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受付の際、名刺を2枚ご用意ください
名刺を添付してください （お忘れの際は、下記にご記入ください）

氏名

勤務先名

所在地
〒

所属部課名

TEL

FAX

E-mail

◆該当する項目に     をつけてください。

個人情報のお取り扱いについて
ご登録いただいた個人情報は本展の運営管理、実施、次回開催等のご案内のために使用します。
各出展ブースへの訪問の際も、名刺を頂戴した場合、当該出展者より、各種ご案内、情報等が行く場合もございます
のでご承知いただきますようお願い申し上げます。主催者は、運営事務局メンバーおよび業務委託先が適切に個人
情報を取り扱うよう監督し、個人情報の漏洩、減失、毀損を防止いたします。

Ａ.あなたの業種は？
□01 農林、水産
□02 鉱業
□03 建設
□04 食料品
□05 繊維
□06 紙、パルプ
□07 化学、ゴム
□08 医薬
□09 石油、石炭
□10 ガラス・土石
□11 鉄鋼
□12 非鉄金属
□13 金属製品
□14 機械
□15 電気機器
□16 輸送用機器
 （自動車含む）
□17 精密機器
□18 電気、ガス
□19 運輸、倉庫
□20 情報、通信
□21 卸売
□22 商社
□23 小売
□24 銀行

Ｂ.あなたの職種は？
□41 研究開発
□42 総務
□43 人事
□44 経理
□45 情報処理、システム
□46 経営企画
□47 広報、宣伝
□48 営業、サービス
□49 設計
□50 生産、品質管理
□51 教職員
□52 学生

□25 証券
□26 保険
□27 その他金融
□28 不動産
□29 サービス
□30 官公庁、団体
□31 教育 Ｄ.従業員数

□71 10人以下
□72 30人以下
□73 50人以下
□74 100人以下
□75 300人以下
□76 500人以下
□77 1000人以下
□78 3000人以下
□79 5000人以下
□80 5000人以上

Ｇ.ご来場の目的は？
　（複数回答可）
□111 機器購入・商談
□112 予算確保の資料入手
□113 最新の情報入手
□114 併催行事
 （シンポジウム、セミナー等）
 が行われているから
□115 その他
 （　　　　　　　　　　）

Ｆ.本展を知ったのは？
□101 招待状
□102 ポスター
□103 新聞・雑誌
□104 インターネット
□105 メール
□106 その他
 （　　　　　　　　　　）

Ｃ.あなたの役職は？
□61 会長、社長
□62 役員
□63 部長、次長クラス
□64 課長クラス
□65 係長、主任クラス
□66 専門職
□67 一般社員

Ｅ.見学したい展示会
□92 センサエキスポジャパン
□93 総合試験機器展
□94 自動認識総合展
□95 フルードパワー国際見本市

新型コロナウイルス感染拡大防止策として来場者管理を円滑に行うため
来場事前登録を推奨しております。招 待 券

本券で同時開催の「IFPEX／フルードパワー国際見本市」、
「センサエキスポジャパン」、「TEST／総合試験機器展」、
「自動認識総合展」、も入場できます

進化するものづくりへ
“品質”にこだわる計測技術が集結

※内容は予告なく変更される場合があります。
最新情報は、当展示会HP（www.mt-expo.jp）をご確認下さい。

 日本光学測定機工業会
http://www.j-oma.jp/

光学測定機を製造販売しているメーカー団体です。ものづくりに
必要不可欠な光学・測定・画像機器の健全な進歩発展により産
業界に対し品質の安心・安全に貢献することを目指しています。
〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8　機械振興会館204
TEL & FAX 03-3435-8083

 日本精密測定機器工業会
http://www.jpmia.gr.jp/

精密測定機器に関する情報の共有、技術・品質に関する規格の作
成、標準化などのを推進する。また、規格に対する解説、関係省
庁等に対する意見の提言も行うことにより、当該事業の健全な発展
に寄与することを目的としています。
〒105-0003　東京都港区西新橋3-14-2　柾木ビル3F
TEL 03-3434-9557　FAX 03-3434-1695

　日本光学測定機工業会と日本精密測定機器工業会は2021年10月、東京ビッグサイトにて測定をはじめとした計測全般に関する総合
展示会「測定計測展2021／Measuring Technology Expo 2021」を開催いたします。本展示会は奇数年秋に開催するトレードショー
として、産経新聞社の特別協力のもと、自動車、ロボット、航空機関連などに用いられる光学・精密測定はもちろん、幅広い計測業界
の最新製品・技術・情報が一堂に集まり関係者には見逃せない３日間になります。
　また、同時開催展として「IFPEX／フルードパワー国際見本市」、「センサエキスポジャパン」、「TEST／総合試験機器展」、 

「自動認識総合展」が行われます。関係各社・団体様には是非ご来場いただきたく、お願い申し上げます。
 日本光学測定機工業会
 日本精密測定機器工業会

開催にあたって

名　　称 	 測定計測展2021／Measuring	Technology	Expo	2021	（第50回全日本光学測定機展／第19回国際精密測定展）
会　　期 	 2021年10月6日（水）-8日（金）　10:00-17:00
会　　場 	 東京ビッグサイト　南1-	2ホール
入 場 料 	 無料（登録制）
主　　催 	 日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会
特別協力 	 産経新聞社
後　　援 	 経済産業省、（公社）応用物理学会、（公社）精密工学会、（一社）日本工作機械工業会、日本精密機械工業会、日本工作機械販売協会

新型コロナウイルス感染症の対策について
本展示会は出展社や来場者をはじめ、関係者の皆様にとって安心・安全な展示会であるために新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催いたします。
ビジネス回復に向けて本展示会をご活用ください。

産経新聞社　事業本部　コンベンション事業部　
〒100-8079　東京都千代田区大手町1-7-2　TEL:03-3273-6180  FAX:03-3241-4999　E-mail:mt-expo@sankei.co.jp展示会事務局

出展社のみどころ　（7月20日現在）
（株）アイゼン （株）清原光学 （株）第一測範製作所 日本ヴィジョン・エンジニアリング（株） （株）マグネスケール

検査時間の短縮につながる製品
を中心に展示いたします。

光学測定ソリューションとしてス
テッチングやCGH技術等を展示
します。

世界最高クラスの測定精度を体
験してみませんか。

見やすいマイクロスコープと簡単
操作の測定器が作業効率を向
上させます。

磁気と光の高精度位置検出で、
ものづくりに貢献

アキュイティー（株） 黒田精工（株） 大日本印刷（株） 日本マイクロ光器（株） 丸紅情報システムズ（株）

画像処理と機械学習による検
査・計測の工数低減。

自動化対応のクランピングツール
とユニバーサルディスプレイを出
展します。

AIの力で粒子画像の解析画像
を効率化。作業者間のバラつき
を解消します。

10pm精度10MS/sの高速高
精度干渉変位計周波数安定化
レーザ

ドイツGOM社3Dスキャナや、変
位・変形測定システムを出展しま
す。

アドコール コアーテック（株）
／エルゴジャパン（株） 中央精機（株） （株）日本レーザー （株）ミツトヨ

シャフト用全自動非接触粗さ測
定機・ロボット減速機用偏心シャ
フト測定機紹介

リニア／回転エンコーダ、長尺ノ
ギス、新製品電動ねじ式多段伸
縮ポール（特許品）

最新の41号総合カタログ掲載
製品を中心に、実機での展示を
予定しております。

3D形状測定顕微鏡＆組込セン
サ、レーザー干渉式変位センサ

測定から測定データ管理までを
「つなぐ」ご提案をご覧ください。

アドコム・メディア（株） （株）小坂研究所 ツクモ工学（株） 兵庫県立大学 （株）ユーロテクノ

技術情報誌「OplusE」のバック
ナンバーをお名刺と交換でお渡し
いたします。

三次元計測における課題解決
に最新型アーム式をご提案！！

ナノレベルの表面粗さをAFM並
みの高分解能で高速・広範囲に
計測します。

表面凹凸形状や平坦度を、ワン
ショット・大面積・高精度で測定
可能な新方式

新機能バーティカル・フォーカス・
プロービングで立壁や孔の内径
が測定可能。

アンドール（株） （株）コムビック （株）テクロック フィルメトリクス（株） ユニオン光学（株）

AI×OCR技術で、図面から寸
法値を一括で抽出し、検査表を
作成します。

レーザー光を当てるだけ！ 溶接
ビートの断面を非接触で計測

精密測定技術と最先端IoTの
融合によりスマート工場化をサ
ポートします。

膜厚測定・表面形状測定のフィ
ルメトリクス。デモ機を展示して
お待ちしています。

高精度三次元・厚さ測定機、高
性能・超長作動距離ズーム顕
微鏡

ヴェンツェル（株） santec（株） （株）東京精密 （株）フォトロン レニショー（株）

X線CT装置を含む、非接触式
などの工業用精密測定装置と、
その活用事例をご紹介します。

超高感度の光学式三次元計測
機。測定物や環境を問わず非
接触計測可能。

最新の非接触測定機を多数展
示。高品質な測定ソリューション
を提案いたします。

最新ハイスピードカメラや「イベン
ト検知」監視システムをご紹介

生産性を高める測定ソリューショ
ンをご提案いたします。

（株）尾崎製作所 新東Sプレシジョン（株） 地方独立行政法人 
東京都立産業技術研究センター フジツール（株） YKT（株）

長年培った技術からできた新型
デジタルキャリパーと一般従来品
を堂々展示。

精密2次元座標測定機と
JCSS事業を紹介。座標線幅
段差測定の新製品を展示。

JCSS事業にも積極的に取り組
んでおります。順次拡大も計画
しております。

規範ゲージや基準ゲージ、測定
用補助工具、特殊仕様の測定
器を多数出展。

OGP新機種を初公開。会期中
のデモンストレーションも承ってお
ります。

オリンパス（株） セブンシックス（株） 東京貿易テクノシステム（株） ブルカージャパン（株）

最新の工業用顕微鏡ラインアッ
プによる多彩なソリューションをご
紹介します。

表面形状・分光・ミリ波計測等
に応用できる可変GH2コムを紹
介

生産性向上の為のソリューション
をご提供いたします。

新製品3次元白色光干渉型顕
微鏡、多機能摩擦摩耗試験機
機のご紹介

カールツァイス（株） （株）測範社 （株）ニコン
／ニコンソリューションズ マール・ジャパン（株）

X線CT装置をメインに最新のソ
リューションをご紹介いたします。

ラジオCMでお馴染み「測ってね
じねじねじゲージ」ねじゲージ専門
メーカ測範社。

CNC画像測定機からX線CT
装置まで、新発売の最新測定機
を展示

接触式及び光学式の、長さ・輪
郭形状・粗さ測定機と測定器を
展示。

TEST2021 
（第16回総合試験機器展）

材料試験＆環境試験と計測、評価に関する国内唯一の総合展
展示内容：試験機、装置、システム、計測器、解析サービス、情報など
主　　催：日本試験機工業会

第23回自動認識総合展 国内唯一の自動認識技術、ソリューションの専門展示会
展示内容：バーコード、RFID、画像認識などの自動認識機器ソリューション
主　　催：（一社）日本自動認識システム協会

センサエキスポジャパン
 2021

センサとその応用技術、機器、システム、 ネットワークに関する専門展示会
展示内容：センサ、MEMS、計測器やその応用技術、	システム、ソリューション情報など
主　　催：産経新聞社

IFPEX2021
（第26回フルードパワー
 国際見本市）

日本で唯一のフルードパワー（油圧・空気圧・水圧）の専門見本市
展示内容：	生産設備や機械に組み込まれる重要な要素である油圧、空気圧、水圧に関する	

製品・技術・サービス・情報など
主　　催：（一社）日本フルードパワー工業会、産経新聞社

同時開催展 （間仕切りを設けない相互入場制）

出展社による展示会と連動した新製品や新技術のプレゼンテーションを実施いたします。 （敬称略）

10／6
（水）

14:00～14:30 ブルカージャパン株式会社 摩擦摩耗試験機-UMT TriboLab-による表面処理技術の耐摩耗・耐擦傷性評価 講演者：塚本 和己

15:30～16:00 株式会社第一測範製作所 小径内径測定の世界最高精度を実現 講演者：渡邉 泰良

10／8
（金）

10:30～11:00 ブルカージャパン株式会社 白色干渉計と触針計を用いた表面計測 ～基礎から測定事例まで～ 講演者：寺山 剛司

12:00～12:30 兵庫県立大学 大面積表面形状のワンショット高精度測定 講演者：佐藤 邦弘

13:25～13:55 株式会社ユーロテクノ 最新の非接触三次元測定機における測定事例 講演者：藤田 篤　

16:30～16:50 アンドール株式会社 AI×OCR技術を使った紙図面からの検査表作成 講演者：村田 幸雄

実務応用セミナー   会 場  南1ホール内特設セミナー会場

産学連携を推進することを目的に、大学や研究機関に、最新の検査技術・情報を公開していただきます。

研究機関名 発表テーマ

法政大学　
理工学部　吉田一朗研究室

工作機械の主軸テーパ穴内面の摩耗を定量測定可能とする
新たな光学的計測法の研究

法政大学大学院　
精密工学・データサイエンス研究所

データサイエンスを用いたエンジン・自動車部品のための
表面性状評価法に関する研究

新技術発表コーナー

基調講演 同時開催展

＜プログラム＞

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　主任研究員　佐藤　理 氏

10:35～11:10 計測につながる注記付きCADデータ（3DAモデル）の作成と変換 株式会社エリジオン
CTO　相馬 淳人 氏

11:20～11:55 ３DA（QIF規格）によるDX「測定・品質保証」ソリューション QVIジャパン株式会社
代表取締役　中村 聡 氏

12:05～12:40 部品測定のための図面指示方法 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社　品質保証部
担当マネージャー　重田 国啓 氏

13:40～14:15 自動検査プロセス実現を目指した非接触測定ガイドラインの策定 ３D+1ラボ
代表　髙橋 俊昭 氏

14:25～15:00 X線CTの活用事例紹介
（樹脂成形　金型補正プロセスにおける計測用CT装置の活用）

株式会社栃木ニコン　技術統括部　第4生産技術部
成形技術課　大森 敬介 氏

意思を通わせるデジタルものづくり　― 設計から検査までの連携と３Dデータ活用 ―
【企画協力: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】
日 時：2021年10月8日（金） 10:30～15:00　　　会 場：東京ビッグサイト会議棟6階　605会議室
参 加：無料（要登録）

特別セミナー

IFPEX2021第26回フルードパワー国際見本市

米中対立時代におけるリスクマネジメント
～製造業の未来～
三浦	瑠麗	氏
日　程 	 10月6日（水）	13:00～14:30
会　場 	 東京ビッグサイト会議棟1階　レセプションホールB
申込方法 	 IFPEXウェブサイトよりお申し込みください。

コロナ禍によって加速した米中対立の新時代。世界は地域ごとのパワーゲーム
とグローバルな対立との二層構造に引き裂かれます。不確実な時代を生き延び
るために、どのようにリスクを捉えたらよいのかを提示し、内政がどういったプ
ロセスでグローバルな経済に影響しているかを読み解きます。

特別講演製造業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の
加速に向けて（仮）

経済産業省　製造産業局産業機械課　課長
安田　篤	氏

日　程 	 10月6日（水）10:30～11:30
会　場 	 東京ビッグサイト会議棟1階　レセプションホールB
申込方法 	 ウェブサイトよりお申し込みください。

平成10年、東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻修了。同年、通商産業省
（現経済産業省）入省。商務情報政策局、産業技術環境局などでIT政策やイノ
ベーション政策、資源エネルギー庁で電力需給政策等を担当した後、製造産業局
ロボット政策室長として、ロボット政策を担当。その後、NEDO・IoT推進部長
としてデバイスやIoT関連のプロジェクトを推進し、令和3年7月に現職に着任。

 事前申込制（満席になり次第終了）




