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技術講演会テーマ（一部抜粋） 『日本のモノづくりを考える3日間』▼

聴講者アンケート▼

会 期 11月16日（水）～18日（金）

会 場 吹上ホール

小間割りは、出展対象分野、出展規模、出展申込時期、会場構成などを考慮の上、主催者が決定し、出展者説明会にて発表します。
出展者は決定された小間位置の変更、割り当てられた小間の第三者への転売・譲渡・貸与、または出展者相互間にてそれを交換するこ
とはできません。角小間など、小間の位置を条件としたお申込みはできません。

２０１7年8月下旬（予定）に出展者説明会を開催します。搬入・搬出及び会場運営に関する詳細な事項につきましては、出展者説明会に
てご案内させていただくとともに、出展の手引・各種届出用紙などを配付いたします。

主催者は、やむをえない事情があるときは、この規程の一部を変更することがあります。
また、この変更によって生じた損害は補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

天災その他不可抗力が原因で、展示会の開催が困難と主催者が判断した場合は、会期を変更または開催を中止させていただくことが
あります。この場合、主催者は既に発生した経費を差し引き、出展料金を精算して払い戻しますが、これによって生じた損害を補償いた
しかねますので、あらかじめご了承ください。

お申込みになった小間数の変更、または出展の取消しをされる場合は、必ずその理
由を明記した書面を事務局までご郵送ください。小間数の変更、取消しを行う場合、
事務局が書面を受理した日を基準とし、右記のキャンセル料を適用させていただき
ます。ただし、小間数の減少に伴い、入金済みの出展料金に差額が生じた場合は、
キャンセル料金を適用し、精算させていただきます。

出 展 申 込
締 切 日

出展料金の
お 支 払 い

申 込 み の
受 付 保 留

出展の変更
　または　
取 消 し

小間割りの
決 定

出展者説明
会 の 開 催

規程の変更

開催の変更
または中止

出 展 対 象
分 野

この出展規程は、「第7回 次世代ものづくり基盤技術産業展 －TECH Biz EXPO 2017－」出展にあたっての
全般的な事項を定めたものです。出展に際しては必ずご一読いただき、規程の遵守をお願いします。

申 込 書
提 出 先

別途料金が
発生する事項

出展申込み
方 法

出展申込書に必要事項を記入し、押印の上、名古屋国際見本市委員会事務局宛に必ず郵送でお申込みください。事務局が出展申込書の原
本を受領した時点を正式受付とさせていただきます。なお、出展申込書はコピーし、貴社控えとして保管してください。

出展申込書
の記入方法

代表者は、本展への出展について、責任と権限を有する方のお名前をご記入ください。また、押印もお忘れのないようにお願いいたしま
す。代表者宛に開会式のご案内を送付いたします。
連絡先は、事務局との連絡窓口となる方のお名前、住所などをご記入ください。本展に関わる連絡、書類の送付などは、担当者宛とさせ
ていただきますので、担当者に変更などがあった場合は、必ず事務局までご連絡ください。
出展分野については、これに基づいて小間割りを行いますので、主たる出展分野の記号A～Kに一ヵ所○をお願いいたします。
給排水設備、エアー供給をご希望される方は、小間割りの際に必要となりますので、必ずチェックをお願いいたします。

電気工事（電気使用料を含む）、給排水工事、エアー供給工事、臨時電話・インターネット回線設置工事、各種レンタル備品、ストック
ヤード、原状復旧工事など
※詳細は、出展者説明会（２０１7年8月下旬開催予定）にて配付する「出展の手引」でお知らせします。

名古屋国際見本市委員会事務局
〒４６４-０８５６ 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館5階
ＴＥＬ.０５２-７３５-４８３１　ＦＡＸ.０５２-７３５-４８３６

申込書原本が到着後、原則1ヶ月後を支払い期日とした請求書を発行
させていただきます。
お支払いは銀行振込に限らせていただきます（現金、小切手は不可）。
なお、銀行振込用紙（控）をもって領収書に代えさせていただきます。
出展料金を含め、本展示会に関する全てのお支払いについての振込手数料は、
出展者のご負担とさせていただきます。

A:
B:
C:
D:

レーザ応用技術
３Dプリンタ応用技術
CFRP・GFRP・CNFの製造・加工技術
モノがつながるIoT技術

 I :
J :
K:

環境対応・新エネルギー関連技術
EV・FCV・クリーンディーゼル関連技術
知財・研究シーズ

E:
F :
G:
H:

軽量化に寄与する加工技術
異種材料接合・接着技術
生産開発・効率・最適化技術
品質管理・評価技術

２０１7年7月31日（月） 消印有効 　「出展申込書」の原本をご送付ください。

【出展料金の振込先】
三菱東京UFJ銀行 今池支店（店番263）
口座名義：名古屋国際見本市委員会
口座番号：普通預金 0163315

【キャンセル料】
出展者説明会前日まで（小間割り確定前）

‥‥‥‥‥‥出展料金の30％
出展者説明会以降（小間割り確定後）

‥‥‥‥‥‥出展料金の全額

出展内容が本展の趣旨、目的にそぐわない場合、事務局はお申込みの受付を保留させていただきます。
出展内容に関してご協力が得られない場合は、お申込みをお受けできません。

出展規程▼

出展申込み要領▼

■CFRPの現状と今後の展開
■NCC次世代複合材研究会企業におけるCFRPの研究開発状況
■航空機開発 絶対の安全品質を追究する
　～テストパイロットの視点と経験から～
■３Ｄスキャナと３Ｄプリンタが拓く実践ものづくり
■ハイブリッド車、電気自動車に貢献できる塑性加工
■溶接・接合技術最前線 ～構造用部材の高度化に向けて～
■ものづくりを支える軽金属の加工技術 ～塑性加工を中心に～
■ロボットシンポジウム２０１６名古屋
　ＡＩの進化で拡がるロボットの未来
■軽量化技術を支える材料開発の現状と未来
■名古屋レーザフォーラム2016 新しいレーザ加工プロセス
■FCVの開発と普及拡大に向けた動向
　及び新規参入のポイント

■ものづくり 接着・接合技術 ： 現実と将来
■ビジネスを守り活かす知財戦略
■新しいICT時代のものづくり改革
■複合材製造とその接着接合・表面処理
■高機能表面処理と高精度評価技術
■高齢化社会における治療用機器・部材の現状と将来
■第8回産総研軽量構造材料シンポジウム
　資源循環を実現できる軽量構造材料の切り札 ～マグネシウムのこれから～
■次世代自動車の実現に貢献するプラズマ技術
■徳島大学ＬＥＤライフイノベーション研究プロジェクト
■エレクトロニクス化がもたらす自動車産業の変革
■水素社会に向けたホンダの取組み
    ～「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現～
■クリーンディーゼルエンジンの市場拡大に伴う思想と革新技術　　など　  
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聴講者の主な意見（抜粋）
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CFRPなどの成形方法の知識を広げることに、非常に参考になった。
新しい素材の加工方法の確立に、具体的に応用できる情報が得られた。
航空機開発について、安全管理、品質管理の考え方や、仕事に向かう意識な
ど、プロ意識を持つことを改めて認識した。
3Dプリンタは、メーカー各々特徴があることが良く分かった。
素材と加工技術を通じ、軽量化技術の基本知識を具体的に知ることができた。
海外現地法人の情報管理、協力先との情報共有などに実用できると感じた。
各国のＭｇ動向や量産車への適用など、材料特性について学べた。
最新の自動車業界の動向を幅広く説明していただき、今後のパワートレインな
ど自動車産業についてよくわかった。

テーマ設定 評 価

試乗会

クリーンディーゼル車両・・・メルセデス・ベンツ GLE、アクセラ、シトロエンＣ４
　協力：クリーンディーゼル普及促進協議会
ＥＶ・ＰＨＶ・・・アウトランダーPHEV、BMW i3、コムス　
　協力：あいちEV・PHV普及ネットワーク
ＦＣＶ・・・クラリティ FUEL CELL
　協力：愛知県／あいちＦＣＶ普及促進協議会

航空宇宙産業企画展

（株）ＩＨＩ、川崎重工業（株）、富士重
工業（株）をはじめ、航空宇宙関連
企業が出展。最新の技術・製品の
紹介や航空エンジンの模型、ヘリ
コプタ、普段は見ることのできな
い中央翼のインタフェースなどを
展示しました。

同時開催展 ロボットシンポジウム2016名古屋

主催：ロボットシンポジウム2016名古屋実行委員会
次世代ロボットの開発や実用化の促進を目指し、ロボットの最先端技術や先進的
な取り組みに関する技術・製品を展示紹介することによって、モノづくり企業に対
し、ロボット分野への参入促進を図るとともに、産学官が連携し、ロボット産業や関
連技術の発展に寄与することを目的に同時開催しました。

アクセス 公共交通機関
【地下鉄】名古屋駅(地下鉄桜通線 徳重行)→ 吹上／ 
　　　　 吹上5番出口から徒歩約5分／ 
             名古屋駅からの所要時間 約13分

【市バス】 名駅発：名駅17系統／栄発：栄17系統／ 
             大曽根発：吹上11系統 →「 吹上 」下車

自動車

名古屋市中小企業振興会館
（吹上ホール）

名古屋ICから名二環、「高針JCT」から
名古屋高速「春岡出口」降車 所要時間 約10分
名古屋西JCTから名古屋高速、
高針・白川方面「吹上東出口」降車 所要時間 約15分
〈駐車場〉約580台／30分 200円
※大型車は入庫できません

〒464-0856
名古屋市千種区吹上二丁目
６番３号

〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館5階  E-mail：techbiz@nagoya-trade-expo.jp
TEL.052-735-4831 FAX.052-735-4836名古屋国際見本市委員会［お問合せ］

techbizexpo.com

出展のご案内

次世代自動車・航空機などに
活かすモノづくり

主 催 名古屋国際見本市委員会

2017年11月15日（水）～17日（金）会 期
10：00～17：00（17日は16：00まで）

会 場 〈名古屋市中小企業振興会館〉吹上ホール

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

11月15日（水）～17日（金）
開催期間

3月31日（金）
早期出展 受付締切

8月下旬（予定）
出展者説明会

小間割が確定します！！20%割引！！

開催までの
スケジュール 7月31日（月）

出展申込 受付締切●
●
●
●

●
●
●

●
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●
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●
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●
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●

主 な 出 展 分 野

レーザ応用技術
３Dプリンタ応用技術
CFRP・GFRP・CNFの製造・加工技術
モノがつながるIoT技術

主催企画 20％割引対象

▼
▼

▼
▼

軽量化に寄与する加工技術
異種材料接合・接着技術
生産開発・効率・最適化技術
品質管理・評価技術
環境対応・新エネルギー関連技術
EV・FCV・クリーンディーゼル関連技術
知財・研究シーズ

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

2017

ニッチトップな最新要素技術や生産工程の最適化を担うシステムソリューションなどを幅広く募集



出展技術分野▼ 技術講演会▼

開 催 期 間
会 場

主 催

後 援

協 賛

名 称

２０１7年11月15日（水）～17日（金）　3日間　10：00～17：00（17日は16：00まで）
吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
〒464-0856　名古屋市千種区吹上二丁目6番3号　TEL.052-735-2111

外務省、文部科学省、経済産業省、環境省（申請予定）

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

入 場 料 金 無料（登録制）

（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、
国立研究開発法人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、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、（一財）ファインセラミックスセンター （順不同 申請中）

第7回 次世代ものづくり基盤技術産業展 －　　　　　　　　　　－TECH Biz EXPO 2017 出展形態と
料 金

※中小企業割引適用者は、会社定款もしくは会社概要など中小企業者であることを証明する書類を添付してください。

※早期出展申込割引・中小企業出展割引が重複して対象となる場合は、早期出展申込割引のみの適用となります。
※主催企画、研究シーズ出展については、早期出展申込割引・中小企業出展割引は適用されません。

出展料金の
割 引 制 度

中小企業者
の 定 義
中小企業基本法
第2条における中
小企業者の定義

※土間出展は
４土間以上のお申
込みとなります。

※4小間・土間以上でお申込みの場合、小間の形態は原則複列となります。

適用条件出展区分 主催企画出展20％割引料金
主催企画
出展料金

土間：
160,000円（税別）

出展技術分野Ⓐ～Ⓓに限ります。
※他の割引と併用しての適用はありません。

研究シーズ
出展料金

大学・高等専門学校・公設研究機関などの
研究シーズ出展に限ります。
※他の割引と併用しての適用はありません。

小間・土間ともに：100,000円（税別）

資本金
従業員

卸売業
1億円以下
100人以下

製造業その他
3億円以下
300人以下

サービス業
5千万円以下
100人以下

小売業
5千万円以下
50人以下

早期出展申込割引 ２０１7年3月31日（金）までにお申込みの場合 出展料金の２０％割引※当日消印有効

中小企業出展割引 「中小企業者の定義」に該当する企業 出展料金の1０％割引

小間：
200,000円（税別）

仕  　様早期出展申込20％割引料金通常出展料金

200,000円（税別）

160,000円（税別）

形  　態 （平成29年4月1日以降） （平成29年3月31日まで）

小間出展

土間出展

250,000円（税別）

200,000円（税別）

Ｗ2970mm×D2970mm×H2700mm
バックパネル、サイドパネル(通路に面する位置は無し)、
パラペット、社名板、突出し社名板

W3000mm×D3000mm スペース渡しとなります

レーザ加工機、レーザ装置、各種光学部品、保護具、関連
機器・サービスなど

レーザ応用技術A
軽量素材、特殊・精密加工、熱処理、表面改質・表面処理
など

新技術に関心を有し、技
術的課題解決を目的とし
た経営者・技術者・研究マ
ネジメント職の方々が最
新技術情報の収集などを
目的に聴講
①技術課題解決
　生産現場における喫緊の
技術課題の解決
②生産プロセスの効率化
　生産システム・環境対応に
よる納期短縮や省資源・
　省エネルギーによるコスト
削減の実現
③異業種・異分野との技術融合
　他企業との連携によるイノ
ベーション創出　
④産学連携
　新技術の導入、新製品の
開発に向けた機会創出

①明確な目的意識を有する技術者
　現に有する技術課題と今後予測される課
題を抱合し、その課題解決を促すソリュー
ションを模索

②経営・マネジメント層
　ニーズと市場拡大を見据え、選択と集中を
念頭に新技術の開発と新分野への設備投
資の決断

③研究・開発・設計・生産部門
　エレクトロニクス・IoTを活用した新たな製
品の開発と生産効率の向上を目指すヒント
を探索

軽量化に寄与する加工技術E
大気・水質などの測定・処理技術、ISO14001など環境
マネジメント、新エネルギー、水素の製造・輸送・貯蔵・
利用技術、省エネ・創エネ・エコ関連技術など

環境対応・新エネルギー関連技術I

各種３Dプリンタ、造形材料、関連製品・サービスなど

３Dプリンタ応用技術B
異種材料の各種接着･接合工法、接合界面の構造解析、
接合力評価など

異種材料接合・接着技術F
EV・FCV・クリーンディーゼル車両、車載電装部品、各種デ
バイス技術・製品・熱制御技術、クリーンディーゼルの燃料
噴射システムや触媒フィルタなど

EV・FCV・クリーンディーゼル関連技術J

CFRP・GFRP・CNF・複合材料、製造機器、穴あけ・切断・
研磨・表面処理・接合などの加工技術・装置・検査・評価など

CFRP・GFRP・CNFの製造・加工技術C
CAD・CAM・CAE、試作開発支援ソフト・サービス、ロボッ
ト・省力化・自動化技術、モジュール化部品、物流・搬送機器
など

生産開発・効率・最適化技術G
知的財産・知的財産管理システム、調査・知的価値評価・
コンサルティングなどの関連サービス、大学・研究機関の
研究シーズなど

K

M2M、遠隔監視ソリューション、生産管理、無線モジュー
ル・デバイス、センサモジュール・デバイスなど

モノがつながるIoT技術D

聴
講
者知財・研究シーズ

寸法形状などの精密測定技術・測定機器、化学分析や物理
試験の各種検査・試験機器、性能品質の評価技術・評価機
器など

品質管理・評価技術

専門講師による技術問題を深掘りし
た内容での講演会を多数開講。

専門講師陣による講演会

来場者に、自社の技術・製品を直接訴
求できます。(無料)

出展者テクニカルワークショップ

設計・開発に伴う「先端技術ニーズ」に対し、固有技術の訴求とソリューション提案を通じ、質の高いキーパーソンに高い確率でアプローチが出来る、ベストマッチングの場を提供。

世界最先端の研究開発・生産機能が集積。「日本のものづくりを考える３日間」と題し、技術指針となり得る、最新かつ高度な技術講演会を多数開催。

主催企画２０％割引

開催概要▼ 出展料金▼

H

来場者

開催実績第6回次世代ものづくり基盤技術産業展

2016

来場者概要：▼

会 期 11月16日（水）～18日（金）

会 場 吹上ホール

来場者の主な意見（抜粋）
● 

●

●

●

● 

●

●

講演会のテーマが幅広い分野にわたり、内容も有意義で非常に勉強になった。
講演のテーマ・内容はまさに今欲しい技術トレンドであった。
企業を売り込む以上に技術の展示があり、各技術の最先端がうかがえた。
今後の開発方針の参考になった。
航空機、次世代自動車等の素材・加工などの情報収集することが出来た。
小間配置が碁盤状で、各ブースが見学しやすく、全てを見る事が出来た。
多種多様のテーマがあり、知らない技術や意外なところに気づきがあった。

出展者の主な意見（抜粋）
● 

●

●

●

● 

●

●

ブースで商談ができ具体的な案件を確保でき非常に良かった。
自動車、航空機メーカーから具体的な引合を獲得できた。
今後の訪問アポにつながる話もでき良かった。
質問レベルが高く、弊社への期待も多く寄せられ、仕事の重要性を実感しました。
多くの来場者と面談するなかで、自社も改善が必要だと感じた。
大企業のエンジニアも来場されており、手ごたえを感じた。
具体的な課題を持って来場される方が多くあった。

17,891人 展示規模：▼

輸送機器関係
17.7%

商社・
流通サービス
関係
16.1%

その他製造業
14.9%官公庁・

団体・その他
13.5%

金属・樹脂加工関係
13.0%

産業機械・工具関係
8.7%

学生 1.6%
一般 6.4%

電気・電子・
情報機器関係

8.1%

製品・
技術情報収集
66.1%

講演会・
セミナー等の参加

25.7%

その他 7.0%
製品購入の為
1.2%

その他
13.3% 製造・技術

27.2%

研究・設計開発
25.9%

営業・販売
21.1%

経営・経営企画
9.4%

知財・法務
0.6%
資材・購買
2.5%

半数が技術専門職の来場です

業種別 職種別

来場目的 役職別

社長・役員クラス
14.9%

部長・次長クラス
18.2%

課長クラス
20.7%

係長・主任クラス
14.9%

一般社員・職員
21.5%

その他
9.8%

半数以上が決定権をお持ちの方です

211社・団体／257小間

CFRP(複合材)の製造・加工技術
17.1%

生産開発・効率化技術 16.6%

軽量化に寄与する加工技術 7.1%

品質管理・評価技術 7.1%３Dプリンタ応用技術 6.2%

知財・研究シーズ 5.7%

環境対応・
新エネルギー関連技術 1.9%

航空宇宙産業関連 3.3%

異種材料接合・接着技術 3.8%

レーザ応用技術 4.3%

EV・FCV・クリーンディーゼル関連技術 6.6%

その他
20.3%

企業イメージの向上
8.9%

製品の販売 8.5%

新製品の発表
6.3%

その他 
13.8%

製品PR
40.2%

ユーザー
ニーズ把握
22.3%

非常に満足
21.0%

やや満足
37.1%

普通
29.8%

やや不満 11.3%
非常に不満 0.8%

出展目的 全体評価

出展分野

出展者一覧▼

ＩＰＧフォトニクスジャパン㈱、㈱最新
レーザ技術研究センター、サンインス
ツルメント㈱、住友重機械メカトロ
ニクス㈱、㈱大日工業、中部レーザ
応用技術研究会、東成エレクトロ
ビーム㈱、日本アビオニクス㈱、三鷹
製版㈱

レーザ応用技術

㈱アズマ工機、エスラボ㈲、㈱ＪＭＣ、
㈱Ｊ・３Ｄ、ＤＫＳＨジャパン㈱、ディプ
ロス㈱、㈱テクノソリューションズ、
㈱デザイン・クリエィション、プロダクト
パートナーズ、ホッティーポリマ―㈱、
吉田工業㈱、㈱ルナクラフト

３Ｄプリンタ応用技術

■主催企画展示

ＣＦＲＰ(複合材)製造・加工技術
㈱アドテックエンジニアリング、
㈱イー・スクエア、㈱ＨＳＰテクノ
ロジーズ、北川精機㈱、
ぎふ技術革新センター運営協議会

(公財)岐阜県研究開発財団
岐阜大学／名古屋工業大学／大同大学／㈱ツ
カダ／㈱ビー・アイ・テック／日本トムソン㈱／
フェザー安全剃刀㈱

㈱サーモライト、東レコーテックス㈱、
トライエンジニアリング㈱、日本
キャノン㈱、日本電子工業㈱、森田技
研工業㈱

コンポジットハイウェイコンソーシアム
名古屋大学ナショナルコンポジットセンター／
㈱浅野研究所／一村産業㈱／㈱イハラ合成／
㈱三弘／澁谷工業㈱／㈱島津製作所／㈱テク
ノ西村／日本キスラー㈱／日本ポリマー㈱／
㈱ビームセンス／㈱ベテル／三菱ガス化学㈱

旭金属工業㈱ 岐阜安八工場／㈱今仙技術
研究所／岐阜プラスチック工業㈱／サンワト
レーディング㈱／鈴木工業㈱/太平洋工業㈱／
天龍エアロコンポーネント㈱／天龍コンポジット
㈱／㈱フドーテクノ／ミズノ㈱／ミズノテク
ニクス㈱、岐阜県工業技術研究所

名古屋産業振興公社 賛助員コーナー
㈲アートスクリュー、旭精機工業㈱、
㈱オプトン、協和工業㈱、㈱協和製作所、
㈱シミズ、㈱ＤＪＫ、ナカシャクリエイテブ㈱、
(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、名古屋樹脂工業㈱、
プラナスケミカル㈱、マスプロ電工㈱、
㈱丸三金属、㈱ユニケミー

航空宇宙産業企画展
㈱ＩＨＩ、㈱石井機械製作所、㈱エアロ、
㈱ＮＳＲ ＪＡＰＡＮ、川崎重工業㈱航空宇宙
カンパニー、富士重工業㈱、本多電子㈱

ロボットシンポジウム2016名古屋
あいちロボット産業クラスター推進協議会、
イー・バレイ㈱、㈱ケーイーアール、
シャープ㈱、スマッツ㈱、㈱マクシス・
シントー、ロボカップ2017名古屋大会
開催委員会

2017

軽量化に寄与する加工技術
㈱旭プレシジョン、アプライドデザイン㈱、
ＭＴＫ㈱、金山化成㈱、㈱川上鉄工所、
協和工業㈱、くまもと産業支援財団・熊本
マグネ事業推進会、(一社)軽金属学会 
東海支部、大和合成㈱、㈱ダブリュ・ピー・
シー、丸満産業㈱、㈱八幡ねじ

品質管理・評価技術
宇宙航空研究開発機構、㈱エス・アール、
㈱光子発生技術研究所、三弘アルバック㈱、
三洋機工㈱、日本装置開発㈱、㈱光コム、
文部科学省ナノテクノロジープラット
フォーム（名大・名工大・豊工大・分子研・
ＮＩＭＳ）

異種材料接合・接着技術
㈱カンドリ工業、㈱ソフト99コーポレー
ション、㈱日輝製作所、日本エマソン㈱ 
ブランソン事業本部、㈱表面・界面工房
（中部大学 薄膜研究センター）、富士通
クオリティ・ラボ㈱、マコー㈱、マツダ㈱

生産開発・効率化技術
㈱アイキューブテクノロジ、アイサンコン
ピュータサービス㈱、アジア技研㈱、
㈱ＩＢＵＫＩ／㈱ＸｒｏｓｓＶａｔｅ、㈲エドランド
工業、キヤノン電子㈱、㈱グローウィル、
グンゼ㈱ エンプラ事業部、㈱魁半導体、
㈱三次元メディア、㈱スタッフ、㈱セイロ
ジャパン、㈲創造デザイン、㈱泰生工業、
㈱大同／コサカ精機㈱、デュプロ販売㈱、
トッパン・フォームズ㈱、㈲日双工業、
㈱半谷製作所、ファインネクス㈱、不二
空機㈱、㈱プラズマイオンアシスト、ベリ
テック三協㈱、㈱ミマキエンジニアリング、
武蔵エンジニアリング㈱、㈱ヤガミ、
㈱安川電機、㈱吉田ＳＫＴ、ＲＩＴＡエレクトロ
ニクス㈱

ＥＶ・ＦＣＶ・クリーンディーゼル関連技術
あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク

愛知県／あいちＦＣＶ普及促進協議会、
クリーンディーゼル普及促進協議

㈱アイカーズ／中部三菱自動車販売㈱／トヨタ
自動車㈱／トヨタ車体㈱／㈱豊田自動織機／トヨタ
ホーム㈱／ニチコン㈱／日東工業㈱／三菱自動車
工業㈱／ＭｅｉｔｅｔｓｕＢＭＷ／ビー・エム・ダブリュー㈱／
ファーレン名古屋中央㈱

知財・シーズ
一関産業集積推進協議会、(独)工業所
有権情報・研修館
(独)国立高等専門学校機構東海北陸地区
8高専

　
産業技術総合研究所 中部センター、東北
大学金属材料研究所、徳島大学、(一財)
ファインセラミックスセンター

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／
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／富山高等専門学校

その他
愛知県新城市、㈱エリカ オプチカル
各務原市

京丹後市、㈱塩澤製作所／駒ヶ根ダイカ
スト工業㈱、㈱十六銀行
小規模企業販路開拓支援事業 神奈川

　

杉本織物㈱、(一財)素形材センター
丹後ハイテクランド

東洋電機㈱、ペリカンプロダクツ㈱、
宮崎県

ＡＰＣエアロスペシャルティ㈱／㈱エフ・アイ・ティ／
㈱亀山鉄工所／㈱ライン精工

㈱韋城製作所／㈱大宮日進／㈱タムラ、ヒロセ工業㈱

荒木技研工業㈱／泉工業㈱／㈲稲葉製作所／エク
ストコム㈱／㈱協友製作所／㈱晃立／㈱サイマ
コーポレーション、スピック㈱／服部板金工業㈲／
㈲ロッキー化成

環境対応・新エネルギー関連技術
㈱クリエイトエンジニアリング、経済産業
省資源エネルギー庁／新エネルギー
財団、ケルヒャージャパン㈱、新和産業㈱

自動車・航空機に代表される製造業の技術系専門職が中心。その約7割の方が決定権を有する役職者です。


