
日主催企画展示 (レーザ加工技術 )

(株 )イ ンデコ

輝創 (株 )

(株 )最新 レーザ技術研究センター

チコーエアーテック(株 )

中部レーザ応用技術研究センター

(株 )テ ィー・イー・ェム

(株 )テ クニスコ

東邦金属熱錬工業 (株 )

(株 )ナ・デックス

前田工業 (株 )

ハイパワーレーザ用パワーメータ、レーザ加工関連製品

レーザによる金属とプラスチックの直接接合技術

CFRPの レーザ加工品、レーザピーニング部品など

レーザー対応集塵機を各シリーズで取 り揃えています

各種レーザカロエ品、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

光学周辺機器 (レーザー加工・計測・測定用途等 )

半導体レーザー向け、パワー半導体向けヒー トシンク

半導体レーザーによる金属熱処理加工

3つの強みで“お客様の要望"を形にします

溶接線自動追従 レーザ溶接カロエヘ ッドとレーザカロエ品

アルテック(株 )

(株 )エ イチ・ティー・ェル

(株)オ ービーティー

シーフォース(株 )

(一財)素形材センター

(株)NTTデータエンジニアリングシステムズ

(株 )ディーメック

デイプロス(株 )

東朋テクノロジー (株 )

Stratasys社製3Dプリンター実機及び造形サンプルの出展

電子ビーム3D積層造形装置及び3Dプリンター(樹脂 )

3Dスキャナーと3Dプ リンタを展示 します

奮綸墨児橿杉裏誓

~で硬化させ積層状に3Dモ デルを製作する

粉末積層造形機「EOSINT」 の紹介及び最新の素形材技術の紹介

最新の光造形技術と合せて新しいものづくり技術を紹介します

3Dス キャナ計測～データカロエ～3Dプリンタ出力の実演

話題の3Dプリンターで、データをカタチにします

(株 )ア ー トレイ

(株 )ア ーバス

USB3 0高解像度カメラ、近赤外線カメラ、遠赤外線カメラ

水・洗剤・溶剤不要。環境配慮な ドライアイス洗浄

あいちEV・ PHV普及ネ ットワーク EV・ PHV及び充電設備の展示

(同)充電網整備推進機構、中部三菱自動車販売(株 )、 トヨタ自動車礁)、 (株)豊田自動織機、トヨタ車体(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)日立製作所

バーチャルイベン ト情報ボニタルMONOist

工業用ゴム製品 金型不要な削切加工でのこ提案

アルミボディーのEV自動車

ルーツボンプ。プロワ・真空ボンプメーカー

受託分析、イオン注入受話サービスのこ紹介

表面改質用1氏流量微粒子ビーニング装置

ステンレスの深絞り、変形絞 リカロエと表面処理

HRC40‐ 72の焼入ね鋼にカロエ可能な トグロン0シ リーズを展示

Teamcenterで 実現する要件管理と設計管理プロセス

気泡や異物を即座に検出し、生産性を上げるセンサ

成形、二色成形、メッキ、蒸着、塗装、レーザー加工

プレスにおける全剪断、冷間鍛造、温間成形技術の紹介

「できない」を「できる」に変えます 岡崎の高度な独自技術を紹介

重点研究プロジェク トのPR

各務原市内企業のPR(バンフレット、パネル等 )

冷間鍛造部品、金型、トイシ、超硬素材他

刈谷市内出展企業の紹介
名興発條 (株 )、 ユケンエ業 (株 )、 和光技研工業 (株 )

中日本鋳工 (株)        当部品は建築物の基礎に使用する鋳物です

長野県千曲市産業支援センター   千曲市のものづくり企業グループによる共同出展
(有 )滝沢工研、(株 )ミ ドリ樹脂、ミヤマ精工 (株 )、 (有 )ワ ンビット、(株 )ミ スズ

名古屋工業大学 産学連携活動による技術シーズの紹介

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

讐誓雀需嘉曇嚢委拒89芳 _   名古屋市ワンス トップ中小企業・小規模企業支援隊

名古屋大学

材料llッ クキャストテクノロジー研究センター

名古屋大学ナノテクプラットフォーム

浪速鉄工 (株 )

日進工業 (株 )

日東紡音響エンジエアリング(株 )

(―社)日本塑性カロエ学会

日本貿易振興機構 (ジ ェ トロ)

名古屋貿易情報センター

バニシングツール (株 )

ビーティーティー (株 )

(株)ひ びき精機

(株 )富士通九州システムズ

(株 )富士テクニカル リサーチ

分子科学研究所分子・物質合成プラットフォーム

ヘレウス(株 )

(株 )マ クシス・シン トー

(株)ミ テック

武蔵エンジエアリング(株 )

(株 )吉田SKT

アイティメディア(株 )

亜木津工業 (株 )

(株 )ア ミヤ

(株 )ア ンレット

(株 )イ オンテクノセンター

伊藤機工(株)

伊藤金属 (株 )

(株 )イ ワタツール

(株 )エ クサ

オーム電機 (株 )

大阪真空化学 (株 )

(株 )オ オタ

岡崎商工会議所

(公財)科学技術交流財団

各務原市

(株 )片桐製作所

刈谷市役所

超軽量化、省エネ・蓄エネ、安全を担う革新的次世代材料・技術

微細構造解析、微細加工、分子・物質合成3つのナノテク支援事業

特許商品マルチアイボル ト/マ ルチアイボル ト・ハイブリッド

エンジエアリングプラスチックの射出成形

音響計測システム、音響解析・シミュレーション

競争力のある塑性加工技術の展示

ジエ トロによる海外販路開拓支援事業のこ紹介

特殊超硬切削工具

次世代切削工具SiC単結晶刀具と新開発の工具研削盤

航空機部品・半導体製造装置部品

製品の最適化を実現する解析ソフ トウェア

光ファイバセンシングシステム～ひずみ・温度の分布計測が可能に !

分子。物質合成プラットフォームの支援内容紹介

工業用赤外線ヒーターおよび赤外線モジュール

リアルタイム3D計測ロボットアィ、自動はんだロボットなど

セラミックス接着接合部品、超硬部品

液体精密制御機器「ディスペンサー」及び周辺機器

化学プラン ト、電子部品のふっ素樹脂塗装

JUII電機 (株 )

(/AN財 )岐阜県研究開発財団

キヤノン電子 (株 )

高電圧・高周波 トランス、高周波 リアク トル

次世代材料の大学研究シーズ(岐阜大、名工大、大同大 )

電動小型射出成形機と小型三次元カロエ機を出展

次世代耐熱・高強度マグネシウム合金

クリーンディーゼル車の紹介と体験試乗会の開催

輸送分野軽量化に対応する素材及びカロエ技術紹介

IPDL・電子出願・海外知財PD等 、当館事業の紹介

製造設備の異常看視とアラーム出力、及びその画像保存システム

常にオンリーワンの技術開発を目指 して

CFRTPハ イブリッド成形機

次世代輸送機器軽量化を目指 した最新軽量金属技術の紹介

産総研中部センターが有する研究成果及び連携活動等の紹介

ナイス規格段積 トレー

材料、製品の分析・評価、解析、材料試験及び、計測・可視化の各
種技術を紹介

ダイカス ト製品一員生産、精密部品加工

硝子製品の端部鏡面仕上により強度向上を提案

100℃以下で固化する無焼成セラミックス

ジュラルミンなど高カアルミ合金材の曲げ加工製品など

簡易金型での樹脂成型品、その他金属試作品

特許技術の略」裂(わ りさき)0」カロエ技術のサンプルとその応用製品

プロー成型品の軽量化 (肉薄、発泡)他新工法展示

高温過熱水蒸気によるセラミック脱脂、C‐FRPの再生の紹介

タンク内浮上油吸引装置オイルエクセプター

中小企業の技術開発を地域連携力で支援する事業の紹介

次世代高分子材料の開発支援サービス

製造業界向けの「オフィスクラウ ド化」提案

東北の優良企業の技術を丸見えにしました

金研が有する最先端材料、非連続的・革新的技術紹介

LEDライフイノベーション研究プロジェク トの成果を紹介

(株 )近鉄エクスプレス/

(株 )プ ロジェク トカーゴ

くまもと産業支援財団/

熊本マグネ事業推進会

ジヤバン 新興国の物流事情とソリューション(メ キシヨ・イン ド)

クリーンディーゼル普及促進協議会

(一財)軽金属学会 東海支部

(独 )工業所有権情報・研修館

(株 )コ ヤマ・システム

坂口電熱 (株 )

(株 )佐藤鉄工所

(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

(独 )産業技術総合研究所 中部センター

サンナイス(株 )

」FEテ クノリサーチ(株 )

(株)塩澤製作所 駒ヶ根ダイカストエ業(株 )

ショーダテク トロン(株 )

新興窯業 (株 )

(株 )ス カイ

(株 )ス タッフ

(株 )関 プレス

(株 )タ イセイプラス

(株 )大同

(有 )智 寛

(公財)中部科学技術センター

(株 )D」K

ディプロス(株 )

ネクス トメディアシステム事業部

(株 )デザイン・クリエィション   図管王は、CADを はじめ多種多様な情報共有が可能

東海北陸地区国立8高専 東海北陸地区8高専の一押 し研究シーズ紹介
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

(―社)東北経済連合会

東経連ビジネスセンター

東北大学 金属材料研究所

徳島大学

トビー・テクノロジー・ジャバン(株)次 世代 UI「視線入力」ぜひ体験ください

ナガセテクノエンジエアリング(株)高 信頼性八ン ドリングツール、静電方式・精密塗布装置

NPO法人位置情報サービス研究機構(Lた ra)

NTN(株 )EVモ ジュール事業本部

(株 )ク リエイティブマシン

(有 )ジーエフ トップ

タウン EV(株 )

(株 )高木化学研究所

(株 )デジス

とよた環境ビジネス研究会
参加企業グループ

(株 )豊通エレク トロニクス

名古屋大学グリーンモビリティ運携研究センター

名古屋大学ナショナルコンポジットセンター

(株 )日宝シマネ

(株 )日本セラテック

(株)マ クシス・シン トー

ユニテクノロジー (株 )

吉川精密 (株 )

ITSや ITを利用した自動車の安全・環境製品を紹介

スマー トフォンを利用した名駅周辺位置情報サービス実証研究

NTNが開発したインホイールモータを搭載した小型モビリティ車両です

業界一の設計スピー ドを誇る3次元CADDRONCADiの こ紹介

高精密な製品を最短納期で対応

EV改造 した軽商用車を中心に当社の事業モデルを展示

環境に優 しい機能性繊維およびLED放熱部品

情報共有を簡単に行えるサービスの提供

次世代の自動車づくりを目指す企業団体

●ECUの回路 リバース ●車載電子部品の品質サポー ト

最先端の自動車技術に関連するシーズをこ紹介 します

世界的研究開発拠点を目指 した複合材のセンターについて説明

バンブープラスチックの開発

金属とセラミックの複含材料メーカーです

自動車部品のロボッ トビッキング

静電気の瞬時完全除去装置

高精度のプレス加工技術によリハイスペック・′ヽイクオリティの製品を日実します

1中書『 経 済 産 業 局  サ ポ イ ン コ … ナ ー  サポイン事業概要及び実施プロジェクトの成果を紹介

(株 )ア ーテック、旭鍍金(株 )、 (株 )加藤製作所、協和工業(株 )、 (株)セ ントラルファインツール、
槌屋ティスコ(株 )、 (株 )南部製作所、ハクスイテック(株 )、 吉田司(株 )、 ワシマイヤー(株 )、 IKKシ ョット(株 )、

オキツモ(株 )、 光生アルミニューム(株 )、 (株)高木化学研究所、豊橋鍍金工業(株 )、 (株 )富士プレス

1主催企画展示 (3Dプリンタ)

1次世代モビリティフォーラム

航空宇宙シンポジウム実行委員会、(株 )iHI、 アイコクアルフア(株 )、 曙工業(株 )、 旭

昴5:冒才冒巫 ご蓼顎7吸繰鍮端醗纂挽藁浙評業


