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開催概要

◇会　　期
◇会　　場
◇開催規模
◇コンセプト

2020年11月4日 ( 水 )〜11月6日 ( 金 )
東京ビッグサイト南4ホール
出展者数137社（4展合計。オンライン出展・共同出展含む）
ポスト2020時代のものづくり&モビリティ
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■名　　称：エヌプラス ～新たな価値をプラスする素材・技術・機械の展示会～
■展示構成：

■主　　催：高機能化推進協議会
■共　　催：アテックス（株）
■協　　賛：

高機能化推進協議会
代表幹事 川崎　徹 カワサキテクノリサーチ　代表取締役

委 員 影山 裕史 金沢工業大学大学院　工学研究科　教授

岡本　敏 住友化学　技術・研究企画部　担当部長

室岡 博文 帝人　技監 顧問

佐藤 千明 東京工業大学　科学技術創成研究院　教授

北洞 俊明 日本不織布協会　事務局長

内田 研一 微細加工工業会　事務局長

森園 賢一 三井化学　モビリティ事業本部
モビリティCoE プロジェクト推進室長

高木 喜代次 三菱エンジニアリングプラスチックス　執行役員技術センター長

（順不同・敬称略）

( 特非 ) アジア金型産業フォーラム、機能性フィルム研究会、
( 一社 ) 強化プラスチック協会、( 公社 ) 高分子学会、先端材料技術協会、
( 一財 ) 素形材センター、日本化学繊維協会、( 一社 ) 日本金型工業会、
(一社)日本チタン協会、日本粘着テープ工業会、日本バイオプラスチック協会、
日本接着剤工業会、日本不織布協会、日本機械工具工業会、
( 一社 ) 日本表面処理機材工業会、日本溶射工業会、日本塗装機械工業会、
( 一社 ) 日本ロボット工業会、全国鍍金工業組合連合会、
( 一社 ) 日本ファインセラミックス協会、日本製紙連合会、
( 一社 ) 微細加工工業会、( 特非 ) 機能紙研究会　( 順不同 )

不織布・機能紙展 (NowFunEXPO)【初開催】
セルロースナノファイバー展 (CNFEX)
マイクロプラスチック対策展 (MI-CONEX)
プラスチック高機能化展 (N-PLEX)
軽量化・高強度化展 (MALSEC)
コーティング・表面処理展 (COAT-TEC)
接着・接合・ファスニング展 (JOINTEC)
耐熱・放熱・断熱展 (HEAT-TEC)
受託・加工技術展
抗菌素材・製品ゾーン

開催概要

実車・実機ソリューション展示
■EVEX・フライングカーテクノロジー連携企画 ■

湘南工科大学大学院 テトラ・アビエーションSkyDrive

eVTOL Japan光岡自動車
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衛星測位・位置情報展

■名　　称：SATEX（衛星測位・位置情報展）2020
■主　　催：SATEX 実行委員会
■共　　催：アテックス（株）
■後　　援：内閣府 宇宙開発戦略推進事務局

経済産業省
国土交通省 国土地理院（順不同）

■特別協力：（一社） 測位航法学会

SATEX実行委員会
委員長 坂下 哲也 日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC)　常務理事

副委員長 久保 信明 東京海洋大学学術研究院　海事システム工学部門　教授　

実行委員 三神 　泉 衛星測位利用推進センター　専務理事

礒 　尚樹 NTT データ 社会基盤ソリューション事業本部
ソーシャルイノベーション事業部　スマートビジネス統括部長

永瀬 　淳 ソフトバンク
クラウドエンジニアリング本部 IoT サービス統括部　担当部長

山田 　勲 日本電気　官公営業本部 兼 宇宙システム事業部　エキスパート

橘　克憲 パスコ　執行役員 経営戦略本部長

菅原 　敏 日立製作所　社会イノベーション事業推進本部
企画本部　プロジェクト推進部　担当部長

岸本 信弘 マゼランシステムズジャパン　代表取締役

那須 俊宗 マルティスープ　代表取締役

曽根 久雄 三菱電機　電子システム事業本部 高精度測位事業推進部
測位ソリューショングループ  担当部長

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

■名　　称：EVEX（EV・PHV 普及活用技術展）2020
■主　　催：EVEX 実行委員会
■共　　催：アテックス（株）
■後　　援：経済産業省、環境省、国土交通省、

( 国研 ) 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）（順不同）

■特別協賛：( 一社 ) 日本自動車工業会
■協　　賛：(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会、( 一社 ) 全国レンタカー協会、

( 一社 ) 日本自動車タイヤ協会、( 一社 ) 日本自動車部品工業会、
( 一社 ) 日本自動車連盟、( 一社 ) 日本電機工業会、
( 公社 ) 日本バス協会、( 一社 ) 次世代自動車振興センター　（順不同）

EVEX実行委員会
委員長 堀　洋一 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授

自動車技術会　副会長

実行委員 三森　卓也 ヴィテスコ・テクノロジーズ・ジャパン
テクノロジー& イノベーション　日本担当

黒岩 隆之 JTB コミュニケーションデザイン
営業企画部 AC 局 AC 課 チーフマネージャー

荻野 法一 次世代自動車振興センター　次世代自動車部　次長

向井 　徹 スズキ　 四輪電気・電子技術エリア　EV 開発部　部長

吉田 　誠 CHAdeMO 協議会　事務局長

江草 　俊 東芝　執行役員常務

平田 健二 日本充電サービス　事務局長

鈴木 康史 日本ユニシス　公共第一事業部 ビジネス開発部
グループマネージャー

遊作　昇 本田技術研究所　先進パワーユニット・エネルギー研究所
高電圧 PU 開発室　室長

日高 洋祐 MaaS Tech Japan　代表取締役社長

（順不同・敬称略）

■名　　称：フライングカーテクノロジー
■主　　催：フライングカーテクノロジー実行委員会
■共　　催：航空機電動化 (ECLAIR) コンソーシアム

アテックス ( 株 )

フライングカーテクノロジー実行委員会
委員長 中野　冠 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授

実行委員 福澤 知浩 SkyDrive　代表取締役

中井　佑 テトラ・アビエーション　CEO

山下 敏明 日本電気　 ナショナルセキュリティ・ソリューション事業部
生産技術グループ シニアエキスパート

江草　俊 東芝　執行役員常務

兵頭　淳 東京アールアンドデー　企業価値創造部　執行役員 部長

黒川 智弘 東レ・カーボンマジック　マーケティング担当ゼネラルマネージャー

藤沢 秀幸 ゼンリン　取締役　常務執行役員　事業統括本部長

秋山 将人 東京海上日動火災保険　航空保険部部長　兼　営業課長
オープンイノベーション推進担当

桐原 祐一郎 デロイト トーマツ コンサルティング　IP&C 執行役員

浅井　尚 エアモビリティ　代表取締役 CEO

伊藤　健 宇宙航空研究開発機構　航空技術部門　次世代航空イノベーションハブ　
ハブ長
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日付

■職種別分類■業種別分類

来場者について

一般　8.0%

インフラ・運輸 2.1%

情報通信・サービス　8.9%

建設（住宅・設備・
土木・測量等）3.7%

卸売・小売・
商業施設 17.9%

製造（一般機械・器具等）
3.1%

製造（その他）　
10.8%

製造(自動車・部品等）
8.7%

製造（化学・繊維・鉄鋼・
金属・非鉄金属等）

16.5%

国・地方自治体・公共施設・
団体・大学 5.6%

2.9%

製造（電気・電子・精密
機械器具・部品等）

11.8%

一般・学生　3.7%

管理・広報・宣伝　3.6%

営業・販売　38.0%

資材調達・購買　1.6%

製品設計　

製造・生産　 2.1%

13.5%経営者・役員

2.6%

企画・調査
17.6%

研究・開発
17.3%

合　　計

11月4日（水）

11月5日（木）

11月6日（金）

天気

晴れ

晴れ

晴れのち曇り

来場者数

※1

※1 ４展示会合計
※2 氏名・会社名等の来場登録を行った人数
※3 本展に入場したのべ人数（同日内の再入場を含む）

※2 ※3

1,444名

1,861名

2,334名

5,639名

のべ来場者数

3,395名

3,611名

4,270名

11,276名

製造（航空・宇宙等）

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催が
危ぶまれていた本展示会であったが、秋に東京ビ
ッグサイトで開催する最初の展示会として会期を
迎えた。
出展者、来場者とも過去の開催に比較して大きく
減少したものの、半年以上も展示会から遠ざかっ
ていた業界関係者からの歓迎の声は大きく、貴重
な商談の機会となった。
なおコロナ対策の観点から QR コードによる入場
者管理システムを導入し、来場者数のカウント方
法が従来から変更となった。

展示会への来場が大手製造業、特に工場や現場に近い職種において外出の制限が厳しいと言われていたが、それが来場
者の実績にもあらわれた。とりわけ前回の来場者数で上位を占めた20社（完成車メーカー、大手電機メーカーなど）に
限ると、約1/3にまで人数が減少している。
他方、こうした状況下で展示会場に足を運ぶのは、目的や課題を具体的に抱えている人たちばかりであり、それが出展
者の声としての成果にも結実しているようだ（右ページ参照）。

来場者数

来場者分析

7



出展者においてもコロナ禍のため、「目標設定
が難しい」「来場誘致にどこまで注力したら良
いかわからない」という課題を抱える中での
会期となった。

会場へ足を運べないという出展者・来場者の声に応え、
「オンライン出展」「オンライン展示会」を初めて実施。
展示会場にもオンライン出展ブースを設置し、来場者の
取得を可能にした。会期後には主催者セミナーの映像も
公開し、好評を博した。

出展者アンケート集計結果

オンラインの展開

出展者について

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

　開催コンセプト（出展対象）が合致していた

　PRしたい対象者が来場する

　東京開催の展示会だから
など

　秋季の展示会はタイミングがよかった

新規顧客獲得の場として期待した

（％）

48.2%

25.9%

24.7%

21.2%

77.6%

16.7%

期待通りであった

期待以上であった

59.5%

76.2%

期待以上、
期待通りであった

15.5%

期待通りであった

期待以上であった

66.7%

82.2%

期待以上、
期待通りであった

15.7%

期待通りであった

期待以上であった

62.7%

78.4%

期待以上、
期待通りであった

●新規顧客獲得の場として

●出展の理由（複数回答）

●製品・技術に対する意見収集
　・情報交換の場として

●販促・商談の場として

出展者数：137社（４展合計。オンライン出展・共同出展含む）

コロナの影響がある中、来場者は多く感じた。
感染対策の徹底がすばらしかった。
ブースへの来場者数は少ないものの、それぞれの内容が濃かった。

QRコードによる入場管理が良かった。
もっと同業他社に出展してほしかった。

出
展
者

　
　
の
声

・
・
・

・
・

2020年10月8日〜2020年12月末まで
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● 機能紙・不織布、セルロースナノファイバー、繊維
朝日印刷　販売開発推進部 開発営業課
AGC エンジニアリング　メンブレン事業部
SGS ジャパン　認証・ビジネスソリューションサービス
岡谷鋼機　東京化成品部
小林製薬　研究開発部 洗浄・家庭用品
サカタインクス　第一研究部
島田商事　商品企画ユニット
大日精化工業　オフセットインキ事業部
B.B ファーム　農場長
福島印刷工業　マーケティング部開発室
八洲電装　役員

イノアックコーポレーション　グローバル技術本部
キヤノンファインテックニスカ　PHD 事業企画推進
信越ポリマー　開発本部 開発統括室 マーケティンググループ
スーパーバッグ　調達部 化成品調達グループ
第一塗料製造所　営業部
大日本印刷　研究開発センター
東邦化研工業　営業部
東洋紡　不織布事業開発部
日東樹脂工業　国際営業部

あいち産業科学技術総合センター　三河繊維技術センター
イチネンケミカルズ　第三営業部
ENEOS　機能材事業化推進部
協和合金　企画部
太陽油脂　SCM 企画 G 資材調達 T
中外テクノス　工業エンジニアリング事業本部
東ソー・ニッケミ　化成品部
トーヨーケム　新システム営業推進部
東リ　技術課
凸版印刷　情報コミュニケーション事業本部 技術戦略開発部
トヨタ紡織　
ナガセケムテックス　機能樹脂事業部 事業企画室
ニシヤマ　鉄道車両システム事業部 車両・機器グループ
日産自動車　総合研究所
日鉄ケミカル＆マテリアル　複合材料事業企画部
富士フイルム　経営企画本部 ビジネス開発・創出部
古河テクノマテリアル　インフラ市場開発部
マクセル　開発本部
ミヤコ化学　東京化成品部
ユニチカ　中央研究所

秋田県大仙市役所　経済産業部
アゼアス　事業開発部
大塚化学　化学品事業本部
キヤノン　半導体装置技術第一課
共和熱処理　社長室
極東産機　インダストリー 産業機器事業部
西武建設　東京支店
積水化学工業　開発研究所 機能材料開発センター
ダイトロン　東京機械営業所
タックコート　営業部
タニタハウジングウエア　開発部商品開発課

紙素材関連
不織布・高機能紙・高機能プラスチック・その他人工繊維
マイクロプラスチック、不織布、機能紙など
軽量化・新素材・抗菌・CNF
不織布・機能紙・コーティング・表面処理について
機能紙や新しいパッケージへの利用が出来そうな商材
アパレルに使える製品、技術、サービス
特殊用紙への印刷関連
不織布の農業利用
不織布及び特殊紙
機能性包装紙

エコ素材、バイオマスプラ・生分解性などの材料、抗菌
特殊メディア、抗菌メディア
医療に使えそうな素材・技術
バイオプラ・生分解プラ・抗菌・抗ウィルス等々の情報
高機能コーティング剤や抗菌・抗ウィルス剤
抗ウイルス製品、技術を中心に探す予定
バイオマスプラスチック、抗ウイルスコーティング
抗ウィルスについて
抗菌・抗ウイルス技術

CFRP
バイオマスプラスチック材料について説明
機能材、高分子材料
軽量化、高強度の素材・技術
生分解プラ等環境配慮素材での各種軟包材の現状
CFRP、CNF の技術動向
化学品添加剤等
次世代の新素材技術全般
機能性材料、不燃材料など
マイクロプラスチック対策、プラスチック高機能化、表面処理
環境技術、材料、スマートシティ
放熱材料
鉄道業界へ横展開できる新商材の発掘
機能性高分子など
CFRP 関連製品・技術
プラスチックや不織布基材への高機能化技術
耐熱、放熱素材
新素材（放熱、吸熱、蓄熱、生分解、発泡）
セルロースナノファイバーとプラスチック、接着材、コーティング剤の最新技術
次世代自動車開発のための先端素材

地方の資源と先端技術のマッチング・開拓
不織布及び樹脂の加工、接着技術及び製品
異種材接着　樹脂と金属の接着
コーティング・表面処理の最新技術、およびそれに関する装置や受託加工業者の調査
熱処理加工技術が活用できる製品（強度向上、靱性向上、防錆・防蝕等）、表面加工技術
不織布・機能紙・炭素繊維、接着剤、塗料など材料メーカーの設備状況
不織布、タッピング等素材接合・接着
サンプル表面の温度および熱均一性を評価可能な温度測定機器
放熱
コーティング、研磨切削他加工の技術。
接着剤の性能及び利用方法等

主な来場者と要望・リクエスト
エヌプラスへの関心

● 抗菌、抗ウイルス

● 機能性材料、新素材・材料

● 加工技術
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会期前から感染疑い者の出展・来場自粛を呼びかけたほか、会期中に
はマスク着用や検温・アルコール消毒の徹底、飛沫防止アクリル板の
設置などのコロナウイルス対策を実施。感染疑い者、陽性者の発生
もなく会期を終えた。
なお会期後の陽性者についても、発生の報告はなかった。

センシング技術、ライフプロテクション、情報通信技術、高性能・高機能材料
拡散接合、新技術
ものづくりにおける、最新の技術やアイデアなど。特殊加工技術。
自動車向けの樹脂、金型関連メーカー
チタン関連の製品
300程度の小ロット品を低価格で請け負って頂けるサービス
コーティング・表面処理、接着・接合・ファスニング、抗菌素材・製品
放熱シート、放熱グリース、放熱接着剤
5G など、通信機器の次世代の素材などの情報
アルミ加工、表面加飾技術
切削工具、鍛造工具のコーティング技術ほか
最新の表面処理技術のトレンド
軽量化技術・接着技術・高機能プラスチック・複合材技術・位置情報計測技術

耐熱、難燃、低誘電、その他高機能性プラスチック製品
車載用基板、電子部品、樹脂成形メーカー
不織布関連、機械設備関連
不織布の活用事例、電気部品の新商材探し
不織布の材料メーカ情報と関連加工機器
光学部材とそれを利用した最終製品、ナノ/マイクロ加工技術
各基材・部材の軽量化方法
軽量化、シールド関連部材、精密加工業者
センサー技術
光学系部品、樹脂系部品

軽量化技術の動向、EV・PHV などの動向、不織布などの新しい情報収集
EMIシールド
コロナ対策素材、蓄電池
CFRP・CFRTP 関連、新加工技術、ノイズ・放熱対策、樹脂成形技術
セルロースナノファイバー、電磁波シールド
アルミニウム導電材
素材、検査装置、EV、PHV
軽量化、電磁波シールド
EV用パワー半導体

帝人　マテリアル技術本部 ソリューション開発センター
豊田通商　グローバル部品第四部
中村科学器械工業　新規事業推進部
日泉化学　自動車事業本部 営業技術センター 技術営業グループ
日本製鉄　チタン事業部チタン技術部
日本トーター　端末技術部 端末2課
日本航空電子工業　UIS 事業部
ハーベス　研究開発部
八幸通商　
藤商事　購買部開発購買課
ミネベアミツミ　技術開発部
村井電気　東京営業所
村田機械　研究開発本部

オカモト　機能プラスチック製品部 工業テープ課
押野電気製作所　営業部 開発営業・調達課
倉敷繊維加工　マーケティングサポートグループ
山洋工業　事業推進部企画課
ジェイテック　海外営業部
東亜電気工業　営業開発本部
日本紙パルプ商事　情報用紙部情報用紙課
藤倉化成　研究開発部
フルノシステムズ　営業本部営業技術部
三菱ケミカル　コーティング材事業部

NBC メッシュテック　営業本部
三光合成 炭素繊維事業部
西武鉄道　車両部車両課
東海エレクトロニクス　マーケティング本部マテリアル推進部
東洋紡　モビリティマーケティング戦略部
日本軽金属　メタル・素形材事業部
丸紅情報システムズ　製造ソリューション事業本部
ユウホウ　企画開発部
ローム　システムソリューションエンジニアリング本部

● 部品・パーツ、機器・装置

● 電動化、電磁波対策

新型コロナウイルス対策について
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主な来場者と要望・リクエスト

空飛ぶクルマへの関心

電動化への関心

アクセンチュア　テクノロジーコンサルティング本部
アストロデザイン　事業戦略部
アルプスアルパイン　
ANA ウイングス　運航部
応用地質　情報企画本部ＩＴソリューション企画部
京セラ　先進技術研究所
静岡県新成長産業戦略的育成事業

シンフォニアテクノロジー　東京航空宇宙システム営業部
新明和工業　流体事業部事業企画部
スタンレー電気
SUBARU　航空宇宙カンパニー企画管理部
積水化学工業  環境・ライフラインカンパニー 新規事業推進部
相互発條　営業部
dSPACE Japan　ソリューション技術部
東海旅客鉄道　建設工事部 電気工事課
東京海上日動火災保険　航空保険部
東芝　電池システム開発部
東レ　
トヨタテクニカルディベロップメント　計測制御事業本部
トヨタ紡織　シート事業本部 ACT 事業センター
日本無線　特機事業部 企画推進部
松屋 R&D　
三菱電機　統合センサシステム部
村田製作所　コンデンサ事業部 市場マーケティング2部
矢崎総業　技術研究所 パワーエレクトロニクス応用研究部
横浜ゴム　航空部品事業部 電波・音響伝搬研究室

アイ電子工業　役員
旭化成　レオナ樹脂技術部
アユダンテ　EVsmart チーム
オムロン　グローバル購買・品質本部 開発購買推進室
サン電子工業　管理本部
シチズン時計　研究開発センター 開発部
神鋼リサーチ　
新明和工業　産機システム事業部
ダイセル　事業創出本部 新事業開発部
太陽インキ製造　PCB マテリアル部営業課
タムラ製作所　市場開発本部
椿本チエイン　車載ビジネス開発部 車載新商品開発課
デンカ　ソリューション開発部
東洋紡　生活・環境マーケティング戦略部
豊田合成　WS 技術部
日機装　航空宇宙事業本部
日産自動車　グローバル EV 本部 EV オペレーション部
日本エヤークラフトサプライ　営業部 営業推進課
日本電気　プラットフォームソリューション事業部
日本特殊陶業　イノベーション推進本部 戦略マーケティング部
日本パーカライジング　経営企画本部 事業企画グループ
パーソルプロセスアンドテクノロジー エネルギービジネス統括部
パナソニック　オートモーティブ社 充電器 BU 開発管理部
ヴァレオジャパン　PTS ビジネスグループ
堀場製作所　TSO 首都圏営業チーム
ミクニ　4輪事業推進部 調査・企画グループ
三井ハイテック　営業部

空飛ぶクルマに対するサイバーセキュリティ技術
ドローン及び自動制御コミューターの利用について
フライングカーでの技術課題 ( 実用化課題 )、バッテリーライフの対応
空飛ぶ車の航空法面における法整備の現状と展望
ドローン・フライングカー関連技術
エアモビリティに関連する、デバイス、テクノロジー、サービス
空飛ぶクルマの最新情報の把握（最新技術動向、海外の開発状況／航空法規の改正について／航路をどう
するのか／パイロットの育成方法、技量把握方法）

電動航空機推進用モータ・インバータ
現在のフライングカーに関する技術、開発段階
フライングカーテクノロジー、車載パッケージの小型化について
バッテリー
内装・インテリア
eVTOLなど航空機電動化の技術、必要な部品に関すること
UAV、e-VTOL の開発環境
フライングカーを実現するための最新技術
空飛ぶクルマ関連の技術・サービス
航空モビリティの電動化動向
フライングカーに関する安全装備の技術トレンド
空飛ぶクルマの技術、自動操縦の技術
eVTOL の内装製品技術
空飛ぶクルマに関する搭載機器、インフラ設備、市場展開など
フライングカー、次世代ドローン、安全装置
空飛ぶ車の地上管制インフラに関する最新情報など
フライングカーやドローン
電動航空機関係の技術やシステム
フライングカーに関する技術とMaaSの動向

EV の構造や部品などの情報・技術
電装部品の樹脂化
EV 関連・急速充電器・蓄電池・ソーラーパネル
EV 向けパワー半導体技術、位置測距技術
自動車、通信機器関連
EV・PHV向けの切削部品（自動旋盤、マシニングセンタ等を使用）、PHV向け発動機（ガソリン／ディーゼル）
電動車関連の軸受、ブレーキ関連の製品、技術。空飛ぶ自動車の部品
EV2次電池関連技術
航空機の電動化技術、空飛ぶくるま、バイオマスプラスチック
電気自動車の技術動向について
EV・PHVのインバーター技術
CASE、MaaSに関連する製品の動向
EVのバッテリー周辺向け資材について、どういった製品・材料があるのか
次世代電池、5G関連素材
新素材、自動車の将来動向
素材・CFRP・受託 /加工技術関連の技術
EV 用急速充電器
EV 用充電器、コイル・素材（電線）関係
EVとその関連機器のヒューマンインターフェイスに関する技術
EV ほかのサステナビリティ
未来型移動体のボディや各部品への表面処理技術
EV 車、満充電での持続走行距離 UP　＆　非常時の分散電源化　など
車載充電器向け構成部品
商用車向けEV、PHV向けの技術特に充電に関わるインフラ
LiB、PEFCの評価技術、リユースバッテリーの活用法、評価技術
MaaS を支えるコネクティッド技術、サービスの連携、統合
EV・PHV における半導体部品の展開
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フライングカーテクノロジー・EVEX の実車・実機展示を中心に話題を集め、会期中にはテレビ局・新聞を中心としたメ
ディアの取材陣も多数来場した。
・プレス来場者：72社85人
・主要な来場メディア：フジテレビ／テレビ東京／千葉テレビ／テレビ愛知／朝日新聞／共同通信／産経新聞

日本経済新聞／読売新聞／WING DAILY／化学工業日報／紙業タイムス／繊維ニュース
電子デバイス産業新聞／日刊工業新聞／日刊自動車新聞／燃料油脂新聞／マイナビニュース
みんなの試作広場／工業材料／ドローントリビューン／ドローン.biz／ファスニングジャーナル 等

(順不同)

V2H
LiB電池情報及び次世代二次電池情報
EV/PHEV のインフラ普及状況。チャージステーションの標準規格設定状況ほか
EV の技術・充電インフラの保守メンテナンス

屋内測位技術
準天頂衛星、CLAS等の利用技術（QZS対応受信機、スマホ等）
測位技術及び新規材料
最新のGNSS受信機
次世代位置情報技術　個体電池　LiDARの最新技術　
GNSS
位置測位技術・IoTデバイス
GPS への妨害やスプーフィングに対応する技術について興味
GPS の利用、情報プラットフォームの構築
最新のGNSS製品の動向
GNSS 関連の最新情報、測位精度、応用事例など
屋内外の位置測位
スマートフォンのセンサー情報の取得と活用技術
IoT 及び位置情報関連
位置情報を得るための手法、精度の現状と将来性等
衛星測位利活用事例
MADOCA端末、CLAS端末
QZSS対応受信機
衛星測位
衛星測位受信機
衛星測位・位置情報の提供サービス、技術情報など
あたらしいGNSS受信機、アンテナ、機体フレーム素材、フライングカー部品メーカー
位置取得技術動向とコスト
衛星測位・位置情報に関する展示
みちびき利用サービス
位置情報ビジネスの例
衛星測位のみちびき対応の機器情報

三菱自動車工業　モビリティビジネス戦略部
UACJ 製箔　電池箔販売部
横河電機　MI センター
リコージャパン　社会インフラ事業部 事業展開推進部

アイシン・ソフトウェア　基盤技術開発部
宇宙航空研究開発機構　衛星測位技術ユニット
NEC スペースシステム　営業本部
ＮＴＴコムウェア　
エントラスト　開発技術部
海上保安庁　海洋情報部
鹿島建設　東京建築支店 建築工事管理部
川崎重工業　航空宇宙システムカンパニー
サントリーシステムテクノロジー　先端技術部
JRC モビリティ　経営戦略部 技術企画グループ
ゼンリンデータコム ビジネス創出担当
綜合警備保障　開発技術部
大日本印刷　モビリティ事業部
東芝エレクトロニックシステムズ システム＆コンポーネント技術部
トヨタ自動車　第2パワートレーン先行開発部
内閣府宇宙開発戦略推進事務局　
日精　商品営業本部 IT ビジネスグループ
日本土地家屋調査士会連合会
パスコ　中央事業部
東日本高速道路　総合技術センター
日立造船　事業企画・技術開発本部 戦略企画部
プロドローン　東京研究部
本田技術研究所　ライフクリエーションセンター 戦略企画 BL
マクセル　マーケティング部
三菱スペース・ソフトウエア　つくば事業部 事業推進室
リコー　イノベーション本部事業創造センター
臨海測量　役員

位置情報・ロケーションシステムへの関心

報道・取材の実績

テレビ愛知テレビ東京
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東京ビッグサイト 南３ホール
—— お問い合わせ・出展についてのご相談 ——

展示会事務局 　www.n-plus.biz
TEL：03-3503-7621

次回開催のご案内

2022 2.2wed ▶4 fri
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