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■主　　催：高機能化推進協議会
■共　　催：アテックス（株）
■協　　賛：（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、
（特非）機能紙研究会（順不同）

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　高信頼ものづくり専攻　教授

岡本　　敏 住友化学　経営企画室　特命事項統括

梅谷　博之 帝人　技監

佐藤　千明 東京工業大学　科学技術創成研究院　教授

高木喜代次 三菱エンジニアリングプラスチックス　技術センター
執行役員　技術センター長

（順不同・敬称略）
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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
教授

委　員 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　統括部長

山田　　勲 日本電気　宇宙システム統括部
プロフェッショナル

橘　　克憲 パスコ　経営戦略本部
上席執行役員　本部長

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

初本慎太郎 日立産機システム　デジタルイノベーション事業部
主管技師

（順不同・敬称略）

■名　　称：SATEX 衛星測位・位置情報展
■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）

■名　　称：電動化技術展
■主　　催：電動化技術展実行委員会
■共　　催：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
付属システムデザイン・マネジメント研究所　顧問

委　員 福澤　知浩 SkyDrive
代表取締役　CEO

中井　　佑 テトラ・アビエーション
代表取締役

山下　敏明 日本電気
電波・誘導統括部

江草　　俊 早稲田大学　ナノ・ライフ研究創新機構
客員教授 

古川　正人 東レ・カーボンマジック
取締役副社長

藤沢　秀幸 ゼンリン
取締役　常務執行役員　事業統括本部長

村田　祐介 東京海上日動火災保険
航空保険部　営業課長

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
代表取締役社長　兼　CEO

伊藤　　健 宇宙航空研究開発機構
航空技術部門　航空イノベーション統括

（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）

電動化技術展実行委員会

委員長 堀　　洋一 東京理科大学　理工学部（電気電子情報工学科）
教授

委　員 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

丸田　　理 CHAdeMO協議会
事務局長

江草　　俊 早稲田大学　ナノ・ライフ研究創新機構
客員教授

鈴木　康史 BIPROGY
社会公共サービス第一事業部　グループマネージャー

（順不同・敬称略）
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高機能化・高付加価値化といった
新たな価値をプラスする

素材から加工技術がテーマの展示会

自動車・電機といった製品へ
新たな価値をプラスする
部品がテーマの展示会

空飛ぶクルマ、測位技術
電動化技術がテーマの展示会

素材 加工技術 部品 製品・サービス
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来場者数

来場者分析

来場者アンケート集計結果
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来場者について

●POINT
会期 3日間で来場者数は 5,903 名、のべ来場者数は
12,795 名となった。前回（2022 年 2月）比で来場者数は
167％となり、会場内あらゆるブースで活発な商談が行
われた。空飛ぶクルマの実機展示をはじめ、普段見るこ
とのできない展示製品に多くの来場者が足を止めた。
●来場者の声
・空飛ぶクルマの機体メーカーから貴重な情報を得た。
・最新の加工技術を知ることができた。
・展示内容に専門性があり、貴重な商談機会となった。
・セミナーの内容が充実していた。
・WEB展示会で事前に出展者情報を知ることができた。

日付 天気 来場者数※1 のべ来場者数※2

9月28日（水） 晴れ 1,813名 3,963名

9月29日（木） 曇りのち晴れ 1,904名 4,350名

9月30日（金） 晴れ 2,186名 4,482名

合　　計 5,903名 12,795名
※1　氏名・会社名等の来場登録を行った人数
※2　本展に入場したのべ人数（同日内の再入場を含む）

■業種別分類 ■職種別分類

国・自治体・公共・団体・学校　4.3%

一般・学生　2.9%
管理・広報・宣伝　2.7%
資材調達・購買　1.4%

営業・販売　35.4%

自動車・部品等
9.8%

研究・開発
25.1%

企画・調査
15.4%

製造・生産
4.2%

製品設計　3.9%経営者・役員　9.0%

航空・宇宙等
1.3%

一般機械・器具等
4.5%

電気・電子・
精密機械器具・部品等

12.2%

化学・繊維・
鉄鋼・金属・非鉄金属等

22.4%

卸売・小売・
商業施設　15.3%
建設（住宅・設備・
土木・測量等）
2.6%

運輸（旅客・貨物・
倉庫等）　1.0%

情報通信・サービス
5.4%
インフラ　0.9%

その他　15.2%

報道・その他一般　5.1% 製造製造

●新しい製品やサービスの導入に関しての役割 ●ご来場の目的は達成できましたか ●次回来場の予定は
最終決定をする権限を

持っている
7.7%

期待以上であった期待以上であった

78.378.3%%
必ず来場する必ず来場する

23.523.5%%

開発・設計
などの立場
から意見を言う
26.0%

導入の
アドバイスを

する立場である
21.9%

選定をほぼ
決定づけている

11.2%

できれば来場したいできれば来場したい

72.672.6%%

利用する利用する
立場から立場から
意見を言う意見を言う
16.6%
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期待以上であった期待以上であった

15.8%15.8%

期待通りであった期待通りであった

73.7%73.7%
期待以上、
期待通りであった
期待以上、
期待通りであった

89.5%89.5%

期待以上であった期待以上であった

20.7%20.7%

期待通りであった期待通りであった

69.0%69.0%
期待以上、
期待通りであった
期待以上、
期待通りであった

89.7%89.7%

期待以上であった期待以上であった

9.1%9.1%

期待通りであった期待通りであった

78.2%78.2%
期待以上、
期待通りであった
期待以上、
期待通りであった

87.3%87.3%

期待以上であった期待以上であった

16.1%16.1%

期待通りであった期待通りであった

78.6%78.6%
期待以上、
期待通りであった
期待以上、
期待通りであった

94.7%94.7%

期待以上であった期待以上であった

27.6%27.6%

期待通りであった期待通りであった

55.2%55.2%
期待以上、
期待通りであった
期待以上、
期待通りであった

82.8%82.8%

期待以上であった期待以上であった

10.3%10.3%

期待通りであった期待通りであった

75.9%75.9%
期待以上、
期待通りであった
期待以上、
期待通りであった

86.2%86.2%

出展者について

【出展者の声】
・新しい開発テーマの発掘や潜在的な顧客の発掘が出来、有意義であった。
・予想以上の来場者で、自社ブースへの訪問が多かった。
・いろいろな業種の人とじっくり商談ができた。
・新しいユーザーとの接点が出来た。
・表面処理を求める来場者が多かった。
・出展製品へ興味をもってくれる来場者が多かった。
・考えていなかった使い方が参考になった。
・これまでのお客様とは異なったメーカーとの情報交換が出来た。

など

新規顧客獲得の場として期待した

開催コンセプト（出展対象）が合致していた

開催のタイミングがよかった

PRしたい対象者が来場する

東京開催の展示会だから

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

76.3%76.3%

55.9%55.9%

13.6%13.6%

28.8%28.8%

18.6%18.6%

●既存客へのアピールの場として

●来場者と貴社ターゲットの
　マッチングについて

●出展の理由（複数回答）

●販促・商談の場として

●製品・技術に対する意見収集・
　情報交換の場として

●新規顧客獲得の場として

●貴社ブースへの来場者数
　について

出展者数：92社 （共同出展含む）



会社名・団体名 部署名
あ アーキヤマデ 設計推進部
アーク 戦略調達統括部
アートネイチャー 商品開発部
IHI 産業システム・汎用機械事業領域コミュニティソリューショングループ

戦略技術統括本部
技術企画部

アイ・エレクトロンビーム 開発製造部　品質保証課
アイカ工業 フェノール樹脂営業部
iCAD 基礎技術部
愛三工業 電動システム開発部
アイシン 生技先行開発部
ispace インド太平洋セールスグループ
アイセロ 商品開発本部
相田化学工業 DAC IME 事業部
アイチコーポレーション 商品開発部
アイトス 環境安全健康部
アイピー・パワーシステムズ カスタマーオペレーション部
アイリスオーヤマ 食品製造本部　生産技術課
アオイネオン 企画設計部
秋田県庁 企業立地事務所
秋田複合材新成形法技術研究組合 事務局
アキュヴァンス 技術・生産管理部
アキレス ウレタン工場生産技術課

化成品事業部フイルム販売部
浅井産業 鉄鋼アルミ板営業部
朝日印刷 開発部
旭化成 不織布工場　技術開発室

研究開発本部
アクリル樹脂技術開発部
機能材料事業部

朝日広告社 アクティベートサポートチーム
朝日航洋 事業推進部

エアモビリティ事業部
旭サナック NC事業部
旭日産業 金属製品部

工業製品事業部
工業材料事業部　化成品部

アサヒビール パッケージング技術研究所
アジア器材 技術部
アジヤアルミ 製造部
梓設計 アーキテクト部門
アステックエンジニアリング エンジニアリング部
アストロデザイン デザイン部
アットキャド 設計部
ADEKA 樹脂添加剤開発研究所 添加剤研究室
アデコ spring 事業本部
アデランス 商品企画開発部
アド近鉄 ビジネスソリューション本部
アドテックエンジニアリング FA事業部
アドバンテスト 新企画商品開発室
アトミクス 技術本部
アネスト岩田 エアエナジー事業部
アポロ洋行 貿易部
アマノ 新規事業開発部

エレクトロニクス開発課
荒川化学工業 コーポレート開発部
荒川区役所 産業経済部
アルインコ 住宅機器事業部設計開発部
アルシステム 生産管理部
アルバック 規格品事業部
アルファ 技術部
アルプスアルパイン 資材本部
アロン化成 生産革新部
安藤・間 技術研究所

い EOSJapan 技術部
イー・オータマ EMC事業部
e-Gle 駆動開発部
イーグル工業 航空宇宙事業部技術部
イーコット 生産本部
イオントップバリュ 商品開発本部 商品開発管理統括部 SCM部 資材・イノベーショングループ
イクヨ 開発グループ

開発技術統括部
製造事業部

池上通信機 セキュリティソリューション
石川ガスケット 開発技術部　金型設計グループ
石川県産業創出支援機構 事務局
石﨑商事 紙業部
石塚硝子 研究開発部
石原ケミカル 新規事業推進部

第四研究部
石森製作所 プール可動床部
いすゞ自動車 サステナビリティ推進部
五鈴精工硝子 新規事業開発室
泉 フィルム事業部
出雲村田製作所 生産技術課
イチカワ 新事業推進室
出光興産 機能化学品部機能材料研究所

次世代技術研究所
出光ファインコンポジット 複合材料研究所
伊藤園産業 生産管理部
伊藤景パック産業 企画開発本部　商品開発室
伊藤忠紙パルプ リビング＆ストアサプライ部
伊藤忠ケミカルフロンティア エコ・ライフサイエンス部

エコケミカル課
イトーキ 品質企画部　新製品品質保証課

サプライチェーン企画部
伊那食品工業 研究開発部
稲畑産業 情報電子第三本部
稲畑ファインテック 情報電子本部
因幡電機産業 電工カンパニー
イネーブラー GNSS事業部
イノアック技術研究所 新材料開発二課
イノアックコーポレーション 開発部　開発企画課

自動車関連事業本部　機能品開発課
イノベックス インダストリアルソリューション部
イビデン セラミック事業本部　AFP事業部　技術部
今中 高機能商品部
今治市 総合政策部企画防災政策局市民が真ん中課
イヤサカ 技術部

商品開発室
入間川ゴム 技術部
いわき精機 技術部
岩谷産業 電子マテリアル部

マテリアル本部金属部
岩谷マテリアル 合成樹脂本部

金属製品本部
デザインコミュニケーション

イワブチ 製造部
NEXT研究室
製品開発部

インテル 開発製造統括本部
う ヴァレオジャパン CDA CIC PJ
上田 技術サービス部
ウシオ電機 光源事業部
宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送技術部門　鹿児島宇宙センター　射場技術開発ユニット

宇宙探査イノベーションハブ

会社名・団体名 部署名
宇宙航空研究開発機構 航空技術部門　設備技術研究ユニット
宇都宮大学 ものづくり創成工学センター
宇部エクシモ 新規事業探索グループ
ウラセ マテリアル事業本部

え エア・ウォーター・マテリアル グリンイノベーション推進室
セルコ事業部

エア・ブラウン 電子材料事業部
エアモビリティ 技術本部

海外事業本部
AGC 技術本部　材料融合研究所　機能部材部

オートモーティブカンパニー　モビリティ事業開拓室
機能部材部 コーティングチーム
化学品カンパニー　先端素材事業部　機能ソリューション事業グループ
技術本部
材料融合研究所
先端基盤研究所

エーゼーゴム洋行 工業用品事業部
エービーシー商会 商品開発部
エコルシステム 情報システム部
エス・アイザックス商会 海外事業部
SEP エンジニアリング部
SHPPジャパン 技術部
SMCプレコンクリート 管理部
SCSK モビリティサービス事業開発センター　事業企画部　企画課
SBエナジー 電力事業本部
エセックス古河マグネットワイヤジャパン 技術部　開発グループ
ヱトー 資材部
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ DX&GXビジネス事業本部
エヌ・ティ・ティ・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
NTTデータNJK 商品部
NECネッツエスアイ DXビジネス推進本部先端技術開発G

ネットワークソリューション事業本部　事業企画本部
NECプラットフォームズ エンベデッド事業部

ビジネス開発本部
ASL事業部

NSSGパートナーズ 製造部
NSC 電子材料部　開発企画グループ
NSW デバイスソリューション事業本部

エンベデットソリューション事業本部　エッジコンピューティング事業部
サービスソリューション事業本部
システム事業部 システムデザイン部

エヌシー産業 技術開発 I 本部
NTTデータ 第一公共事業本部航空システム統括部

第一公共事業本部　モビリティ＆レジリエンス事業部
モビリティ＆レジリエンス事業部

ENEOS 高機能ポリマー事業部
エネサーブ 省エネルギー推進部
荏原商事 事業統括　ソリューション統括部
荏原製作所 xR技術推進PJT

解析・分析技術課
愛媛県 企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室
エフ・アイ・ティー・パシフィック AS事業部
エフ・シー・シー 技術研究所　基礎技術研究部　新価値研究ブロック
エブノ 仕入部品質管理課
エマナック 特販部
MAアルミニウム 圧延事業部
MNインターファッション 企画開発部　商品開発課
MCCスポーツ アドプロ部
エムシー・ファーティコム 製造本部　技術グループ
MTG インキュベーション推進室
LGエレクトロニクス・ジャパン Sorcing & Aliance Team
LGJapanLab 化学研究室
エレマテック 開発部
エンプラス 金型製造統括部　技術部　製品技術開発G

共創開発本部
お オイレス工業 軸受事業部　第二技術部

軸受事業部　第一技術部技術一課
王子キノクロス 開発研究所
王子ホールディングス イノベーション推進本部
近江化学工業 技術部
応用技研 製造技術部
オーエスエレクトロニクス デバイス販売推進部
大倉工業 プロセスマテリアル課
大阪ガス イノベーション推進部
大阪国際経済振興センター 国際部
大阪産業技術研究所 高分子機能材料研究部
大阪産業大学 機械工学科
大阪大学 レーザー科学研究所
大阪銘板 ビジネスクリエーション本部インテリジェントビークルグループ
大阪有機化学工業 先進技術研究所　研究課

機能化学品部
大里 海外統括部
オージス総研 OGシステム開発本部
オーツカ 商品開発部　新事業グループ
オートリブ SW技術部

技術部　ものづくり技術室　材料工法技術グループ
大野化学機械 企画部

生産管理部
大林組 開発事業本部

大阪関西万博・IR室
技術本部未来技術創造部
技術本部技術ソリューション部
大阪関西万博・ＩＲ室

大林道路 機械部
オーベクス メディカル事業部

テクノ事業部
大森機械工業 イノベーション推進本部
オール デジタルサイネージ事業部
岡田製作所 研究開発部
オカムラ パブリック推進部
オカモト化成品 化成品部
岡本硝子 機能性薄膜事業部
岡山県立大学 情報工学部
岡山大学 研究推進機構
沖電気工業 コラボレーション第二部

EMS事業部
コンポーネント＆プラットフォーム事業本部 EMS事業部 事業管理部

オザックス 商品戦略本部  プロダクト開発グループ
音羽電機工業 高圧技術部
尾西食品 商品開発部
オハラ グローバル市場開拓推進室
オリエンタルコンサルタンツ 関西支社交通政策部
オリエンタルランド アトラクション技術部アトラクション技術サポートＧ
オリジン 研究開発本部　研究企画室

ケミトロニクス事業部
オリックス 事業投資本部
オリックス自動車 事業統括部

リース営業本部事業統括部
首都圏営業団参部

オリンパスメディカルシステムズ 医療先進技術開発
か カーメイト ヘルス＆ケミカルグループ

芳香開発ラボ
花王 ケミカル事業部開発部
科学技術振興機構 産学連携展開部
加賀電子 通信事業部

技術統括部

主要来場者リスト
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会社名・団体名 部署名
加賀マイクロソリューション 開発部　開発一課
垣見油化 合成樹脂部
河西工業 新製品開発部
カシオ計算機 技術本部企画開発統轄部開発部

開発本部
第一機構開発部　第一外装開発室

鹿島建設 建築管理本部建築技術部
鹿島建物総合管理 技術支援室
カジレーネ イノベーション事業戦略室
カナエ 開発本部
カナセ アクリル事業部
カナツー 海外事業部
カナデン 事業統括室
カネカ V&CA SV 機能樹脂グループ

Performance Polymers (MS) Solutions Vehicle
Vinyls and Chlor-Alkali Solutions Vehicle R&B・Technologyグループﾟ Technologyチーム
E&I Technology Solutions Vehicle
Vinyls and Chlor-Alkali Solutions Vehicle
エレクトロニクス研究所

カネキ燃料 製造部
カネダ 産業マテリアル部
兼松 車両車載部品第二部

航空宇宙部
株木建設 土木部
がまかつ 製造部技術開発課

技術開発課
鎌倉製作所 COOLEX事業部
カミ商事 開発企画部
カモ井加工紙 開発部
カラー&エフェクトジャパン プラスチックチーム
河井内燃機 トリュフ事業部
カワサキ機工 開発部
河村電器販売 市場開発部販売推進課市場開発係
関西金網 技術部
関西電力 技術研究所
関西ペイント 建設塗料総括部
関電工 社会インフラ統轄本部
関東冶金工業 技術開発室
カンボウプラス 技術開発部

き キーエンス TRプロジェクト
MCグループ

紀伊産業 化粧品製造統括部
ギガプライズ 事業開発部
菊水電子工業 市況企画部　市場企画課

ソリューション開発部
技術本部

キグチテクニクス 製造部
技研製作所 事業企画部

工法事業部
KISCO ライフサイエンスカンパニー
北川鉄工所 サン テックカンパニー EG統括部 EG事業推進室
北九州市役所 東京事務所首都圏企業立地支援センター
北電子ホールディングス 充放電事業統括室
北村化学産業 化学品事業部
吉林OLED日本研究所 新事業部
機能性フィルム研究会 事務局
吉備国際大学 外国語学部
岐阜プラスチック工業 部品事業部
キヤノン 化成量産技術部

周辺機器事業本部　カートリッジ開発センター　カートリッジ開発推進部　カートリッジ開発推進室
R&D本部
材料技術1312開発室
デジタルプリンティング IJ コンポーネント技術評価室
加工プロセス開発センター
カートリッジ開発推進室
成形技術13開発室
計測機器販売推進課
デジプリ IJ コンポーネント開発推進第一課

キヤノン化成 技術部技術第四課
キヤノン電子 デザイン研究室
キヤノンファインテックニスカ 11設計部
九州大学 大学院法学研究院
九州電力 総合研究所
TheQtCompanyOy APAC Business Development
共進電機 システム事業部
京セラ 半導体部品セラミック材料事業本部　ケミカルマーケティング2課

社会実装開発センター
光学部品事業部
宝飾応用商品事業部応用マーケティング課
自動車部品事業本部
通信事業部商品戦略課
R&D戦略企画部
生産技術開発統括部　生産技術開発部　コア技術開発3課
生産技術開発部　成膜技術部
通信機器事業本部　通信事業戦略部　IoT・BU

京セラ SOC 第二技術部
共同印刷 セキュリティテクノロジーセンター

技術開発本部
共同輸送 統括本部
京都大学 エネルギー科学研究科
京屋 彩色課
協立化学産業 開発本部
協立機電工業 コンポーネント部

エネルギーソリューション部
協和化学工業 テクニカルセンター
協和精工 生産管理１課

開発技術課
キョーラク 生産技術部

研究開発本部商品企画G
極東ゴム 品質保証部
極東貿易 マテリアルソリューショングループ

産業インフラソリューショングループ
清原 アパレル事業部
記録素材総合研究所 技術部
キング通信工業 開発技術部
金星製紙 事業開発部

マテリアルグループ
金属技研 技術開発本部開発センター
近鉄グループホールディングス 事業戦略部
きんでん 技術企画室
金邦電気 技術開発部

く QUICK イノベーションセンター
クチーナ 企画開発部
クボタケミックス 新技術研究部

事業企画部
熊本県東京事務所 くまもとビジネス推進課
熊本大学 先端科学研究部（工）
クミ化成 技術部

研究開発部　開発課
システム開発課
開発技術本部 設計部

倉敷繊維加工 企画開発部
倉敷紡績 環境マテリアル部機能資材課
グラットフェルターソンタラジャパン 製品開発
グラドコジャパン 開発部
クラベ EX事業部　技術部

会社名・団体名 部署名
蔵持 金型課
倉本産業 技術部
クラレ 繊維マーケティンググループ
クラレトレーディング 機能材事業部
GREENCHARGE 企画部
クリエートメディック 応用開発部

市場開発部
開発本部

栗本鐵工所 技術開発室Mg合金プロジェクト
クレハ フッ素製品部
グローセル プロモートショリューション本部

品質保証部
グローバル電子 センサー事業部
グローブライド 研究開発部　ロッド開発課
KROLLインターナショナルインク サイバーセキュリティ
クロスコンポジット CF事業部
グンゼ高分子 生産技術課
群馬県庁 地域企業支援課

け KIS 公共ソリューション部
KHネオケム イノベーション戦略部
KSマテリアル 技術部
慶應義塾大学 SDM研究科
経済産業省 製造産業局　産業機械課　ロボット政策室
京浜ラムテック根津敏幸 製造技術部
京葉興業 事業開発部　事業推進課
京葉測量 技術第一部　調査グループ
KDDI ビジネス開発部
KDDI 総合研究所 電波応用グループ
KVK 成膜技術課
検査技術研究所 技術部

製造部
こ 小池化学 新事業企画課
小泉製麻 品質管理部
広栄化学 研究開発本部 研究開発技術部
弘栄貿易 機能材料部
虹技 機能材料部
工業市場研究所 第一事業本部
興研 安全衛生ディビジョン
興国インテック 宇都宮工場技術探索室

企画部
高周波熱錬 事業開発本部

研究開発本部システム開発部
高速道路総合技術研究所 施設研究室
弘電社 内線事業本部　内線技術部
合同製鐵 製造部　製鋼工場
鴻池組 ICT推進課
神戸製鋼所 アルミ鋳鍛営業部

鉄粉商品技術室
アルミ押出・サスペンションユニット
チタンユニット

光邦 フレキソ本部
光陽オリエントジャパン 国際事業部
光洋産業 包装資材部
幸和電熱計器 装置開発Gr
国際紙パルプ商事 新事業開発本部
国際航業 海外開発部
国立印刷局 研究所　生産技術研究部
小桜商会 ポリマー部
コスモ技研 環境事業部
児玉化学工業 経営企画室
コトブキ 設計開発本部　開発部
コトブキシーティング 開発部
KonamiGaming 日本支店 制作部 ハードウェア制作課
コニカミノルタ 産業印刷事業本部

新規量産技術開発部
生産・調達本部 生産イノベーションセンター 先端生産技術開発部 薄膜技術グループ
技術戦略統括部

コニシ 市場開拓部
電材グループ

小西安 電子材料部
コネクテッドロボティクス 技術部
コバック 技術部
コバヤシ 産業機材事業部

品質保証部
小林クリエイト 情報セキュリティ企画部
コバヤシ産業 CreaTable 事業部
小林製薬 日用品事業部　サーモ＆ウェルネスケアカテゴリー　サーモケア研究開発グループ

製造企画部
コベストロジャパン エンジニアリングプラスチックス事業本部
コマツ 特機事業本部　特機製造所　検査部　検査課

開発本部フィールドオートメーション開発センタ
小松製作所 開発本部　車両第三開発センタ　ローダ開発グループ
小峰無線電機 技術部
ゴムノイナキ 技術部
小森コーポレーション つくばプラント
小山鋼材 電子材・製箔グループ

東京営業所電子材・製箔グループ
五洋紙工 技術開発本部
コルコート オプトロニクス事業部　営業管理部

さ サーモス 技術部
埼玉りそな銀行 熊谷支店
TheMOTCompany CF 事業部
酒井興業 産業資材部
サカイ産業 繊維事業部

複合材事業部
堺商事 大阪化成品
サカイヤ 技術部　開発課

開発課
サカヱ 製品開発部
阪本薬品工業 開発部
サクサ 事業戦略部

開発本部
作新工業 技術部
佐久間特殊鋼 技術サービスグループ
ササキコーポレーション 技術開発部
佐藤鉄工 技術開発・ＤＸ推進部
サトー ソリューション推進部
ザ・パック 素材開発課
サムスン日本研究所 DS-1 Lab
三愛オブリ 事業開発部

化学品事業部
サンアロー 開発部
三栄電機 市場開発部
サンエス 管理本部
三喜工業 企画開発部
三九東京 企画部
三協 開発
三協化成産業 機械装置部
三協立山 事業開発推進部

アグリ・エンジニアリング部
三景 開発部開発課
三恵技研工業 開発本部　先行技術研究室

開発本部 第一開発部
三光合成 工場技術課

メカトロ部門
情報通信BU　技術開発部
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会社名・団体名 部署名
三光合成 次世代技術部
サンコーテクノ 機能材CRM
サンゴバン 機能樹脂事業部
三晶 機能資材グループ
サントリーホールディングス 研究企画部
サンポール 技術開発部

製造部
三洋 総合企画推進部国内事業推進課
サンリック 生産管理グループ
三和タジマ 商品管理部
サンワテクノス グローバルSCMソリューション部
三和ニードルベアリング 技術部
三和ハイドロテック 開発室

し シーアイテック 開発部
GSI クレオス 機材ソリューション部

ナノテクノロジー開発室
CQ-S ネット 開発部
シーコム 航空宇宙技術部　航空営業課　関東営業所
シービーエス 空間情報部
シーレックス 開発部
JFEスチール 電磁鋼板セクター部
ジェイアール東海コンサルタンツ 情報技術部
ジェイアール東日本メディア 媒体事業本部デジタルイノベーション部開発戦略課
JA全農 耕種資材部　包装原料課
JSP 新事業開発本部

品質保証部
JX金属商事 化学品営業本部 化学品3部
JFE鋼板 建材企画部
JFEスチール 薄板商品技術部電磁室
JFEテクノリサーチ 計測・プロセスソリューション計測・可視化技術センター
JCOM 技術企画本部
JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部
ジェイテクト 研究開発本部

材料研究部
ジェイフィルム A-PETシート部

フィルム第一事業部A-PETシート部
JSR DS事業開発部
JSP 生産技術部
ジェピコ 新規推進事業部
ジオテクノロジーズ オートモーティブ ビジネスディベロップメント
塩野香料 ビジネスソリューション部
四国化工機 包装システム事業部包装技術部
四国電力 新規事業部
静岡県 静岡県新成長産業戦略的育成事業

新産業集積課
静岡県工業技術研究所 浜松工業技術支援センター
静岡大学 電子工学研究所
シチズン電子 工機部
シチズン時計 研究開発センター開発部新規開拓課
品川商工 企画開発部
品川麺機 製造部
シナネンホールディングス 成長戦略部
篠原電機 技術開発室 東京分室
芝電子システムズ 開発部
島田市役所 戦略推進課
島田商会 東京樹脂部機能材料フイルム課
島津理化 研究設備課

製品管理部
シマノ 技術開発部　表面処理研究課
島村楽器 ギター技術営業課
清水建設 技術研究所　未来創造技術センター　ロボティックスグループ

スマートシティ推進室
東京支店建築第一部

シモジマ 商品開発部
下田工業 市場開発部
シャープNECディスプレイソリューションズ第一開発本部ハイエンド LFD開発部
シヤチハタ 研究開発部 色材研究課
ジャバラ 技術部
ジャパン建材 住設部商品開発課
ジャパンマテックス イノベーションセンター
ジャムコ 技術イノベーション統括部イノベーション推進グループ
JALUX 空港事業開発部
JUKI グループ事業カンパニー事業企画室
首都高機械メンテナンス 保全・技術部　技術課
首都高速道路技術センター デジタル・イノベーション研究所
ジョイパレット SC/ 新規企画部
昭栄美術 第2製作部
常光 ナノマテリオ・エンジニアリング事業部
昭電 特機システム部

雷対策システム部
城東テクノ 商品開発部商品開発二課
昭和興産 新規事業開発部

情報電材部
合成樹脂部

照和樹脂 エコパウンド事業部
開発部

昭和電工マテリアルズ イノベーション推進本部　R&D企画部
機能材料事業本部

昭和電線ケーブルシステム 新事業開拓部
昭和飛行機工業 航空輸送機器事業部　技術営業統括部　設計技術部

資材部
技術開発部

新鋭産業 OEM技術部
信越化学工業 シリコーン事業本部

塩ビ・高分子材料研究所
電子材料事業本部業務部

信越ポリマー 開発第四部　第一グループ
機能材料プロジェクト室
開発本部

新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・AI 部
技術戦略研究センター

新学社 小学事業部　教具企画部
伸興 開発課
新産業創造研究機構 技術支援部門
信州大学 工学部
新進商会 海外事業推進室
新生紙パルプ商事 化成品事業部
新東亜交易 航空・艦船部
シンフォニアテクノロジー グローバル市場開発部
新明和工業 産機システム事業部 メカトロ部

新事業開発部
新菱 リサイクル本部　サーキュラーソリューション部

す 水 ing エンジニアリング 機器設計・開発二部
エンジニアリング本部　要素技術統括部　機器設計・開発二部

スーパーレジン工業 研究開発部応用技術課
SCREENセミコンダクターソリューションズ洗浄技術統轄部 装置インテグレーション技術部　装置インテグレーション開発課
鈴木 部品製造部
鈴茂器工 技術管理課
ステラ 特品部

電子機材部
SUBARU 航空宇宙カンパニー　技術開発センター　研究部　材料研究課

調達本部 調達QCイノベーション推進部
スバルリビングサービス 外部交流部
スマート・ソリューション・テクノロジー エンタープライズソリューション部
スマートロボティクス 事業開発部
住化アクリル販売 開発本部

会社名・団体名 部署名
住化ポリカーボネート 応用開発研究所
墨田川造船 技術部
住田光学ガラス ファイバー製造部
住友大阪セメント 新規技術研究所
住友化学 機能樹脂事業部

情報電子化学品研究所
大江工場エンジニアリング部
先端材料開発研究所
エネルギー・機能材料研究所

住友金属鉱山 機能性材料事業本部　粉体材料事業部　企画開発部
住友金属鉱山シポレックス 技術部
住友商事ケミカル 合成樹脂ビジネスユニット
住友商事パワー＆モビリティ 自動車製造・部品本部
住友精密工業 ICT事業部門

MEMS事業室
BNS事 CS部
CASEV開発推進部
新領域技術研究所
アドバンストマテリアル事業本部　企画部

住友ファーマフード＆ケミカル 営業本部　工業薬品営業部　東日本工業薬品課
工業薬品戦略部　化成品開発課

住友ベークライト フィルム・シート営業本部
航空機材料部

住友理工 技術部材料技術課
ファインエラストマー事業部　技術部

スリーエムジャパン 自動車産業システム事業部
テープ接着剤製品事業部

スリーエムジャパンイノベーション トランスポ―テーション＆エレクトロニクス事業部
自動車デザイン＆機能性フィルム開発部

スリーボンド 研究開発本部
開発三部 オートアフターマーケット開発課

せ 世紀東急工業 技術本部　技術研究所
星光PMC 技術企画部
セイコーエプソン MS事業戦略推進部
西南学院大学 商学部
セーコウ MP事業部
セーラー万年筆 研究開発部
セーレン 産業資材販売部
セガトイズ 開発部

開発生産本部
積水化学工業 R&Dセンター

開発企画部
先進技術研究所
ファインケミカル製造部

積水化成品工業 研究開発企画部
積水フーラー 包装・紙加工事業本部
積水ホームテクノ 事業統括部　新事業プロジェクト
積水ポリマテック 技術本部生産技術部
セコム 企画部
セノー 開発本部
セフテック シレド事業部
セレンシー 皮革室
セントラル硝子 New-STEP研究所事業開発グループ

そ 綜合警備保障 セキュリティ科学研究所
双日エアロスペース 航空宇宙・セキュリティー営業部

民間プロジェクト部
ソニー IPS コア技術第二部門 機構設計3部
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ商品設計部門設計２部機構設計２課

生産設計部門 包装技術部 設計4課
ソニーセミコンダクタソリューションズ システムソリューション事業部
ソニー・ミュージックエンタテインメント 品質管理部
ソフトバンク 先端技術研究所 先端HAPS研究室 機体開発課
ソマール 技術本部　技術開発部

技術本部　R&D部
損害保険ジャパン 企画開発部

自動車開発第二部
物流開発部

た ターナー色彩 研究開発室
第一工業製薬 研究本部 新規事業開発部
第一高周波工業 新事業推進部
第一メカテック 電子精機第一部

表面処理技術部
大王製紙 機能材部
ダイオーミウラ 自動認識課
タイカ 研究開発本部
太華工業 研磨事業部
大協精工 生産技術部
ダイキョーニシカワ R&D本部　R&D統括部　MBR推進Gr
ダイキン工業 テクノロジー・イノベーションセンター
大興電子通信 ビジネスクエスト本部
大信工業 商品企画部
大成建設 技術センター
大成ファインケミカル 品質保証グループ
ダイセル 事業創出センター
ダイソーケミカル 機能化学品事業部

機能製品事業部
ダイト 商品部
大同通商 アドバンテックアジアオフィス
大同メタル工業 電動化対応推進センター
ダイトロン 事業企画部
ダイナックス 材料開発部
大日精化工業 ファインポリマー事業部　技術統括部

合成研究本部
合樹着材第一事業部
高分子研究部
化成品事業部
コート材 事業部
技術管理本部
顔料事業部　開発部開発課

ダイニック 不織布技術グループ
第四事業部 レザー技術グループ

大日本印刷 高機能マテリアル事業部
情報コミュニケーション製造統括本部
技術・研究開発本部コンバーティングセンター材料開発推進グループ
ファインオプトロニクス事業部新規事業開発本部
研究開発・事業化推進センター
Life デザイン事業部 プロダクトセンター 技術開発本部 成形品技術第1部 柏プロセス第1課
食とヘルスケア事業開発
生産総合研究所コンバーティング開発第2部
生活空間事業部開発本部デジタル技術開発部
モビリティ事業部

大日本商事 事業化推進本部
大日本土木 建築技術部
大日本パックェージ 生産技術課
大八化学工業 商品開発部　マーケティンググループ
太平化成 商品開発部
大平洋機工 新機部
タイムズ24 事業推進部
太陽インキ製造 MIDソリューション課
太陽石油 未来事業デザイン室
大陽日酸JFP 生産開発部
太陽誘電 新事業推進
TAIYO 空気圧機器本部
台和 技術開発部

業務管理室
大和化学工業 東京研究開発部

主要来場者リスト
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会社名・団体名 部署名
大和化学工業 研究開発部門
大和化成工業 製造部
タカギセイコー 先端技術開発センター
高橋書店 日記事業部
タカハタプレシジョン グローバル事業推進部門
高見沢サイバネティックス ニュービジネス推進室
タカミヤ 開発本部
タカラ 技術管理室
タキロンシーアイ 技術グループ

高機能材事業部
研究開発部

タケチ 技術部
竹中工務店 技術研究所　環境・社会研究部門
竹野 資材・製品技術G
ダスキン 開発研究所
タッチパネル研究所 管理部
タハラ 技術部研究開発チーム
タピルス 技術部
タレスDIS ジャパン ソフトウェアマネターゼーション事業本部
タワーライン・ソリューション 品質技術部
丹青社 プロジェクト統括部
DantoTile 総合企画室
暖冷工業 企画部

ち 千葉県産業振興センター 新事業支援部
千葉工業大学 創造工学部　デザイン科学科
中央化成品 合成樹脂部　東京合成樹脂部
中外 新規事業開発部
中部精機 新規事業推進室
中部物産貿易 化成品部
長州産業 販売戦略推進室
長大 建築設計部

事業戦略推進統轄部
チヨダウーテ 開発部
千代田グラビヤ 建材事業部　製造部　技術課
千代田交易 機能材料部

表面処理部
産業機器部

千代田ビル管財 ポリウレア事業部
つ 月島倉庫 国際物流事業部
辻村 印章部
津田工業 本社機構製造技術
槌屋 技術開発本部
椿本興業 テクノマテBD
椿本チエイン 直線作動ビジネス開発部

て テイ・エステック 開発技術本部
衝突安全課
開発試験部 材料開発課
二輪技術部　技術課

DIC パフォーマンスマテリアルVT推進グループ
塗工加工品　企画開発G
カラー技術本部カラー技術２グループ
A-1プロジェクト

DIC グラフィックス リキッドカラー事業部
T&KTOKA 機能性樹脂統括部
DXアンテナ 技術第１部
DKSHジャパン 化学品ビジネスライン
DJIJAPAN Lens R&D
TJMデザイン 開発本部
ティーネットジャパン 企画本部　事業開発部
TPR 新事業開発企画室
TBM テクノロジーセンター
テイ・エステック 設計部

開発試験部 材料開発課
第一設計部
機種計画部　FRAME製造技術課

DMカードジャパン 広告部
テイカ 新事業開発課
テイケイネクスト 業務推進本部
帝人 マテリアル技術本部ソリューション開発センター

機能化学品部
樹脂事業本部
アラミド事業本部
オートモーティブ課

テクトロン 企画室
テクノアソシエ 製品戦略室

開発推進部
テクノフローワン 生産本部生産技術部
テクノホライゾン ファインフィットデザインカンパニー
テクノ菱和 技術開発本部
テストラム 情報セキュリティ戦略部
テックビジネスサービス 施設管理事業部
テノックス 技術部
デュポン モビリティ&マテリアル事業本部
テラドローン 運航管理事業部
デルタ電子 IMSBU開発室
テルモ 研究管理部
デンカ 新事業インキュベーション部

先端機能材料部
電子・先端プロダクツ部門　事業推進部
新規材料研究部
ポリマーソリューション部門　生活包材部

デンカアステック 新事業推進部
デンカエラストリューション 技術開発課
電子技研 開発部
天進技術 OPPO日本研究所
デンソー 生産技術研究開発部

東日本事業本部
エレクトリフィケーションシステムモノづくり開発部生技開発２室
加工部品調達部

デンソーソリューション 技術開発部
電通国際情報サービス XI 本部
電動車両用電力供給システム協議会 事務局
天馬 研究開発室

サスティナビリティ推進室
と 東亞合成 新製品開発事業部新事業企画部

セルロースナノファイバー課
東亜電気工業 開発部
東海大学 医学部
東海東洋アルミ販売 包装資材
東海旅客鉄道 技術開発部
東急テクノシステム 成長戦略推進室
東京アールアンドデー 車両開発部門
東京応化工業 新事業開発本部
東京海上日動火災保険 航空宇宙・旅行産業部
東京ガス i ネット 導管ソリューション部
東京ガスネットワーク 導管部
東京紙パルプ交易 洋紙部
東京技研 開発技術
東京計器 センサ機器部

通信制御システムカンパニー
東京航空計器 UAS事業部
東京鋼鐵工業 企画部
東京材料 製品戦略本部 企画開発グループ
東京産業洋紙 企画・開発部
東京自働機械製作所 設計開発部
東京シリコーン R&D室

会社名・団体名 部署名
東京晨美光学電子 技術開発部
東京大学 工学系研究科 航空宇宙工学専攻
東京地下鉄 鉄道本部　安全・技術部

車両部
東京都 デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課
東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター

クール・ネット東京
東京特殊電線 研究開発部
東京都中小企業振興公社 事業戦略部　販路・海外展開支援課

中小企業ニューマーケット開拓支援事業
東京都知的財産総合センター
総合支援部
設備支援課
総合支援部　城南支社

東京ファブリック工業 橋梁事業部
東京理科大学 産学連携機構
東工コーセン 化学品部
東光高岳 EVインフラ推進室
ドウシシャ 品質保証部
東芝 生産技術センター

電池事業部
東芝インフラシステムズ 技術管理部
東芝エネルギーシステムズ パワーシステム事業部　新規事業開発部
東芝産業機器システム モータドライブ事業部
東芝デジタルソリューションズ 流通・金融ビジネスユニット
東芝テックソリューションサービス サービス推進部
東芝マテリアル 事業開発部　事業企画担当
東芝三菱電機産業システム 産業第三システム事業部
東新工業 生産技術課
東曹産業 技術・開発部
東ソー 有機化成品事業部　企画開発室

有機材料研究所
機能性ポリマー部

東タイ 新工場設立プロジェクト
東電タウンプランニング CS事業本部　事業推進企画部
TOTO 技術開発グループ

分析技術部　分析技術第二Ｇ
東プレ 開発部
東邦化研 イオンプレーティング部
東邦チタニウム 化学品企画営業部
東北電力 事業創出部門スマート社会実現ユニット
東洋アルミニウム PP事業本部
東洋エレクトロニクス 機器事業室
東洋カーマックス 事業開発部
東洋建設 土木事業本部機械部
東洋工業 航空宇宙事業部
東洋製罐グループホールディングス グループ技術戦略室
東洋相互サービス 川越事業所　管理課
東洋紡 バイロン・ハードレン拡大戦略部

品質保証統括部
パッケージング開発部
フイルム・機能マテリアルマーケティング戦略部
不織布マテリアル事業開発部

東レプラスチック精工 東京射出販売課
東和酵素 北陸アナライズセンター
東和電気 プロジェクト開発推進部
トーショー 制御システム室
TOSEI 開発技術部
トーソー 産業資材部
トーテックアメニティ エンジニアリング事業部
トーヨ メディカル販売推進室

機能紙部　機能紙課
トーヨーケム アドレビジネスユニット海外・シーラント課
特種東海製紙 機能素材営業部
トクラス 技術開発室
トシコ 技術部
斗辰産業技術 工業機器事業部
栃木県産業振興センター 戦略産業振興チーム
栃木県東京事務所 栃木県企業誘致・県産品販売推進本部
栃木屋 商品開発部
特許庁 審査第二部　審査調査室
鳥取県 東京本部
凸版印刷 建装材開発・設計本部　研究開発部

事業開発本部
生活・産業事業本部　環境デザイン事業部　技術部
環境デザイン事業部　技術部
総合研究所
情報コミュニケーション事業本部　技術開発本部　商材開発部
知財戦略プロジェクト
建装材技術本部技術部
エレクトロニクス事業本部調光
生活・産業事業本部

トッパン・コスモ MD本部生産管理
TOP 技術部
ドトールコーヒー 関西工場　品質管理課
トプコン スマートインフラ開発技術部
巴川製紙所 機能紙事業部営業グループ

iCas カンパニー企画室
巴工業 化成品部

合成樹脂部
富山高等専門学校 機械システム工学科

物質化学工学科
豊田合成 IE 生技開発部　IE 加飾開発室

EV・FCEV開発部
トヨタシステムズ 事業企画推進部
トヨタ自動車 第１電動先行開発部

コネクティッド統括部
資材設備調達部
R- フロンティア部
BRコト事業推進室

豊田自動織機 PG　プロジェクト
豊田中央研究所 二次電池研究領域
豊田通商 資源循環第一部
豊田鉄工 第１開発部
トヨタ紡織 内外装生技部
豊通ヴィーテクス つくば開発センター
豊通ケミプラス 化学品本部コーティング材料部
豊通マテックス 開発室

産業資材部マテリアル
豊橋鍍金工業 技術・開発部
ドリテック 開発部

な 内藤ハウス 商品開発室
中川特殊鋼 アドバンストプロダククト営業部
ナガセケムテックス 機能化学品事業部製品開発部
長瀬産業 モビリティソリューションズ事業部

C&P事業部
エレクトロニクス事業部

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 経営企画部
ナカボーテック 開発課
中山ホールディングス 開発企画部
ナクシス 商品部
名古屋電機工業 ITS情報装置事業本部 企画推進室 SE課
ナックイメージテクノロジー 映像計測設計部

自動車産業設計部
ナトコ 化成品事業部
ナビッピドットコム ビジネスサポート部デザイングループ
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会社名・団体名 部署名
ナブテスコ CVC推進室

に 新潟大学 工学部
ニコン 映像事業部 開発統括部 設計部 第二設計課
西日本高速道路エンジニアリング中国 道路ソリューション事業部
西松屋チェーン 育児雑貨商品本部
ニシヤマ 鉄道車両システム事業部 車両機器グループ

産業機器システム事業部直轄グループ
電子制御システム事業部

ニチアス 工業製品事業部
ニチバン 製品開発部

研究開発本部
ニッカン工業 複合材料営業部
日揮グローバル 知的財産部
日機装 航空宇宙事業本部　技術第一部　研究開発グループ
ニックス カスタムプロダクト部
日軽産業 ビジネス開発室 推進グループ
日建リース工業 物流事業本部
日産自動車 新車生産準備統括部　新車TdC技術課

材料技術部
日昌 コアコンポーネンツ事業部

商品企画開発課
日商岩井紙パルプ 事業開発部
日清紡テキスタイル 商品開発部
日精 複合材料第三課

第一営業部門　機能繊維部　産業資材第二課
日成共益 化学品新規事業部
日泉化学 樹脂開発部
ニッセンケン品質評価センター ライフアンドヘルス事業本部エコテックス事業所
日曹商事 機能商品本部　機能材料部

機器材料課
ニッタ ニッタ・ムアー事業部
日鉄SGワイヤ 商品・プロセス開発事業部

研究開発部
日鉄ケミカル＆マテリアル 複合材料事業企画部
日鉄鋼板 基盤技術研究部
日鉄テックスエンジ 電計事業本部
日鉄物産 機能マテリアル部
日東樹脂工業 製品企画室

事業推進統括本部
日東電工 プロセス技術開発統括部
日東紡マテリアル 技術開発部
ニットク 産業資材本部
ニッポー 商品開発部
日本アレフ 先行技術開発部
日本化薬 セイフティシステムズ事業本部エアロ事業推進室

機能化学品事業本部　機能化学品研究所
色素材料事業部

日本銀行 金融研究所
日本政策投資銀行 産業調査部
日本製紙 バイオマスマテリアル事業推進本部
日本製紙パピリア 開発企画室
日本製鉄 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室
日本ゼオン 高機能部材事業部　部材技術部

精密光学研究所
高機能事業本部

日本電気 宇宙政策営業G
生体認証・映像認識統括部
電波・誘導統括部
スマート ILM統括部
国土交通ソリューション統括部
電波誘導統括部

日本トーカンパッケージ AS事業部
日本特殊陶業 グローバル戦略本部 未来創生M&A室

生技開発部
日本トムソン 製品企画部製品企画課
日本乳化剤 技術研究本部
日本発条 研究開発本部
日本ペイント・インダストリアルコーティングス開発部
日本リーテック 資材部
日本レヂボン 市場開拓部
日本製紙パピリア 特殊紙部
ニデック コート事業部
ニトリ 商品部

法人＆リフォーム事業部
ニトリホールディングス グローバル商品本部
二引 機能材料チーム
ニフコ 生産プロセス開発部

Interior 商品開発Unit
技術本部
基盤技術部

日本アトマイズ加工 製造第２部熔解課
日本エマソン エンジニアリング本部
日本カーバイド工業 アドバンストフィルム事業本部
日本カニゼン 加工統括部
日本紙パルプ商事 機能材料三課
日本気象協会 環境・エネルギー事業部　エネルギー事業課
日本経済研究所 地域・産業本部
日本工営 港湾空港事業部
日本航空 エアモビリティ創造部オペレーション企画グループ
日本航空宇宙工業会 技術部

国際航空宇宙展事務局
日本材料技研 機能材料事業部
日本シグマックス 商品企画開発部
日本製鋼所 射出電装部
日本曹達 新規事業開発推進部
日本たばこ産業 Packaging Development Center
日本テトラパック 研究開発部門
日本特殊塗料 塗料事業本部
日本バイリーン 技術研究統括部

電気工業資材本部
日本発条 研究開発本部　開発部
日本ピグメント 東京樹脂部
日本フイルコン EF市場開発部
日本ペイントオートモーティブコーティングスR&D本部　戦略商品推進グループ
日本マタイ 工業樹脂部
日本無線 特機事業部・企画推進部
日本理化テクノロジーズ アプリケーションエンジニアリング部
ニューギン 先端技術 Lab
ニューメタルスエンドケミカルスコーポレーション電子材料部

ね ネクスティエレクトロニクス I&I 顧客戦略部インダストリアルグループ
ネグロス電工 生産技術部

製造企画部
の 野村證券 フロンティア・リサーチ部
野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング
野村鍍金 技術部門

は パーカーコーポレーション 機械設備技術室
ハーベス 新市場開拓室
ハーモニ産業 開繊事業部
パールトーン 新事業部　伝統建築保存
パイオニア 技術開発本部　技術統括グループ　第2ハード設計部3課
パイオラックス 開閉機構部品SBU開発グループ
ハイジェント 電子部品グループ
ハイメックス 製造部
博報堂 テーマビジネスデザイン
白山商事 製造部
伯東 システムプロダクツカンパニー

会社名・団体名 部署名
パジコ 工場事業部 製造部門 品質保証課
パシフィックソーワ 鋳鋼部
パスコ 事業統括本部
パソナテック DXソリューション事業部
八興 技術部
パナソニック EW社　システムソリューション開発センター

コミュニケーション企画室
電子材料事業部

パナソニックインダストリー 産業デバイス事業部　事業開発センター　R&Dセンター　要素技術開発部　モータ開発課
電子材料事業部

パナソニックエナジー 研究開発センター
パナソニックエレクトリックワークスクリエイツ住建クリエイティブ部
パナソニックソーラーアモルトン 商品企画グループ
パナソニックオペレーショナルエクセレンスビジネスソリューション本部
パナソニックホールディングス マニュファクチャリングイノベーション本部
パナック 先端材料推進本部
ハニー化成 技術部
浜松市役所 はままつ首都圏ビジネス情報センター
早川ゴム ファインケミカルグループ
林テレンプ アフターパーツ部
ハリマ化成 研究開発カンパニー　研究開発センター　樹脂・化成品開発室
パルステック工業 技術部 Ｘ線応用装置課
バンダイナムコクラフト ODMプロジェクト

ひ BASFジャパン パフォーマンス・ケミカルズ事業部
ピーエスケー 事業推進部
ピーエス特機 開発部
ヒエン電工 新事業推進グループ
日置電機 開推課
東日本高速道路 技術本部
東日本旅客鉄道 安全研究所

電気ネットワーク部門
本社　車両ユニット
鉄道事業本部　設備部門　機械ユニット
JR東日本研究開発センター

ヒキフネ 技術部技術課
樋口商会 電子部材事業部
美工 生産本部
ピジョン 生産技術部
日立金属 グローバル技術革新センター（GRIT）
日立グローバルライフソリューションズ 先行技術開発センタ
日立産機システム IoT 機器設計部

調達原価企画部
日立システムズ 営業統括本部 DXプラットフォームサービス営業統括本部　DXソリューション本部 第三営業部 第二グループ

カーボンニュートラル推進プロジェクト
新事業開発推進部

日立製作所 研究開発グループ
日立造船 電子制御BU

開発本部　電池事業推進室
日立チャネルソリューションズ チャネルビジネス推進センタ
日立ハイテク マテリアルソリューション部
日立物流 PM推進本部事業サポート部
日野自動車 製造部
ヒューリックプロパティソリューション 技術環境企画部
ひょうご産業活性化センター ひょうご・神戸投資サポートセンター
HyundaiMobilityJapanR＆ DCenter 研究開発技術チーム
平田機工 事業本部　第四ビジネスユニット　ロボット事業部　制御開発グループ　一課
平田商店 樹脂営業部

貿易部
広島県 東京事務所
ヒロセ電機 技術管理課

ふ HUAWEITECHNOLOGIESJAPAN 船橋ラボ
ファイトロニクス 生産本部
final 技術開発部
ファイバーテック 新規事業推進室
ファルテック 新商品開発部
華為技術日本 横浜研究所
フォーイン 企画調査部
フォーム化成 開発部
フォルシア・ジャパン Clean Mobility
フォワードエンジニアリングジャパン Research & Development
フコク 技術開発本部
フコク物産 産業機械営業部

新商材開発室
技術部

藤倉化成 コーティング事業部　技術部
藤倉コンポジット 事業開発統括　事業開発部

制御機器事業部
引布加工品事業部
ACP事業部

富士経済 ECO・マテリアル事業部
富士ケミカル 東京工業材料部

大阪工業材料部
富士工業 海外事業推進室
富士合成 製造技術部
不二サッシ 技術本部　管理部　研究開発部
富士市 産業政策課
冨士ダイス 販売管理部
藤田商事 鉄鋼部
藤田螺子工業 調達部調達課
富士通 デザインセンター

実装技術開発統括部
NS事業本部）T&P事業部）第一技術部

富士通クライアントコンピューティング プロセス革新技術部
富士通ゼネラル Being Innovative Group
富士電機 製品開発部材料検証課
富士フイルム 産業機材事業部

材料生産本部
有機合成化学研究所

富士フイルムビジネスイノベーション デバイステクノロジー事業本部
藤森工業 電子・モビリティ部材事業部　モビリティ部材営業部

設計開発課
フジモリ産業 環境資材課

化成品事業部
フタバ産業 生技開発部
双葉電子工業 コア技術開発センター
ヒューテック 開発部システム3課
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ要素技術開発部　CAE技術開発G
ブリヂストン 化工品材料開発部

革新タイヤ技術開発第1課
先端材料部門
化工品生産技術開発部

古河エレコム エレクトロニクス部
古河機械金属 技術統括本部
古河電気工業 銅箔事業部門銅箔営業部営業技術課

自動車・エレクトロニクス研究所
古河電池 新事業推進部
古河ユニック 開発設計部
ブロードリーフ 海外事業統括室
フロロコート 技術部

へ ぺんてる 技術研究所
ほ 防衛省 計画部
防衛省海上自衛隊 幹部学校
防衛省航空幕僚監部 募集・援護課
防衛装備庁 装備政策課
HOWA 商品開発部
朋和産業 商品開発部

主要来場者リスト
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会社名・団体名 部署名
ホーチキ 信頼性試験センター
HOYA 光源製品統括部

製品技術部
ホシモト 企画設計開発部
ポスティコーポレーション ゴム報知新聞事業部
北海道 東京事務所　観光・企業誘致課
北海道庁 デジタルトランスフォーメーション推進課
ポップリベット・ファスナー 営業企画開発HQマーチャンダイジンググループ
保土谷化学工業 新規テーマ探索プロジェクト
ポリプラスチックス 新事業開発部
本州化学工業 総合研究所
本田技研工業 完成車開発部

二輪・パワープロダクツ事業本部　ものづくり統括部
本田技術研究所 デザインセンター

先進パワーユニット・エネルギー研究所
モーターサイクルデザイン開発室
先進技術研究所

本田金属技術 基礎研究部
ホンダトレーディング 物流部企画推進課　化学物質管理委員会事務局

ま マーキュリアインベストメント 事業投資部
マイクロテクノロジー プロダクトソリューション事業部
前川製作所 技術研究所
前澤化成工業 新技術開発課

中央研究所　新技術開発課
前田製作所 技術部設計G
マキチエ 開発部
マクセル 機能性部材料事業本部　事業企画部
マクセルクレハ シート事業部

特殊品事業部
マクニカ アルティマカンパニー
マグネスケール マグネスケール事業部　事業戦略企画室
松井色素化学工業所 技術開発部
松尾製作所 開発課
マックス 開発本部　技術開発企画部

技術開発企画部
マツバヤ 本社・事業開発
マテックス 開発本部
マテリアルエコリファイン 技術業務部
丸石化学品 ポリマー&コンパウンド部
丸三産業 開発本部　企画開発
丸善化工 商品開発・品質管理部
丸紅 航空宇宙・防衛事業部　航空第二課
丸紅インテックス 機能資材部
丸紅エアロスペース 回転翼機ビジネスユニット
丸紅情報システムズ 製造ソリューション事業本部
丸紅プラックス ビジネス・トランスフォーメーション部

産業資材部
丸紅メタル 電子部材部
マレリ インテリア・エクスペリエンス事業本部
マン・ウント・フンメル・ジャパン オートモーティブ・アフターマーケット

み 三浦工業 GBL調達部
三木産業 光学電子材料部

高機能樹脂部
三木プーリ 開発部研究開発課
三沢興産 電子材料部
水内ゴム 事業企画部
ミズノ 用具開発課
ミズノテクニクス 生産技術部
瑞穂 電子技術企画部
三谷産業 ケミカル事業部
三井・ケマーズフロロプロダクツ 研究開発部

事業開発部
三井化学 複合材料事業推進室

研究開発本部
モビリティソリューション事業本部
研究開発本部　高分子・複合材料研究所

三井金属エンジニアリング パイプ・素材事業部　技術開発部
企画管理部

三井金属鉱業 開発統括部　三池開発室
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス機械設備営業部
三井物産プラスチック モビリティ事業本部

化学品・添加剤本部
コーティング樹脂・添加剤ユニット

三菱鉛筆 生産統括部
三菱ガス化学 光学材料事業部
三菱ガス化学トレーディング 新規事業開発室

合成樹脂部
三菱地所 物流施設事業部
三菱重工エンジニアリング 新事業推進室
三菱重工エンジン＆ターボチャージャ ターボ事業部　技術部
三菱重工機械システム プロジェクト推進部
三菱重工業 技術戦略推進室

フライトテスト部　技術課
三菱重工業名古屋誘導推進システム製作所 品質マネジメント課
三菱商事テクノス 設備機械事業部

産業メカトロニクス部
三菱製紙 機能商品事業部 不織布営業部 産業資材Ｇ

研究開発本部　商品開発部
三菱倉庫 企画業務部
三菱電機 先端技術総合研究所 モータ駆動システム技術部 推進制御G

宇宙システム事業部 準天頂衛星推進部
準天頂衛星推進部
機器事業部
マテリアル技術部
社会スマートインフラ事業開発室

三菱電機 FA産業機器 技術部
三菱マテリアル 加工事業カンパニー営業本部技術営業部
三菱マテリアル電子化成 シリコンパーツ事業部
光村印刷 印刷情報営業本部　営業推進部
三ツ矢 製造部
三友セミコンエンジニアリング 技術部
ミドリ安全 技術開発部

セフティ&ヘルス統括部
緑屋電気 システム技術センター
美濃窯業 技術研究所
みやぎ産業振興機構 産業経営支援部取引支援課
ミヤコ化学 化成品本部

機能化学品部
宮坂ゴム 技術部

プラスチック技術部
ミライズテクノロジーズ SoC企画部
ミリケン・ジャパン 化学品事業部
美和テック OA用品部

む 村上商会 航空事業部
村上塗装工業所 製造部
村田機械 研究開発本部
村田製作所 材料開発部
ムラヤマ 制作推進グループ
室町ケミカル 化学品1部

め 明工 開発研究室
明治ゴム化成 技術統括部

印刷機材事業部
明和グラビア 開発課

技術部
明和産業 合成樹脂・建材営業部

高機能素材事業部

会社名・団体名 部署名
メタコート工業 岡山工場　設備技術課
メタルワン特殊鋼 ナチ事業室

も モダン 生産管理グループ
持田商工 繊維事業部
モデュレックス 設計開発部
モリタ東京製作所 技術部開発部
モリテックス 国内事業管理部
森傳 インテリア産業資材本部
森友通商 企画開発部
モリリン 繊維資材部
森六ケミカルズ モビリティ部
森六テクノロジー 開発部開発課

や 矢崎エナジーシステム 電線開発センター
矢崎部品 電線外装開発設計センター

先行開発部
八洲電機 プラントエンジニアリングビジネスユニット
安川電機 技術連携推進部
保田鉄工所 技術部
ヤスハラケミカル 研究部
八千代工業 開発本部 埼玉研究所 第4開発部 要素技術開発ブロック
矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット
山形カシオ 要素開発課
山形県工業技術センター 電子情報システム部
山形大学 理学部
山口県産業技術センター プロジェクト推進部宇宙データ利用推進センター
山下ゴム 先行開発BL 先行開発GR
山田化成 新規事業室
ヤマダコーポレーション 技術本部技術部
ヤマチコーポレーション 商品開発室
ヤマデン 管理本部
ヤマト ビジネスソリューション部

インダストリー事業部
ヤマト・インダストリー 樹脂ユニット　営業２グループ

新規事業開発部
ヤマトマテリアル 新素材事業本部
山梨県 リニア未来創造局
山梨中央銀行 東京第二地区本部
ヤマハ 研究開発統括部第2研究開発部
ヤマハ発動機 生産技術部プロセス技術グループ
山本光学 商品企画部
ヤマリア 研究開発部

ゆ ユアサ商事 市場開発部
新事業開発部
建材本部 営業推進室
海外建材部
総合エンジニアリング室

UACJ R&Dセンター
自動車部品事業本部 MTC

UACJ押出加工 営業本部機能材料部
ULJapan コンシューマー機器事業部
ユーピーアール コネクティッド事業部
UBE 研究開発本部　価値創出G
油研工業 研究開発部
ユシロ化学工業 商品技術2部1課
ユタカ技研 NP開発室　開発ブロック
ユニークメディカル 製造開発部
ユニチカ 樹脂事業部

工業フィルム営業部
ガラス繊維開発部
不織布事業部

ユニプラ 技術開発部
ユバフ - アラブ・フランス連合銀行 法人営業部
湯山製作所 開発部試作開発課

よ 横浜ゴム 工業資材事業部 電波・音響伝搬研究室
材料機能研究室
消費財製品企画部デザイングループ

横浜商工会議所 企画広報部
横浜油脂工業 環境化学品事業部
吉岡技術士事務所 技術部
ヨシダエンジニアリング 開発部
吉田テクノワークス 生産技術部
吉谷機械製作所 企画開発課
吉田プラ工業 品質技術部
ヨシモトポール 技術部

事業開発部
ヨツギ 技術開発部
ヨネイ 業務推進室
ヨネックス 技術開発部テニス開発課

研究開発室
ら ライオン オーラルケア研究所
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ モビリティ事業部
ライトショー・テクノロジー 研究開発部

り リーテック 事業開発本部
LIXIL LHT 商品開発本部 商品戦略部

LHT購買統括部 技術購買部 先進企画グループ
理経 企画戦略室
リケン 技術統括本部技術戦略部
リケンテクノス 品質保証本部

技術本部
リコー 研究開発本部

CMC事業部　第一トナー事業センター　第一開発室　TP開発二G
RGC 商品事業統括本部　DASC　CTL推進室　開発推進G

リコージャパン スマートエネルギー事業部　事業戦略室　ビジネス開発グループ
リコーテクノロジーズ プロダクト事業本部 第一商品開発室
リコーリース 新規事業開発部
理想科学工業 開発企画部
菱電商事 デバイス事業本部

東日本ビルシステム部　第一課
菱洋エレクトロ 半導体・デバイス事業本部　第3BU
リンテック 事業開発室

アドバンストマテリアルズ事業部門
林野庁 森林利用課
リンレイ 技術研究所

れ レスターエレクトロニクス オーバーシーズカンパニー
レック 開発プロセス課
レナテック 技術統括部
レボックス 研究開発部
レンゴー 開発本部

ろ ロイヤルホームセンター 特販部
ロートニッテン 研究開発部薬事・開発企画室
ローランドディー．ジー． DP市場開発部
ROKI 新事業本部フロンティアテクノロジー開発部
ロキテクノ 横浜ものづくりセンター
ロンビック 樹脂販売事業部

わ ワイエイシイガーター CT事業部技術部
ワイエイシイホールディングス 新規事業開発部
YKK 市場開拓室
YKKスナップファスナー 商品企画G
YKアクロス 開発部
YSEC 開発室
ワイビーエム 知財部
和歌山県 商工観光労働総務課
和気産業 商品部

企画部
和興フィルタテクノロジー 装置フィルタ設計部
OneTerrace 地方創生事業部
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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 ̶̶

N-PLUS 事務局 　www.n-plus.biz
TEL：03-3503-7621
Mail：Office@n-plus.biz

次回開催のご案内
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