F-54

（株）オーツカ F-45

岡田商事（株）
／PANOLIN INTERNATIONAL INC. F-52

オリオン機械（株） F-18

Guang Yang Industrial Works F-72

カネキタ（株） F-62

神威産業（株） F-29

川崎重工業（株） F-04

（株）神崎高級工機製作所 F-69

邯鄲恒工冶金機械有限公司 F-71

KRACHT GmbH F-46

KYB（株） F-02

甲南電機（株） F-23

光陽精機（株） F-59

（株）コガネイ F-03

（株）阪上製作所 F-21

サンテスト（株） F-65

CKD（株） F-36

（株）ジュピターコーポレーション
／The Lee Company F-61

（株）ソフトウェアクレイドル F-47

（株）ソルトン F-57

ダイキン工業（株） F-35

ダイキン・ザウアーダンフォス（株） F-35

大生工業（株） F-08

大連良智工業有限責任公司 F-76

●台湾パビリオン F-38-1,F-38-2

七洋空油壓工業股份有限公司 F-38-1-1

君帆工業股份有限公司 F-38-2-3

油順精密股份有限公司 F-38-1-7

武漢機械股份有限公司 F-38-1-6

油田油壓股份有限公司 F-38-1-5

全氟密封工業股份有限公司 F-38-1-9

佳王油壓工業有限公司 F-38-1-3

全穎精密工業股份有限公司 F-38-1-2

高商工業股份有限公司 F-38-2-2

超卓工業股份有限公司 F-38-1-4

路竹新益工廠股份有限公司 F-38-1-8

台灣區流體傳動工業同業公會 F-38-2-1

（株）タカコ F-25

中央大学 理工学部 精密機械工学科 中村太郎研究室 F-80-1

（株）THD F-68

（株）テンコーポレーション F-41

東京医科歯科大学 生体材料工学研究室 川嶋建嗣研究室
／東京工業大学 未来産業技術研究所 只野耕太郎研究室 F-80-4

東京計器（株） F-27

東京工業大学 工学院 機械系 鈴森・遠藤研究室 F-80-2

東京工業大学 工学院 システム制御系 塚越秀行研究室 F-80-3

TOHTO（株） F-40

豊興工業（株） F-26

中村工機（株）
／中村エンジニアリング（株） F-11

ナブテスコ（株）パワーコントロールカンパニー F-37

日東工器（株） F-44

日本アキュムレータ（株） F-17

日本エアードライヤー販売（株） F-51

日本オイルポンプ（株） F-20

日本工業出版（株） F-43

日本鋳造（株） F-71

日本テスコン（株） F-56

（株）日本ピスコ F-28

一般社団法人日本フルードパワー工業会 会員企業紹介・情報コーナー F-49,F-60

日本フローコントロール（株） F-50

日本ムーグ（株） F-10

（株）ハイダック F-12

（株）バルテックインターナショナル 
／HERION & RAU Fluidtechnik GmbH F-34

BIMAL S.p.A. F-74

ビカ・ジャパン（株） F-67

廣瀬バルブ工業（株） F-55

Faster S.p.A. F-78

冨士エンジニアリング（株） F-24

測定計測展 

（株）アイゼン M-28

itp（株） M-13

アドコム・メディア（株） M-45

（株）アバールデータ M-29

アメテック（株） テーラーホブソン・ザイゴ事業部 M-11

エスオーエル（株） M-07

（株）SPIエンジニアリング M-06

（株）オーツカ光学 M-03

（株）大菱計器製作所 M-53

（株）尾崎製作所 M-27

オプティトラック・ジャパン（株） M-20

（株）オプトサイエンス M-49

オリンパス（株） M-02

カールツァイス（株） M-23

キヤノン化成（株） M-39

黒田精工（株） M-09

コアーテック（株）
／エルゴジャパン（株） M-34

神津精機（株） M-38

（株）小坂研究所 M-43

（株）三啓 M-37

NPO法人 三次元工学会 M-57

ソーラトロンメトロロジー
／八洲貿易（株） M-25

（株）測範社 M-18

（株）第一測範製作所 M-54

千葉大学大学院 工学研究院 M-57

中央精機（株） M-01

ツクモ工学（株） M-26

（株）テクロック M-05

土井精密ラップ（株） M-04

（株）東京精密 M-15

新潟理研測範（株） M-42

（株）ニコン
／（株）ニコンインステック M-08

日本光学測定機工業会
／日本精密測定機器工業会 M-59

（有）日本光器製作所 M-36

パール光学工業（株） M-12

（株）日立製作所 M-47

フィルメトリクス（株） M-31

（株）フォトロン M-44

フジサンケイ ビジネスアイ M-55

フジツール（株） M-48

ブルカー・エイエックスエス（株） M-10

プロニクス（株） M-19

法政大学 理工学部 機械工学科 吉田一朗研究室 M-57

ポリテックジャパン（株） M-14

マイクロテック・ラボラトリー（株） M-50

丸紅情報システムズ（株） M-22

（株）溝尻光学工業所 M-24

（株）ミツトヨ M-52

（株）ユーロテクノ M-32

（株）ライトストーン M-41

ランド・テクノロジーズ・ジャパン（株） M-51

レーザーテック（株） M-46

レニショー（株） M-16

ロックゲート（株） M-17

YKT（株） M-33

SUBSEA TECH JAPAN 

（株）IHI ST-13

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 ST-10

鉱研工業（株） ST-17

高知大学 ST-11

（一社） 次世代センサ協議会海洋計測センサ技術研究会
／サブシー連携プラットフォーム ST-11

シバタ工業（株） ST-09

（株）昌新 ST-18

水中ドローン社 ST-01

（株）ソルトン ST-15

SENSOR EXPO JAPAN

アーズ（株） S-17

（株）アキュレイト S-32

（株）イーエルティーセンサー S-28

（株）イージーメジャー S-14

イノベーションリサーチ（株） S-26

（株）インテクノス・ジャパン S-21

（一財）宇宙システム開発利用推進機構 S-07

エアロテック（株） S-11

エヌエスティ・グローバリスト（株） S-40

エバ・ジャパン（株） S-01

エフ・アイ・ティー・パシフィック（株） S-13

（株）MKTタイセー S-37

LS Cable & System Ltd. S-48

金沢大学　集積回路工学研究室 SJ-2

Gichoビジネスコミュニケーションズ（株） S-51

Quanergy S-29

（株）クローネ S-47

（公社）計測自動制御学会 S-52

KOA（株） S-05

コーンズテクノロジー（株） S-41

Korea Digital Co.,Ltd. S-25

（一財）材料科学技術振興財団 S-06

サンテスト（株） S-16

（株）ジェイテクト S-34

（一社）次世代センサ協議会 社会インフラ・モニタリングシステム研究会 SJ-10

（一社）次世代センサ協議会 海洋計測センサ技術研究会 SJ-8

（一社）次世代センサ協議会 IoTセンサ技術研究会 SJ-9

次世代センサフォーラム S-57

（株）シミウス S-31

新光電子（株） S-39

セイコーNPC（株） S-45

センサ＆IoTコンソーシアム SJ-5

センシリオン（株） S-02

センシング技術応用研究会 S-56

創価大学　理工学部 SJ-7

大同特殊鋼（株） S-43

立野電脳（株） S-19

椿本興業（株） S-49

東海光学（株） S-08

東京医科歯科大学 生体材料工学研究室 三林研究室 SJ-4

東京科学機器協会 S-50

東北大学大学院 医工学研究科 芳賀・松永・鶴岡研究室 SJ-6

東横化学（株） S-42

（株）トーキン S-54

トビー・テクノロジー（株） S-24

トルーソルテック（株） S-23

長崎大学 工学部工学科 機械工学コース 山本研究室 SJ-1

NIDS Co. Ltd S-53

日本電波工業（株） S-35

（株）ネクスティ　エレクトロニクス S-09

ノリタケ伊勢電子（株） S-18

（株）ハイテック・システムズ S-15

ハイデルベルグ・インストルメンツ（株） S-44

（株）ハギテック S-36

浜松光電（株） S-46

Parylene Japan LLC
／Specialty Coating Systems S-38

兵庫県立大学
／アフォードセンス（株） SJ-3

フィガロ技研（株） S-04

（株）フジキン S-22

フリアーシステムズジャパン（株） S-03

（一財） マイクロマシンセンター S-55

丸文（株） S-20

緑屋電気（株） S-30

山下マテリアル（株） S-27

横河電機（株） S-33

（株）レーザー計測 S-10

ロード・ジャパン・インク S-12

TEST 

IMV（株） T-18

（株）アサヒ技研 T-21

EMGルブリカンツ合同会社 T-38

（株）いすゞ 製作所 T-35

（株）イノバテスト・ジャパン T-40

岩崎電気（株） T-09

インストロン ジャパン カンパニイ リミテッド T-49

WEISS UMWELTTECHNIK GMBH T-31

エスペック（株） T-23

エミック（株） T-46

キーストン サイエンティフィック（株） T-20

（株）キグチテクニクス T-33

クロスカットテクノロジー T-03

高分子計器（株） T-25

（株）コスメイト T-55

シグマ電子工業（株） T-22

（株）島津製作所 T-26

島根大学　光応用計測研究室 T-01

（株）昭和測器 T-15

神栄テストマシナリー（株） T-10

（株）振研 T-32

新東科学（株） T-48

スガ試験機（株） T-39

西華デジタルイメージ（株） T-12

Sevenseeds（株） T-41
Sentek Dynamics
／Crystal Instruments T-54

ダンテック・ダイナミクス（株） T-43

DKSHジャパン（株） T-19

デジテック（株） T-45

（株）東京衡機試験機 T-16

（株）東洋精機製作所 T-34

（株）東陽テクニカ T-05

名古屋科学機器（株） T-13

（株）ナックイメージテクノロジー T-14

日本アビオニクス（株） T-51

日本計測システム（株） T-30

日本バーンズ（株） T-02

（一財）日本品質保証機構 T-07

VIBRATION RESEARCH T-47

日立アプライアンス（株） T-29

（株）富士試験機製作所 T-11

（株）フューチュアテック T-50

（株）前川試験機製作所 T-42

（株）マツザワ
／JFEアドバンテック（株） T-36

丸本ストルアス（株） T-17

（一財）三重県環境保全事業団 T-04

（株）ミツトヨ T-28
（株）守谷商会
／エムティエスジャパン（株）
／オプティトラック・ジャパン（株）

T-37

（株）山本科学工具研究社 T-27

（株）山本金属製作所 T-44

ユアサシステム機器（株） T-24

（株）米倉製作所 T-08

（株）和貴研究所 T-06

自動認識総合展 

（株）RFIDアライアンス
／Alien Technology Corp. A-52

ICOP I.T.G.（株） A-37

アイニックス（株） A-35

アイメックス（株） A-70

（株）アプロリンク
／（株）エーディーエステック A-56

（株）アペルザ　オートメメーション新聞社 A-84

アルテック（株） A-17

（株）イメージャー
／ハネウェルジャパン（株） A-79

（株）インコム A-66

Impinj, Inc. A-48

（株）ウェルキャット A-65

ウェルコムデザイン（株）
／CipherLab Co., Ltd. A-67

映像情報インダストリアル A-46

（株）エイポス A-32

NXPジャパン（株）
／（株）サクシス A-12

NOK（株） A-44

エフテクト A-78

エム・アールエフ（株） A-25

（株）M2モビリティー A-38

（株）エリート A-15

大阪シーリング印刷（株） A-34

（株）オートニクス A-49

オカベマーキングシステム（株） A-16

（株）オプトエレクトロニクス A-77

集佳股份有限公司（GIGA TMS Inc.） A-53

KISCO（株） A-01

キヤノンITソリューションズ（株） A-60

（株）グレープシステム A-54

高圧ガス工業（株） A-02

（株）サイレンスネット A-21

サトーホールディングス（株） A-80

（株）SUN TECH QCC A-51

シーレックス（株） A-29

シェン・ヒーロー（株） A-64

島津エス・ディー（株） A-14

深圳市鑫業智能卡有限公司
／アトミック（株） A-36

（株）新日本電波吸収体
／（株）フェニックスソリューション A-07

（株）スカイロジック A-55

（株）セキュリティ産業新聞社 A-83

ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン（株）
／（株）東北システムズ・サポート
／ゼブラ・テクノロジーズ・アジア・パシフィック

A-47

大同産業（株） A-63

タカヤ（株） A-24

DMカードジャパン（株） A-69

（株）ディジタルメディアプロフェッショナル A-43

帝人（株） A-04

デュプロ（株） A-42

（株）テララコード研究所 A-11

（株）デンソーウェーブ A-81

テンタック（株） A-19
東機通商（株）
／（株）三景
／揚州永奕科技有限公司

A-33

東芝テック（株） A-68

凸版印刷（株） A-05

（株）Top Image Systems Japan A-62

（株）とめ研究所 A-58

（株）トラスト・テクノロジー A-59

（株）ナテック A-23

日油技研工業（株） A-30
日精（株）
／エース工業（株）
／（株）シフト
／（株）三宅

A-41

ニッタ（株） A-72

日本経済新聞社 A-22

日本工業出版（株） A-73

日本実務出版（株） A-57

（公社）日本包装技術協会 A-50

野崎印刷紙業（株） A-31

（株）フェニックス A-27

富士通（株）
／富士通フロンテック（株） A-20

富士フイルムイメージングシステムズ（株） A-39

ブラザー販売（株） A-18

BLUEBIRD Inc. A-28

（株）ブレイン A-40

（株）マーストーケンソリューション
／（株）マースウインテック A-03

マスプロ電工（株） A-08

Matica Technologies （Beijing） Co., Ltd. A-74

三喜鋲螺（株） A-10
緑屋情報システム（株）
／ネプラ（株） A-26

（株）村田製作所 A-45

（株）吉川アールエフセミコン A-06

（株）リオテック A-71

リコージャパン（株） A-76

（株）流通研究社 A-82

（一財）流通システム開発センター A-75

流通情報ラベル社 A-85

（株）リンクス A-61

レオンテック（株） A-09

（株）不二越 F-05

不二ラテックス（株） F-19

FLOWLUTION COMPANY LIMITED F-73

PRO UNI-D CO., LTD F-64

PRO-ONE PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD., F-15

ベックマン・コールター（株） F-42

ボッシュ・レックスロス（株） F-07

（株）堀内機械 F-22

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ（株） F-77

（株）マツイ F-09

マルマテクニカ（株） F-58

（株）三尾製作所 F-30

ヤマシンフィルタ（株） F-32

（株）大和バルブ F-13

油研工業（株） F-16

理研機器（株） F-39

立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 玄相昊研究室 F-80-5

筑波大学　中内研究室 ST-02

（株）トリマティス ST-08
長崎県
／長崎海洋産業クラスタ形成推進協議会
／長崎大学
／長崎総合科学大学

ST-06

NORTEK ジャパン ST-16

原田産業（株） ST-14

パンドウイットコーポレーション ST-04

マリメックスジャパン（株） ST-05

三井金属エンジニアリング（株） ST-07

三井造船（株） ST-12

F-16F06


