研究シーズ発表会

※概要・聴講申込はホームページからお願いします。聴講整理券をお持ちでない方も、当日、席に余裕がございましたら聴講できます。

22日（水）
A

24日（金）

12:30~13:30

中部イノベネット「産業技術の芽」シーズ発表会 in 名古屋
「中部イノベネット」のご紹介
（公財）中部科学技術センター イノベーション創出支援室 室長 斉藤 貴伸氏
熱可塑性樹脂部材のレーザ加工技術の開発
岐阜県工業技術研究所 機械部 主任専門研究員 小河 廣茂 氏
熱可塑性 CFRP スタンパブルシート製造技術の開発
石川県工業試験場 企画指導部 主任研究員 木水 貢 氏
走査電子顕微鏡による断面微小領域解析 〜不良解析事例紹介〜
名古屋市工業研究所 材料技術部 環境技術研究室 浅野 成宏 氏

B

14:00~15:00

LED ライフイノベーション研究プロジェクト −特に殺菌、滅菌、抗菌技術について−
徳島大学 LED ライフイノベーション研究プロジェクト概要紹介
徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 顧問 木内 陽介氏
UV-LED を使用した殺菌システム
徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部 教授 高橋 章 氏
光反応と有機系化合物による微生物制御
徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 助教 白井 昭博氏
外線から可視光曝露波長と遺伝子発現
徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 講師 芥川 正武 氏

E

10:30~12:30

CFRP を用いたものづくり技術の展望
連続繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の高速成形における課題
岐阜大学 複合材料研究センター 教授 仲井 朝美 氏
CFRTP の強度向上のための界面技術
岐阜大学 複合材料研究センター 准教授 武野 明義 氏
CFRP を用いたものづくりに不可欠なリサイクル技術
岐阜大学 複合材料研究センター 教授 守富 寛 氏
リサイクル炭素繊維のインフラ部材への利用可能性
岐阜大学 複合材料研究センター 教授 国枝 稔 氏

F

10:45~12:00

東海地域公設試最新導入機器紹介
「地域オープンイノベーション促進事業」事業概要
（公財）中部科学技術センター イノベーション創出支援室 室長 斉藤 貴伸氏

「粗さ形状測定装置」のご紹介
あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 自動車・機械技術室 主任研究員 河田 圭一 氏

「高速高出力非破壊検査装置」のご紹介
岐阜県工業技術研究所 機械部 専門研究員 西嶋 隆 氏

「広帯域赤外分光分析装置」のご紹介
三重県工業研究所 窯業研究室 主幹研究員 庄山 昌志 氏

「航空機搭載機器向けノイズ耐性試験装置」のご紹介
三重県工業研究所 プロジェクト研究課 研究員 山口 裕史 氏

「光学特性評価システム」のご紹介
名古屋市工業研究所 システム技術部 電子技術研究室 主任研究員 黒宮 明 氏

23日（木）
C

12:30~13:30

12:30~13:30

中部イノベネット「産業技術の芽」シーズ発表会 in 名古屋
実用化が期待される新規高性能吸放湿材料
（独）産業技術総合研究所 中部センター イノベーションコーディネータ 渡村 信治 氏
急増する室内熱中症から高齢者を守るには
静岡県工業技術研究所 工芸科 科長 櫻川 智史 氏
木材の環境に優しい無機系防腐防蟻処理
富山県工業技術センター 中央研究所 評価技術課 課長 岩坪 聡 氏
常温圧縮せん断法を用いた成形技術
信州大学 工学部 機械システム工学科 准教授 中山 昇氏
14:00~16:00

D

大学の設備を利用した課題解決の取組み
〜文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム〜

材料表面を劣化させない新窒化法の開発 〜アトム窒化法〜
豊田工業大学 特任教授 原 民夫 氏
名工大支援成果「単結晶 SiC の曲面 CMP 加工による新規切削工具の開発」
ビーティーティー（株） 代表取締役社長 青木 渉 氏
名大支援成果「世界で初めて溶出順序を自在に反転できるキラルカラムの開発に成功」
名古屋大学大学院 工学研究科 物質制御工学専攻 博士研究員 下村 昂平氏
分子・物質合成プラットフォームと利用成果の事例紹介
自然科学研究機構分子科学研究所 特任専門員 金子 靖 氏

G
熊本県：次世代耐熱・高強度マグネシウム合金の基盤技術開発と事業化について
熊本県におけるマグネシウム合金の事業化推進スキームについて
（公財）くまもと産業支援財団 産学連携推進センター センター長 坂田 俊一 氏
KUMADAI 耐熱マグネシウム合金の取り組み等と先端技術実証・評価について
熊本マグネ事業推進会会員 不二ライトメタル（株） 執行役員 生産本部 研究開発・商品開発部長 井上 正士氏
H

14:00~16:15

東海北陸地区国立８高専イチオシ研究シーズ発表会
先進的モーションコントロール技術に関する研究事例紹介
豊田工業高等専門学校 電気・電子システム工学科 准教授 伊藤 和晃 氏
新規なバイオリアクターによる排水処理の省エネ・高速化・創エネ
岐阜工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授 角野 晴彦氏
材料表面の汚れフリーを実現するコーティング
鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 教授 兼松 秀行氏
ステレオカメラセンサを用いた植物の健康診断
鳥羽商船高等専門学校 専攻科 准教授 白石 和章 氏
電子デバイス接合用はんだの熱疲労試験装置の開発と寿命評価
石川工業高等専門学校 機械工学科 准教授 旭吉 雅健 氏
水素添加による新規アミンポリマーの合成
沼津工業高等専門学校 物質工学科 准教授 青山 陽子氏
教育用マイコン制御ロボットの開発
福井工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授 米田 知晃 氏
騒音エネルギーを駆動源とする熱音響冷却システムの構築
富山高等専門学校 専攻科 准教授 石田 弘樹 氏

出展者テクニカルワークショップ
※聴講整理券の発行はありません。会場受付にて名刺をご提出していただく場合がございます。

22日（水）

ア

23日（木）

そうだ！
「産総研」があった！ その活用方法のご紹介
11：00〜11：40

（独）産業技術総合研究所 中部センター イノベーションコーディネータ 飯田 康夫氏

名古屋市ヘルスケア産業参入支援事業

イ
ウ
エ
オ
カ

下肢深部静脈血・リンパ液うっ滞予防機器 −「ヒラメ筋電気刺激装置」の紹介
松栄電子研究所 代表取締役会長（医学博士）松尾 功一氏
12：30〜13：10

CFRPと金属のレーザ溶着技術と加工システムのご紹介
13：30〜14：10

前田工業（株）レーザ事業部 笠原 圭太氏

中小企業のモノづくり事業戦略
14：30〜15：10

CADPAC-３D
15：30〜16：10

ケ
コ
サ

プリプレグ積層精度計測技術
12：30〜13：10

三洋機工（株）執行役員 常田 勝男氏

スウェーデン生まれの複合物理運動シミュレータ開発ツールのご紹介
13：30〜14：10

（株）バーチャルメカニクス 代表取締役 永瀬 純氏

悩まない技能伝承と海外工場管理の方法
14：30〜15：10

（有）創造デザイン セールスマネージャー 鹿又 祐二氏

樹脂・金属接合技術「アマルファ」の紹介
15：30〜16：10

メック
（株）新事業開発室 営業マーケティンググループ グループ長 林 知紀氏

協和工業（株）経営管理グループ 顧問 久野 高嗣氏

FECによる膨大な２D図面資産の再活用
（株）デザイン・クリエィション 営業部統括部長 岩金 牧男氏

「高速・高品位ピコ秒ハイブリッドレーザ」のご紹介
15：30〜16：10

ク

スペクトロニクス（株）営業グループ 中西 健氏

24日（金）

シ
ス

23日（木）
ロボットシンポジウム２０１４名古屋発表会

セ

真空装置・試験装置開発の事例紹介
13：30〜14：10

（株）愛知真空 技術営業部 石黒 裕規氏

３Ｄプリンターを活用したものづくり支援サービス
14：30〜15：10

（株）JMC 営業グループ営業 宍戸 勇斗氏

製品の安全性試験 その他燃焼・破壊試験場のご紹介
15：30〜16：10

日本カーリット
（株）危険性評価試験所 課長 鈴木 康弘氏

無動力の歩行支援機「ACSIVE（アクシブ）」について
10：40〜11：05

キ

（株）今仙技術研究所 営業部特販課 五島 満氏

屋外作業・観測用途向け無人車と小型無人艇の紹介
11：10〜11：35

ヤマハ発動機（株）事業開発本部ＵＭＳ事業推進部開発部 石山 健二氏

福祉用具・介護ロボットの実用化に向けた移動支援機器開発
11：40〜12：05

リョーエイ
（株）ロボットシステム課 次長 平野 卓哉氏

■会場は 9 月下旬にホームページ、または当日会場にてご確認下さい。
■内容は事前の予告なく変更または中止となる場合がございます。
■当日、席に余裕がございましたら聴講できます。

TECH Biz EXPO 2014 出展者一覧
会社・団体名
主たる出展内容
（株）
愛工舎
超微細切削加工、
および微細品組立、
Ｘ線受託検査
あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク
ＥＶ・ＰＨＶ及び充電設備の展示
太平オート
（株）/中部三菱自動車販売
（株）/トヨタ自動車
（株）/（株）
豊田自動織機/トヨタ車体
（株）/トヨタホーム
（株）/トヨタメディアサービス
（株）/日産自動車
（株）/日東工業
（株）/パナソニック
（株）
エコソリューションズ社/
（株）
フジクラ/本田技研工業
（株）
あいちＦＣＶ普及促進協議会
燃料電池自動車
（ＦＣＶ）
の展示
（株）
アキュレイト
規格ばね・特注ばね・雌ねじ補強タングレス
旭有機材工業
（株）
高機能樹脂材料
（摺動材料、
炭素系複合材料他）
一関産業集積推進協議会
当市の立地環境及び産学官連携の取組みの紹介
ＭＴＫ
（株）
金属の冷間引抜製品を製造・販売
エルコメーター（株）
膜厚計などの、
コーティング・塗装検査機器
大阪真空化学
（株）
単色成形メッキ、
２色成形メッキ、
蒸着、
塗装、
レーザー加工
沖縄県
沖縄経済特区のご紹介
（公財）
科学技術交流財団
次世代ものづくり技術・健康管理の先端技術
各務原市
各務原市内企業の紹介
エーピーシーエアロスペシャルティ
（株）/岐阜県金属工業団地協同組合青年部/キョーラクテクノ
（株）/
（株）
渡辺製作所
（公財）
岐阜県研究開発財団
大学に集積された研究者７名の研究シーズ
ＣＦＲＰをはじめとする複合材料の成形プロセス・リサイクルに関す
岐阜大学 複合材料研究センター
る技術シーズ
キヤノン電子
（株）
コンパクトな小型射出成形機及び三次元加工機の展示です
くまもと産業支援財団・熊本マグネ事 次世代耐熱・高強度 KUMADAIマグネシウム合金による試作品等の
業推進会
展示
クリーンディーゼル普及促進協議会
クリーンディーゼル車の紹介と体験試乗会の開催
（一社）
軽金属学会 東海支部
輸送分野軽量化に対応する素材及び加工技術紹介
（独）
工業所有権情報・研修館
ＩＰＤＬ、
海外知財ＰＤ等、
当館事業の紹介
（株）
サーモライト
アラミド繊維を使用した強化繊維プラスチック素材
坂口電熱
（株）
加熱に関する各種ヒーター・周辺機器を展示します
（株）坂製作所
極小型・省エネ・静音タイプのコンプレッサーです
佐渡精密
（株）
航空、
医療関連部品を中心に精密切削加工品を展示
（有）
サワ
自動ネジ締めユニット
（ネジ供給機・保持機）
（独）産業技術総合研究所 中部センター 最新の産業技術に関する研究成果と
「産総研」
の効果的な活用方法の紹介
三信金属
（株）
切削性・耐食性を兼ね備えた高機能材料の提案
サンシン電気
（株）
電源の開発と電子部品を販売する創造企業体です
（有）
サンメンテナンス工機
作動油・各種加工液濾過システムの提案
無線トルクレンチ締付保証システム・プリプレグ積層精度計測技術・
三洋機工
（株）
真円度測定器
（有）
ジーエフトップ
高精密な製品を最短納期で対応
（株）
ＪＳＯＬ
生産技術シミュレーションの活用
（株）
塩澤製作所
精密複雑形状品加工・ダイカスト製品一貫生産
下関市
下関市内の事業用地、
企業の紹介
（株）
スタッフ
“設計・試作”“筐体・基板”開発案件承ります
（株）
関プレス
世界初
『割裂加工技術』
応用製品
（有）
創造デザイン
技能伝承とリアルタイム遠隔技術支援ソフトウェア
（一財）
素形材センター
最新の素形材技術の紹介
（株）
タイセイプラス
“革新”ブロー製品の技術活用
（株）
大同
過熱水蒸気を利用した技術の紹介と新規開拓
（株）
ダイナックス
EV駆動用、
産業用の高効率レアアースレスモータ
大陽ステンレススプリング
（株）
スプリング、
ファスナ類、
セラミック加工品を展示、技術相談等お気軽にどうぞ
丹後ハイテクランド
丹後ハイテクランドを代表する企業の加工技術を紹介
愛和金属
（有）/（株）
韋城製作所/（株）
大宮日進/（株）
川口金属/（株）
タムラ /（株）
徳本/ ヒロセ工業
（株）
地域オープンイノベーション促進事業
東海三県の公設試験研究機関へ配備する設備機器の紹介
（東海地域）
（有）
智寛
タンク内浮上油吸引装置オイルエクセプター
中部イノベネット
地域企業の技術支援のための広域連携ネットワーク
（株）
ＤＪＫ
次世代高分子材料の開発支援サービス
ディプロス（株）
製造業向けのスマートデバイス活用システムとシンクライアント環境
ネクストメディアシステム事業部
（株）
デンケン /三和マテリアル
（株）
電子部品等の評価・解析・検査の紹介
東海北陸地区国立８高専
東海北陸地区８高専のイチオシ研究シーズ紹介
石川工業高等専門学校/岐阜工業高等専門学校/鈴鹿工業高等専門学校/鳥羽商船高等専門学校/富山高等専
門学校/豊田工業高等専門学校/沼津工業高等専門学校/福井工業高等専門学校
東京アセンブリングシステム
（株）
多品種機構部品の組立ライン用部品配膳システム
東京貿易テクノシステム
（株）
三次元測定の専門家集団。3D EXPERT,TTS.
（株）
東豊精工
精密スプリング、
プレス、
マルチフォーミング、
金型
徳島大学
ＬＥＤ応用ライフイノベーション研究プロジェクトのポスター展示
（株）
内藤製作所
板厚t3.2〜6.0の厚板精密プレス加工で立体形状部品の実現
名古屋工業大学 大型設備基盤センター 最先端の表面分析装置を民間・大学等に広く開放しています
（公財）
名古屋産業振興公社
名古屋市中小企業・小規模企業支援隊
名古屋市新事業支援センター
（公財）
名古屋産業振興公社
大気圧プラズマ発生装置の展示及びデモ
プラズマ技術産業応用センター
名古屋市 ヘルスケア産業参入支援事業 平成26年度、名古屋市ヘルスケア産業参入支援事業として、製品展示致します
名古屋大学
ナノテク・ものづくりによる次世代医療機器を展示
革新ナノバイオデバイス研究センター
ナノテクノロジープラットフォーム
装置と情報の共有による研究開発の推進支援
（名大、
名工大、
豊田工大、
分子研）
（株）
ニコンインステック
革新的な非接触ソリューションの紹介
日進工業
（株）
エンジニアリングプラスチック射出成形
日本カーリット
（株）
LiBの安全性試験 その他燃焼・破壊試験
日本貿易振興機構
（ジェトロ）
ジェトロによる海外販路開拓支援の紹介
名古屋貿易情報センター
（株）
バーチャルメカニクス
複合物理運動シミュレータ開発ツール
「AgX Dynamics」
ビーティーティー（株）
次世代刃具ＳｉＣ単結晶と新開発の工具測定器及び工具観察台
（一財）
ファインセラミックスセンター セラミックスを中心とした材料の研究・評価する機関です
ポリマテック・ジャパン
（株）
熱対策、
高熱伝導シートと室温硬化グリス
２０１４パイクスピークレースＥＶ部門優勝車両、
２０１２同レース参戦
三菱自動車工業
（株）
市販ＥＶ車両
武蔵エンジニアリング
（株）
ディスペンサーおよび卓上型ロボット
文部科学省科学研究費
生物多様性に学ぶ持続可能な技術体系
新学術領域
「生物規範工学」
（株）
ヤガミ
保温・加熱の産業用電気ヒーターを取り揃えています
薮内産業
（株）
塵埃除去システム イオンクリーンボックス
（株）
ユニオン精密
ねじ単体で防水機能を持つ
「LABYLOCK」
（株）
吉田ＳＫＴ
テフロンコーティング及び各種機能性表面処理、
フッ素加工製品

■ 航空宇宙産業企画展
（株）ＩＨＩ、
旭金属工業
（株）、
（株）
エアロ、
川崎重工業
（株）、
多摩川精機
（株）
、
（一社）中部航空宇宙産業技術センター、中日本航空専門学校、
富士重工業
（株）、
ペリカンプロダクツ（株）、
（株）
前田技研、三菱重工業
（株）、
（株）
和田製作所

8月18日現在（50音順）

第４回

■ 主催企画展示
レーザ加工技術
会社・団体名
（株）
アートレイ
ＲＴＭ
（株）
Ｉ
ＰＧフォトニクスジャパン
（株）
（株）
アフレア―
（株）
井口一世
（株）
インデコ
（株）
キンポーメルテック
（株）
最新レーザ技術研究センター
サイバーレーザー
（株）/佐鳥電機
（株）
スペクトロニクス
（株）
（株）
タック印刷
中部レーザ応用技術研究会
日本アビオニクス
（株）
レーザーテック
（株）
（株）
レーザックス

次世代ものづくり基盤技術産業展

主たる出展内容
900〜1700nmの近赤外線領域に感度を有するInGaAsカメラ
レーザ技術を活用した金属表面複合化処理
様々な分野及び市場で用いられる高性能ファイバーレーザー開発製造メーカー
レーザー加工装置Aﬂair ScanPlot／スキャナー加工用集塵装置
当社の「金属レス」
「切削レス」技術は省資源化、省エネルギー化、低コスト化を実現
レーザー発振器
（加工用途）
、
レーザー測定機器
水誘導レーザを利用した加工サンプルの展示、加工技術情報の提供
レーザピーニング処理品、
ＣＦＲＰ材のレーザ加工品など
高出力産業用超短パルスレーザーの展示を行います
ピコ秒ハイブリッドレーザ、卓上型グリーンレーザ加工キット
タックレーザーマーキングラベル＠レーザーマーキング用粘着ラベルの紹介
各種レーザ加工品、最新のレーザ加工機器カタログ、研究会出版物、研究会カタログ
レーザ溶接機をはじめ、多彩な接合ソリューションをご紹介
ＨＹＢＲ
Ｉ
Ｄレーザーマイクロスコープ展示
小型レーザ溶接機とレーザ加工サンプルの展示

会期

3Dプリンタ
アプライドデザイン
（株）
（株）
オーピーティー
（株）
ジーエム
（株）
ＪＭＣ
（株）
Ｊ・３Ｄ
（株）
セイコーアイ・インフォテック
ディプロス
（株）
（株）
データ・デザイン
（株）
デザイン・クリエィション
（株）
ノリタケカンパニーリミテド
４Ｄセンサー
（株）
丸紅情報システムズ
（株）
（株）
ムトーエンジニアリング
（株）
ルナクラフト

グローバルモノづくりＣＡＥソリューション
３Ｄスキャナー、
３Ｄプリンタを展示します
高精度３Ｄスキャンでものづくりの提案
３Ｄプリンター出力サービス・精密砂型鋳造
金属部品、金型の３Ｄプリンター造形サンプル品
3Dプリンターや3Dスキャナシステムの販売 3Dシステムズ社国内正規代理店
低価格・高精度非接触３次元スキャナの実演展示
ハンディ型３Ｄカラースキャナと３Ｄプリンタなどの造形ソリューション
３Ｄ−ＣＡＤ、
２Ｄ−ＣＡＤ、図面管理システム
３Ｄプリンター用石膏
高速・高精度・小型・安価な三次元形状変形計測装置
米国ストラタシス社製３Ｄプリンタ及び独ＧＯＭ社製計測装置を展示予定
イメージをリアルに再現。国産パーソナル３Ｄプリンタ
低価格ＦＤＭ式３ＤプリンターREP-CREATOR展示・デモ

ＣＦＲＰ
（複合材）製造・加工技術
（株）
愛知真空
（株）
島精機製作所
（有）
千葉精螺
（株）
ミテック
メック
（株）
森田技研工業
（株）

カーボン材料成膜装置、真空装置設計製作
ＣＦＲＰ等プリプレグシートを裁断するＮＣ裁断機
真鍮六角ナット・真鍮インサートナット
セラミックス接着接合部品 ダイヤモンド接合部品
樹脂・金属一体接合技術ーアマルファの紹介
高温・高圧対応の液圧式ダブルベルトプレス装置

■ 中部経済産業局 サポインコーナー
（有）
アートスクリュー
（株）
イーエスピー企画
（株）
イワタツール
（株）
エアロ
（株）
エムスタイル
（株）
エルフォテック
大垣精工
（株）
輝創
（株）
（株）
北岡鉄工所
（株）
岐阜多田精機
協和工業
（株）
（株）
クリエイト・プロ
（有）
小松鋳型製作所
（株）
３DGデザイン研究所
（株）
髙木化学研究所
立山科学工業
（株）
テックワン
（株）/一村産業
（株）
東洋航空電子
（株）
豊橋鍍金工業
（株）
（株）
南部製作所
西島
（株）
（株）
瓢屋
平井精密工業
（株）
（株）
富士プレス
（株）
北熱
前田工業
（株）
（株）
マクシス・シントー
名東電産
（株）
（株）
ユニメック

サポイン事業概要及び実施プロジェクトの成果紹介

高機能緩み防止ボルト
「モーションタイト」
高速画像処理、
ＢＬＤＣモータのベクトル制御
高硬度用穴加工工具など特殊加工用工具
航空機主翼組立て時のファスナ装着状態の検査技術の開発
高効率で省力的な有機質廃材の有用資材化と農地等への無害適用の方法をご提案します
感光性ドライフィルム用高圧ミスト式現像装置
極微細孔の精密打ち抜き金型及び超精密プレス部品
レーザとプラズマを利用した金属とプラスチックの直接接合
単結晶ダイヤモンドで未来を拓く北岡鉄工所
２色成形によるグラデーション加飾金型
ユニバーサルジョイント ステアリングジョイント 冷間鍛造成形用潤滑剤塗布装置
ＥＶ充電スタンド 車両検査システム
３Ｄプリンタ製の独自素材の鋳型とその鋳物
「画像計測技術」を人工乳房を主とした様々な応用事例で紹介
導電性／絶縁性を有する新規高熱伝導性複合材料
独自プロセスによる耐久性が高い環境配慮型無線Ｉ
Ｃタグ
連続炭素繊維強化熱可塑性樹脂シートの開発
高密度ワイヤーハーネス組立の作業の改善器材
高周波リフローとナノダイヤモンド複合めっきをご紹介
産業機械の設計製作とネジの緩み止め加工ならお任せ下さい
専用機、一貫生産体制で多様なニーズに応えます
サポイン成果物 断熱押湯スリーブ
（鋳造歩留10％向上）
の展示
サポイン事業により開発の、世界最小ロスのミリ波ＬＴＣＣ基板
トリプルカップ成形法の開発
プラスチック金型の耐食性・離形性に優れる表面処理技術のご紹介
ＣＦＲＰと金属のレーザ溶着とＤＯＥによる光整形＆システム
リアルタイム３Ｄ計測とホログラムディスプレイ
導体軽量化放熱プリント基板
ヒトと同様な手作業と、作業対象の観察が可能なロボットシステム

10月22日（水）〜24日（金）

2014

ポートメッセなごや

会場

10：00〜17：00

（名古屋市国際展示場）

名古屋駅より「あおなみ線」で24分 金城ふ頭駅下車 徒歩5分

主催

名古屋国際見本市委員会
構成：名古屋市、愛知県、名古屋商工会議所、
（独）
日本貿易振興機構
（ジェトロ）
名古屋貿易情報センター、
（公財）
名古屋産業振興公社

次世代自動車・航空機などに
活かすものづくり
ものづくりへの感性刺激と創造の源泉は、一歩先ゆ
く新技術。レーザ加工・３Dプリンタ・CFRPなどエッ
ジを 効か せた素 材と先 進 技 術 がここに 集 結！！

入場料1,000円
後

招待券持参、及び事前来場登録、学生は無料

援 外務省、文部科学省、経済産業省、環境省

協

賛 （一財）素形材センター、
（一社）軽金属学会、
（一社）日本塑性加工学会、
（一社）
表面技術協会、
（一社）
日本鍛圧機械工業会、
日本精密機械工業会、
（一社）
日本ロボット工業会、
日本
精密測定機器工業会、
日本光学測定機工業会、
（一財）
製造科学技術センター、
（一社）
日本金型工業
会、
（公社）
日本ロジスティクスシステム協会、
（一社）
日本電機工業会、
（一社）
日本電気制御機器工業
会、
（一社）
日本フルードパワー工業会、
日本産業洗浄協議会、
日本光学工業協会、
（公社）
自動車技術
会、
日本接着剤工業会、
（一社）
日本航空宇宙工業会、
（一社）
電池工業会、
（一社）
日本鋳造協会、
日本
粉末冶金工業会、
（一社）
日本溶接協会、
（一社）
日本溶射学会、
（一社）
日本金属プレス工業協会、
（一
社）中部航空宇宙産業技術センター、
（一社）
日本検査機器工業会、
（一社）
日本自動車部品工業会、
（一社）
日本鍛造協会、
（一社）
日本鉄鋼協会、
（独）
宇宙航空研究開発機構、
（一財）
省エネルギーセン
ター、
（一財）新エネルギー財団、全国鍍金工業組合連合会、
（一社）
日本鉄道車輌工業会、
（一社）
日
本計算工学会、
（一社）
日本自動車工業会、
（一財）
日本自動車研究所、
（公社）精密工学会、日本試験
機工業会、炭素繊維協会、先端材料技術協会、
（一財）
光産業技術振興協会、
（一社）
日本チタン協会、
（一社）
レーザー学会、
（一社）
レーザ加工学会
（順不同）

おもな出展分野

商談マッチング・技術相談のご案内

レーザ加工、３Ｄプリンタ、CFRP（複合材）製造・加工、新素材、
微細切削、研磨加工、表面改質・処理、プレス・板金加工、射出成
型、特殊溶接・異種材料接合、精密鋳造、精密・光学・三次元測
定、各種検査・試験機器、産業ロボット、ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥ、試
作開発支援、環境対応機器、知財・研究シーズなど

技 術課 題を解決する、生 産性の向上、試作 依 頼など出展 者が
ソリューション提案をいたします。①「出展企業」とのマッチング
②「学術・公設研究機関」との技術相談を事務局が仲介します。
設計図面、仕様書、試作品などをご持参いただき、
ご商談ください。

同時開催

出展者情報、来場事前登録、
技術講演会、セミナーのお申し込みはＨＰへ
T EC H B IZ E X P O

ロボットシンポジウム2014名古屋
ポートメッセなごやへのアクセス

●公共交通機関（あおなみ線のご利用が便利です。
）

検索

あおなみ線
名古屋駅

金城ふ頭駅
所要時間24分/運賃350円

お問合せ先

徒歩5分

ポートメッセ
なごや

●自動車
伊勢湾岸自動車道
「名港中央 IC」降車すぐ
（駐車場有料 1 日 1 回普通車 700 円）

名古屋国際見本市委員会 事務局
ＴＥＬ：0 5 2 - 7 3 5 - 4 8 3 1

第4回

次世代ものづくり基盤技術産業展
2014 招待券

がご招待します。

※不足の場合は、コピーしてご利用下さい。

＜キリトリ線＞

同時開催 ロボットシンポジウム2014名古屋
会社・団体名
愛知県
愛知工科大学
工学部電子制御・ロボット工学科
愛知工業大学
あいち産業科学技術総合センター
イー・バレイ
（株）
（株）
岩田鉄工所
（株）
鬼頭精器製作所
（株）
ケーイーアール
スマッツ
（株）
中部大学
豊橋技術科学大学
名古屋工業大学/（株）今仙技術研究所
名古屋工業大学
富士機械製造
（株）
（株）
マクシス・シントー
マッスル
（株）
ヤマハ発動機
（株）
独立行政法人理化学研究所
理研-東海ゴム人間共存ロボット連携センター
リョーエイ
（株）
ロボカップ日本委員会

主たる出展内容
愛知県次世代ロボット産業振興関連施策の紹介
月面探査ロボット、医療福祉ロボットなど
災害対応ロボット
パラレルワイヤ教示装置によるロボット教示法
ハプティックインターフェースロボット
ロボットハンドなど
見守りロボット
ジョイスティック反力体感シミュレータ、搬送支援２輪ビークル
電動アシスト歩行車、ロボットサッカー競技用ロボットなど
人の手指の測定原理に基づくロボットセンサ
コミュニケーションロボットなど
無動力歩行支援機、受動歩行ロボット、立ち上り床走行リフト
教育用ロボットやコミュニケーションロボットなど
移乗介助用サポートロボット
画像 3D センサ＋ロボット連携システムなど
移乗介助機器及び自動排泄処理装置
果樹園ＵＧＶ、測量用ＵＭＶのご紹介

下欄にご記入いただくか名刺を添付して会場登録受付でお渡し下さい。

業

氏名

会社・
団体
所属・
役職

〒
所在地

名刺

E-mail

柔軟触覚センサ、介護支援ロボット
歩行支援ロボット、見守りロボット
ロボカップ２０１７世界大会誘致について

■ 以 下の 該 当する分 野 を□ にご 記 入下さい。

※本用紙記載情報は、ご来場の分析、及び当委員会が主催・共催する催し物のご案内に使用させて頂きます。

職

種

種

1.輸送機器関係

2.金属・樹脂加工関係

6.その他製造

7.官公庁・団体・その他

9.一般

8.学生

a.製造・技術

b.資材・購買

c.研究・設計開発

d.営業・販売

e.知財・法務

f.経営・経営企画

g.その他（
役

職

3.産業機械・工具関係

4.電気・電子・情報機器関係 5.商社・流通サービス関係

）

A.社長・役員クラス

B.部長・次長クラス

C.課長クラス

D.係長・主任クラス

E.一般社員・職員

F.その他（

Ⅰ.製品購入

Ⅱ.製品・技術情報収集

Ⅲ.講演会・セミナー等への参加

Ⅳ.その他（

）

来場目的

催し物案内やE-mailが不要の場合は、右記の□にチェックして下さい。

）

10/

22
水

TECH Biz EXPO 2014 講演会・セミナー

日本の「ものづくり」を考える3日間

10:30~11:30

1

基調講演

■事前申込制・聴講無料
■聴講申込はホームページからお申し込み下さい。
■会場は 9 月下旬にホームページ、または当日会場にてご確認下さい。
■内容は事前の予告なく変更または中止となる場合がございます。
■聴講整理券をお持ちでない方も、当日、席に余裕がございましたら聴講できます。

13:00~14:30

7

２１世紀の技術と産業
〜学んだこと、伝えること〜

10/

23
木

東レ（株） 取締役 生産本部（複合材料技術・生産、ACM技術部）担当 吉永 稔 氏

日本の「ものづくり」を考える3日間

10:20~12:00

協力：名古屋大学ナショナルコンポジットセンター

炭素繊維複合材料の開発史と、将来への挑戦

TECH Biz EXPO 2014 講演会・セミナー

12

13:00~16:00

３Ｄプリンタを支える素材・スキャナ・ＣＡＤなど
最新周辺技術

高速・高精度・小型・安価な３Ｄスキャナが解決する３Ｄプリンタの課題

18

石丸 典生 氏

設計データからすばやく 3D モデル化！

2

デザイン、試作モデルから実装へ

8

〜進化する３Ｄプリンタの今〜

名古屋大学 教授 ナショナルコンポジットセンター センター長 石川 隆司 氏
Director, Materials & Fabrication Technology, Boeing Research & Technology, The Boeing Company

（株）デザイン・クリエィション 営業部営業支援チーム サブリーダー 黒田 彰彦氏

13:00~16:20

（株）データ・デザイン セールスユニットセールスGマネージャ 日尾 紀暁 氏

レーザー活用積層造形技術の現状と展望
（株）ＪＭＣ 3DPグループ 営業 宇加地 昴洋氏

低価格・高精度３D スキャナが変えるリバースエンジニアリング

13:00~16:10

（独）産業技術総合研究所 先進製造研究部門 グループ長 岡根 利光 氏

金属光造形複合加工技術を用いた高機能金型への取り組み
石膏を使った３D プリンタ用造形材料
（株）ノリタケカンパニーリミテド セラミックス事業部 チームリーダー 吉川 大士氏

（株）Ｊ・３Ｄ 代表取締役 高関 二三男氏

金属粉末レーザー積層造形法を活用した研究開発

10:30~12:30

13

共催 : 名古屋大学 革新ナノデバイス研究センター

ナノテク・ものづくりが拓く次世代医療機器開発

19

３D プリンター活用による医療部材の開発―現状と課題―

電子ビーム積層造形による金属部材製造に関する研究開発
積層造形を用いたカスタムメイド医療機器の開発動向

〜国際社会の先駆けとなる健康長寿社会実現〜

ナカシマメディカル（株） 薬事品証部 部長 石坂 春彦氏

名古屋大学大学院 工学研究科教授・革新ナノバイオデバイス研究センター長 馬場 嘉信 氏

（地独）大阪府立産業技術総合研究所 主任研究員 中本 貴之 氏

共催 :（公財）名古屋産業振興公社人工関節研究会

３D プリンター活用歯科用修復物の製造

ナノポアを用いたウイルス検出技術

和田精密歯研（株） 常務取締役 樋口 鎮央 氏

（株）東芝 研究開発センター フロンティアリサーチラボラトリー 研究主幹 宮本 浩久 氏

10:30~12:30

3

13:00~16:30

共催 : 次世代自動車産業地域産学官フォーラム、中部経済産業局

9

事業連携セミナー（仮称）
〜他社との協業・協働により新たな道を拓く〜

自動車部品などの海外現地調達やモジュール化が進展する中、サプライヤー企
業が複数工程を受注できる体制を確立する事が課題となっている。
一方、中小企業が単独で事業領域の拡大を図ることは困難で、複数の中小企業が
強みを補完し合う協業・協働体制を構築し、単工程型から複数工程型への転換、
新たなビジネスモデルの創出などを実現する動きが出てきている。
本セミナーでは、複数企業の協業・協働による事業展開の事例や可能性を紹介す
る。

共催 : 名古屋市

海外ビジネス成功へのポイント

カスタムメイド関節部材の認証条件

呼気診断技術

4

中小企業の海外販路拡大の取組み事例紹介

吸光、蛍光を利用した簡易イムノアッセイリーダーについて

（株）ＶＲテクノセンター 航空宇宙生産技術中核人材育成プロジェクト コーディネーター 川合 勝義 氏

浜松ホトニクス（株）電子管事業部 第1開発グループ 長谷川 寛 氏

規格改定に対するリスクアセスメントの基礎と実務
ペリージョンソン ホールディング（株） 取締役 営業統括本部長 新谷 雅年氏

航空機産業の特徴や将来性、参入へのポイント・留意点

13:30~16:20

10

安心・快適な社会の実現に貢献する次世代ロボット
「弱いロボット」研究の目指すもの

代表

横井 圭一氏

10:30~12:00

14

製造業
（調達担当）の実践的地震防災対策
（ＢＣＰ）

中小企業によるロボット分野への参入 〜移乗介護ロボットの開発〜
マッスル（株） 代表取締役 玉井 博文 氏

ロボット技術を用いた社会サービス 〜関西地域の取組事例〜
大阪工業大学 工学部ロボット工学科 教授 本田 幸夫 氏

Ｐｅｐｐｅｒがもたらす新たな可能性
ソフトバンクロボティクス（株） プロダクト本部 PMO室 室長 林 要 氏

経済産業省 地域政策研究官 細谷 祐二 氏
経済のグローバル化が進展し、多くの産業分野において世界的な競争が激化し
ている中、地域の中小企業が目指すべき方向として、グローバル・ニッチトップ
企業が注目されている。本セミナーでは、グローバル・ニッチトップ企業研究の
第一人者である経済産業省の細谷氏から基調講演をいただく。あわせて、グロー
バル化に対応する地域内外のものづくり企業経営者から講演（事例紹介）をいた
だく。

ロボカップの魅力と世界大会の名古屋開催に向けて

複合材料及びタイプ４蓄圧器の開発
丸八（株） 代表 菅原 将高 氏

新世代鉄道車両用台車 <efWING>
川崎重工業（株） 技術開発本部 技術研究所 強度研究部 研究二課長 稲村 文秀 氏

15

名古屋レーザフォーラム 最近のレーザ加工の動向

14:30~16:30 共催：（公財）名古屋産業振興公社プラズマ技術産業応用センター

16

（PLACIA）プラズマが拓くものづくり研究会（PLAM）

21

資料が不要な方は No.16 でお申し込み下さい。

最新プラズマ技術と新しい産業応用事例

クリーンディーゼルを支える技術
〜本質を追求した製品開発〜
（株）デンソー ディーゼル噴射技術部 部長 松本 修一 氏

13:30~16:30

11

共催 :（独）産業技術総合研究所、名古屋駅前イノベーションハブ

快適性開発研究会セミナー
〜自然室温で暮らせる家〜

“Materials for energy eﬃcient buildings in Europe and Japan”
~ 省エネルギー型建築材料 ｰヨーロッパと日本 ~

11:30~12:30

快適な住まいは建築外皮の構成から 〜エクセルギー研究が明らかにしてきたこと〜

米国製造業回帰の現状と技術革新がもたらすインパクト

窓を鏡にすることで冷房負荷を大幅に低減

東京都市大学 環境学部 環境創生学科 教授 宿谷 昌則 氏

日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外調査部 北米課長 黒川 淳二 氏

発想支援型検索システムとバイオミメティクスデータベース

プラズマ技術とその産業応用
名古屋大学大学院 工学研究科 電子情報システム専攻 プラズマナノ工学研究センター長 教授 豊田 浩孝氏

微細加工用ピコ秒レーザ加工機およびその展望
トルンプ（株） レーザ技術部 シニアマネージャー 中村 強 氏

めっき排水における難分解性物質の溶液プラズマによる無害化処理

〜鏡状態と透明状態を切り替えることができる “ 調光ミラー ” の実用化を目指して〜
（独）産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門 環境応答機能薄膜研究グループ 主任研究員 山田 保誠 氏

14:20~16:20

27

共催 : 中部経済産業局、東海総合通信局

“ つながる ” 新産業創出セミナー

第３セッション

かしこく実現する新しい企業スタイル〜会社の成長を止めないために〜

可視化技術が切り開く未来のネットワークセキュリティ（仮）

生物に学んだ多機能性表面の創製
（独）産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門 研究員 浦田 千尋氏

（独）情報通信研究機構（NICT）ネットワークセキュリティ研究所 サイバーセキュリティ研究室 主任研究員 衛藤 将史 氏

クラウドの基礎知識とセキュリティ対策

生体表面の持つ多機能性の活用

〜クラウドを賢く活用するために〜

〜モスアイフィルムを例にして〜

経済産業省 商務情報政策局情報セキュリティ政策室 室長補佐 上坪 健治 氏

三菱レイヨン（株）横浜研究所 リサーチフェロー 魚津 吉弘 氏

（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 情報マネジメントセンター 副センター長 高取 敏夫 氏

10:30~16:40

共催 :（一社）日本塑性加工学会鍛造分科会

これからの自動車産業とものづくりを考える
~ 欧州、日本の部材軽量化のための塑性加工技術 ~
※海外の講師については逐次通訳となります

トヨタの鍛造分野の取組みと自動車部品の軽量化
トヨタ自動車（株） 鍛圧・表改生技部 部長 太田 昌貴 氏

自動車の環境対策に求められる材料・塑性加工技術
日産自動車（株） パワートレイン生産技術本部塑性加工エキスパートリーダー 藤川 真一郎氏

Composite and Geometrically Graded Profiles for
Lightweight Applications
−軽量化部品のための複合化、傾斜機能構造部品−

ＤＭＧ森精機（株）DMG商品部 レーザー・超音波・リニューアブルエナジーグループ グループ長 上田 真広 氏

プラズマを用いた微粒子酸化チタンの水分散液の調製
日本メナード化粧品（株） 研究技術部門 開発研究部 戦略的機能化粧品開発グループ 浅野 浩志 氏

高ピーク出力パルスファイバーレーザの導入と当社の取り組み

Friction stir welding as an effective alternative
technique for light structural alloys mixed joints
−軽量化部材の効果的な締結技術としての摩擦撹拌接合−
Weight reduction in automobile bodies and powertrains
−自動車のボディーおよびパワートレインの軽量化−
質疑および総合討論

（株）最新レーザ技術研究センター 代表取締役 沓名 宗春 氏

11:30~12:30

協力：三菱自動車工業（株）

電気自動車によるパイクスピークヒルクライムレースへの挑戦
〜雲に向かって〜

三菱自動車工業（株） 経営企画本部広報部 上級エキスパート
ラリードライバー（パリ・ダカールラリー チャンピオン）

増岡 浩氏

自動車用 CFRP の技術開発―現状と課題―

次世代自動車への課題とトヨタの取り組み
トヨタ自動車（株） 材料技術統括室 鵜飼 順三 氏

ヨーロッパにおける CFRP の生産技術
Cannon S.p.A 外山 寿氏

CFRP 活用次世代自動車の展望
BMWジャパン 技術顧問 山根 健 氏

13:00~16:15

29

共催 :（一社）表面技術協会 材料機能ドライプロセス部会、高機能トライボ表面プロセス部会

最新の表面改質技術による自動車用部材の開発
※資料が必要な方には当日 2,000 円にて頒布いたします。

表面改質技術の最前線
千葉工業大学 工学部 機械サイエンス学科 教授 坂本 幸弘 氏

超高速 DLC 成膜技術の最先端
〜マイクロ波励起・高密度・基材近接プラズマの活用例〜
名古屋大学大学院 工学研究科 機械理工学専攻 准教授 上坂 裕之 氏

（イギリス）バーミンガム大学 教授 Trevor Dean 氏

ラジカル窒化とその応用
日本電子工業（株）技術開発部 副部長 近藤 恭二 氏

（座長）大同大学 工学部総合機械工学科 教授 五十川 幸宏 氏

日本アイ・ティ・エフ（株） 取締役 辻岡 正憲 氏

講演会聴講申込方法

ホームページにて「来場事前登録」をお済ませの上、
「併催行事 聴講申込」から申込No・記号でお申込み下さい。
聴講整理券をメールで返信しますので、プリントアウトして講演会受付にてご提示下さい。
なお「講演会・セミナー」及び「研究シーズ発表会」は聴講整理券を発行しますが、
「出展者テクニカルワークショップ」は発行し
ませんので、名刺１枚をお持ちになり、直接ワークショップ会場にお越し下さい。

（株）レーザックス 製造部長 社本 英泰 氏

レーザピーニング技術の開発とその適用分野

28

協力 : 名古屋大学ナショナルコンポジットセンター

DLC の技術動向とその応用

〜シームステッパーの可能性など〜
マツモト機械（株） 専務取締役 勝原 実 氏

13:00~15:40

（ドイツ）ドルトムント工科大学 教授 Erman Tekkaya 氏

（株）三進製作所 技術本部開発課 野村 記生 氏

ＤＭＧ森精機の最新レーザ加工技術の紹介

17

〜銀行のシステムリンクへの対応とお客様にお願いするセキュリティ対策〜
（株）中京銀行 執行役員 事務統括部長 堀田 晃 氏

北海道大学 大学院情報科学研究科 教授 長谷山 美紀 氏

（イタリア）パレルモ大学 教授 Fabrizio Micari氏

大阪大学 接合科学研究所 所長・教授 片山 聖二 氏

（独）産業技術総合研究所 上席イノベーションコーディネータ/Former Chief Representative of Fraunhofer Representative Oﬃce Japan
逐次通訳
Dr.Lorenz Granrath氏

6

~ 生きたままの生物を高倍・高解像度で電子顕微鏡観察する ~
浜松医科大学 医学部 教授 針山 孝彦氏

澁谷工業（株） メカトロ事業部サイラス技術部 主管技師 山岡 圭一 氏

共催 : クリーンディーゼル普及促進協議会

小島国際特許事務所 弁理士 平岩 康幸氏

ナノスーツ（NanoSuit®）法による生体の生態観察

[ 基調講演 ]100kW ファイバーレーザによる加工技術

レーザを用いた生産システムの動向

5

千歳科学技術大学 総合光科学部 教授 下村 政嗣 氏

24

共催 : 中部レーザ応用技術研究会

レーザアブレーション加工

大阪大学大学院 工学研究科 教授 浅田 稔 氏

11:00~12:00

組込み製品をめぐる知財リスクと知財制度の活用（仮）

バイオミメティクス研究開発の国内外動向

輸送機器の軽量化〜炭素繊維複合材料の活用〜

ロックツールジャパン 代表 神谷 毅 氏

10:30~16:10

第２セッション

中京銀行におけるセキュリティ対応

第７回素形材新技術交流シンポジウム

東京大学 工学系研究科 教授 影山 和郎氏

資料が必要な方は No.15 でお申し込み下さい。（資料代 4,000 円 当日支払）

〜日本の明日を拓くものづくり中小企業〜

豊橋科学技術大学 情報・知能工学系 教授 岡田 美智男氏

20

CFRP 部品成形に ECO フレンドリーな電磁誘導加熱技術

共催 : 次世代自動車産業地域産学官フォーラム、中部経済産業局

グローバル化に対応する元気な企業／
グローバル・ニッチトップ企業

“ つながる ” 新産業創出セミナー

財産を活かすセキュリティ〜 5 年後後悔しないために〜

バイオミメティクスがもたらす技術革新

共催 :（一財）素形材センター

協力：災害対策研究会

〜災害図上演習（ＤＩＧ）を活用した検討手法〜

グローバル・ニッチトップ企業論

〜ロボットとの新たな共生関係の構築にむけて〜

14:00~16:30

[ 基調講演 ] 新時代を拓く炭素繊維

~ 経営に役立つマネジメントシステムの姿とは ~

共催 : ロボットシンポジウム２０１４名古屋実行委員会

ロボットシンポジウム２０１４名古屋

26

共催 : 中部経済産業局、東海総合通信局

生産工程における制御システムセキュリティ対策（仮）

東レ（株）先端融合研究所 主席研究員 日笠 雅史 氏

災害対策研究会 代表、地域安全学会 顧問 宮本 英治 氏

11:00~16:10

12:45~14:05

23

第１セッション

中川 威雄 氏

東京大学 名誉教授

検査・診断に向けたバイオツール開発（仮）

〜新規参入から海外販路へ〜

横井経営技術研究所

（独）産業技術総合研究所 上級主任研究員 岡崎 義光 氏

パナソニック（株） AIS社 技術本部 グループマネージャー 岡 弘章 氏

“ つながる ” 新産業創出セミナー

セキュリティ概論〜セーフティとセキュリティの両立を目指して〜
名古屋大学 情報基盤センター 情報基盤ネットワーク研究部門 教授 高倉 弘喜氏

代表取締役社長

10:30~12:30

東北大学 金属材料研究所 教授 千葉 晶彦氏

ナノバイオデバイスが拓く未来医療

25

共催 : 中部経済産業局、東海総合通信局

製品のネットワーク化による新たな脅威と対策

鴻海（ホンハイ）精密工業 特別顧問

民間航空機用エンジンへのＣＦＲＰ適用

（株）ムトーエンジニアリング 中部営業所長 内藤 輝幸氏

（株）メイク 代表取締役 倉知 厚徳 氏

金属３D プリンターの間違った解釈

日本のものづくりの将来を占う

ファインテック（株）

■事前申込制・聴講無料
■聴講申込はホームページからお申し込み下さい。
■会場は 9 月下旬にホームページ、または当日会場にてご確認下さい。
■内容は事前の予告なく変更または中止となる場合がございます。
■聴講整理券をお持ちでない方も、当日、席に余裕がございましたら聴講できます。

11:00~12:00

Jerry Young 氏

（株）IHI 航空宇宙事業本部 民間エンジン事業部 技術部 次長 盛田 英夫 氏

３D 積層造形技術の鋳造への適用

〜 Projet ４５００、５５００X 〜
（株）セイコーアイ・インフォテック 営業部 ３Dソリューション担当プロダクトマネージャー 町田 林 氏

特別講演

11:00~12:30

近畿大学 工学部 ロボティクス学科 教授 京極 秀樹 氏

ディプロス（株） 代表取締役 池田 博史 氏

カラー樹脂系粉末と複合樹脂の技術とその応用

逐次通訳

日本の「ものづくり」を考える3日間

JAXA 主任研究員 青木 雄一郎氏

意外と知られていない 3D プリンターの造形材料

3D プリンターの実力

金

TECH Biz EXPO 2014 講演会・セミナー

欧州航空機産業におけるＣＦＲＰ戦略

ハンディ型 3D カラースキャナを活用した新たな 3D デジタルプロセス

３D プリンターが拓く革新的製造技術

24

22

CFRP が拓く次世代航空機の世界

The Challenge of Composites 〜 CFRP の課題〜

〜設計工程の延長線上でつかえる 3D-CAD 〜

10:20~12:00

10/

協力：名古屋大学ナショナルコンポジットセンター

航空機用 CFRP の R&D 最前線

４Ｄセンサー（株） 代表取締役社長 柾谷 明大 氏
（株）デンソー 顧問

■事前申込制・聴講無料
■聴講申込はホームページからお申し込み下さい。
■会場は 9 月下旬にホームページ、または当日会場にてご確認下さい。
■内容は事前の予告なく変更または中止となる場合がございます。
■聴講整理券をお持ちでない方も、当日、席に余裕がございましたら聴講できます。

講演会No.
研究シ−ズ発表会記号
出展者テクニカルワークショップ記号

10月22日
（水）
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11
A.B
ア.イ.ウ.エ.オ.カ

10月23日
（木）
10月24日
（金）
12.13.14.15.16.17.18.19.20.21 22.23.24.25.26.27.28.29.30
C.D
E.F.G.H
キ.ク.ケ.コ.サ
シ.ス.セ

【聴講申込における注意点】
■講演会会場は、展示会場内（一部を除く）となりますが、詳細については9月下旬ごろホームページでご案内します。また、当日は案内看板で開催場所をご案内します。
■複数の講演会を同時に開講しますので、開講時間にご注意下さい。また、講演中の途中退席はご遠慮下さい。
■お一人で、開講時間が重複する講演会を同時にお申込みする事はご遠慮下さい。

13:15~16:00

30

共催 :（一社）軽金属学会東海支部

航空・宇宙産業を支える軽金属

航空機用軽金属材料の動向と課題
大同大学 工学部 総合機械工学科 教授 平 博仁 氏

航空機用アルミニウム合金開発の歴史と今後の展望
（株）UACJ 技術開発研究所 顧問 吉田 英雄 氏

航空機向けチタン合金とその鍛造技術
（株）神戸製鋼所 鉄鋼事業部門 チタン本部 チタン研究開発室 室長 長田 卓氏

航空宇宙機器における材料・加工技術
三菱重工業（株） 技術統括本部名古屋研究所材料・化学研究室 主席チーム統括 高橋 孝幸氏

