この画面をプリントアウトして会場までお持ちください

招 待 券 世界最大級 ! 700 社 が 出展
総称

第 11 回

2021

クルマの 軽量化 技術展
2021 年 1月 20日［水］〜22日［金］10 : 00〜18 : 00

会 場：東京ビッグサイト
主 催：リード

当社があなたをご招待いたします

（22日［金］のみ17:00終了）

エグジビション ジャパン（株）

本券をお持ちでない場合、入場料 ¥ 5,000 / 人 。18 歳未満の方の入場は固くお断りします。

本 展 で は 、徹 底 した コロナ 対 策 を 実 施 します
全参加者 へ マスク着用を徹底
全参加者 に サーモグラフィ等による体温測定
● 医師・看護師 が 医務室 に 常駐

▼

最新情報は Web へ
詳細は Web へ ▶

www.automotiveworld.jp/doc_coronavirus/

全ての出入口 に 消毒液を設置
扉 の 開放、空調設備 による常時換気
● セミナー会場 での 座席間隔 の 確保 …など

●

●

●

●

www.altexpo.jp

こちらからも
確認いただけます

▼

会 期：

本展は 商談・技術相談 のための展示会です
来場対象者

商談内容

下記の 技術者・経営者 など

◆ 新製品・新技術を

自動車 メーカー

自動車部品 メーカー
二輪車 メーカー
バス・トラックメーカー
建機 メーカー

MaaS事業者
>> 来場者登録欄

…など

比較、導入
◆ 課題についての
技術相談
◆ 見積・導入時期の
打合せ

■ 下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。

出展社
下記のメーカー、商社 など

CFRP／樹脂

超ハイテン
成形・加工技術
軽量部品
異種材料接合・接着
設計・シミュレーション
ツール

…など

同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。

●本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付へご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。●一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。
●会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。 ●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として
氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。□ ●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。●感染者発生
時には、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

▼アンケートにお答えください。
1. あなたの職種は？
□ Ａ 設計・開発
□ E 商品企画

□ Ｂ 研究
□ F 経営

□ C 生産技術・製造・品質管理 □ Ｄ 調達・購買
□ G 営業・販売・マーケティング □ H その他（

2. あなたの会社（または団体）の業種は？
□ Ａ 自動車メーカー
□ E 電子部品／プリント基板メーカー
□ I ＩＴ／ソフトウェア関連企業
□ M モビリティーサービスベンダー

3. あなたの役職（クラス）は？
□ Ａ 社長・役員クラス

□ Ｂ 自動車部品メーカー
□ F 材料メーカー
□ J 組込みシステム関連メーカー
□ N 自治体・官公庁

□ Ｂ 部長・次長クラス

□ C 課長クラス

□
□
□
□

C 電気・電子機器メーカー
G 製造装置メーカー
K 電池関連メーカー
O 加工企業
□ Ｄ 係長・主任クラス

□ Ｄ 半導体メーカー
□ H 検査装置メーカー
□ L モーター関連メーカー
□ P 商社・代理店・その他（

4. あなたの来場目的は？

□ Ａ 導入のための企業・製品比較検討
□ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集
□ C 業界参入・製品開発のための情報収集
□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集
□ Ｅ その他（

）

）

）

5. 次回（2022年）の出展について

□ Ａ 出展したいので連絡がほしい
□ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

□ E 社員・職員クラス

ALT-Je

本券をコピーして 、上司・同僚・取引先などへ配布ください
※ご入場には招待券がお１人につき１枚必要です

主催者 リード エグジビション ジャパン（株） 展示会事務局
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26 -2 新宿野村ビル18階

TEL: 03-5324-1232 FAX: 03- 6683-7818

1/3

E-mail: visitor-auto@reedexpo.co.jp Web: www.altexpo.jp

オートモーティブ ワールド 7 展 合わせ

出展社一覧
は 次頁 へ

軽量材料 や 軽量部品 など 世界最大級 700 社 が 出展

本招待券に掲載の出展社数は、併催展を含む2020 年 10 月 12日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。また、出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含みます。

軽量化技術 に加え、部品加工・EV 技術 など 幅広く出展

会場レイアウト図

本招待券で全展に入場可

南展示棟 1 F

第13 回

第4 回

第7回

170 社 が出展

●

車載半導体

●

電子部品・材料

●

センサ／LiDAR／カメラ

●

ソフトウェア開発ツール

●

テスティング技術

●

半導体・AI（人工知能）

●

自動運転 車両

●

ECU／ビークルコンピュータ

●

熱・ノイズ対策

●

ADAS技術

●

ダイナミックマップ

…など

新設

第1 回

●

表面処理／熱処理

●

プレス／鍛造

●

自動車部品

●

試作・量産受託

●

金型／金型部品

●

MaaSオペレーター

●

IoTソリューション

●

通信モジュール

●

予約・決済ソリューション

●

マップ、交通予測システム

●

セキュリティ

●

OTAソリューション

●

3Dプリンタ

●

認証システム・セキュリティ

●

ビッグデータ分析・活用ソリューション

…など

…など

出入口

●

●

モータ／インバータ

●

巻線機、着磁器

●

コア／コイル

●

パワーデバイス

●

コネクタ

●

二次電池

●

燃料電池スタック

●

製造・検査装置

出入口

出入口
あ お み

第 11 回

90 社 が出展
●

CFRP／樹脂

●

超ハイテン

●

接着・接合

●

軽量部品

●

設計・シミュレーションツール

…など

出入口

7

…など

クルマの軽量化 技術展

検査／測定

ネプコン ジャパン
エレクトロニクス 開発・実装展

出入口

青海展示棟

同時開催
5

5

回

MaaSプラットフォーム

35

第

●

出入口

加工機／工作機械

120 社 が出展

回

30 社 が出展

●

同時開催

第

コネクティッド・カー EXPO
30 社 が出展

MaaS EXPO

加工技術

…など

第9 回

マース

●

EV・HV・FCV 技術展

回

EXPO

第 12 回

西展示棟

第

自動車部品 & 加工

カーエレクトロニクス 技術展 自動 運転 EXPO
220 社 が出展
40 社 が出展

南展示棟 4 F

スマート工場 EXPO
IoT/AI /FA による 製造革新 展

ひんぱん

「無料 巡回バス」を 頻繁 に 運行

…など

（所要時間 7 分）

出入口

本図は、実際のレイアウトと異なる場合がございます。

軽量化 革新フォーラム を 同時開催
事前申込制
ALT-2

セミナー プログラム は 次 頁 へ

3 D プリンティングが実現する

ALT-3

クルマの新設計

1月20日［水］13：00〜14：30
日産自動車（株）

パワートレイン生産技術開発本部
パワートレイン技術企画部
パワートレイン技術統括グループ
エキスパートリーダー
（新商品工法開発）
塩飽 紀之

事前申込制

大阪大学

1 実物 を 見ながら商談

軽量化のキーテクノロジー！
マルチマテリアル化最前線

1月21日［木］10：30〜12：00

大学院工学研究科
マテリアル生産科学専攻
マテリアル科学コース
材料機能化プロセス工学講座
生体材料学領域 教授
中野 貴由

（株）
ＳＵＢＡＲＵ

第一技術本部
材料研究部
部長
河合 功介

オンライン でも
展示会場 で できること
参加・商談 できます

クルマの軽量化 技術展 の

事前申込制

大阪大学

2 新製品 の デモ を 体験

オフィス や 自宅 に いながら オンライン でも
出展製品 を閲覧できます（事前登録制）

1月21日［木］13：00〜14：30
スズキ（株）

四輪プラットフォーム・
HMI開発部
係長
粂田 祐介

事前申込制

チャット

メッセージ

日本パーカライジング（株）
総合技術研究所
第二研究センター
センター長
小崎 匠

CFRP の現在地を探る！
適用事例と最新技術動向

本 サ ービス で できること

トヨタ自動車（株）
Mid-size Vehicle Company
MSボデー設計部
第2アッパーボデー設計室
主任
安達 善之

1 . ビデオ通話・チャットで 質問・商談
2 . 最新 出展製品 の 閲覧、資料 のダウンロード
3 . 出展社への商談アポイント申請

事前申込制

東レ（株）

理事（研究）
複合材料研究所
所長
吉岡 健一

※敬称略。掲載の講師情報は2020年 10月8日時点。講師、内容が変更になる場合がございます。掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。
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詳細は

▲

前回（2020 年）の 会場 の 様子

［ 通常料金 27 , 000 円］

弊社ブースへようこそ

大阪大学国際共創大学院
学位プログラム推進機構
特任教授／
大阪大学名誉教授
平田 好則

1月22日［金］13：00〜14：30

VIP招待券 をお持ちの方は 基調講演 無料

オートモーティブワールド オンライン

検索

＜前回（2020年）見本＞

詳細 は

▲
▲
▲

接合技術 × 軽量化 最新動向

ALT- 6

対 象 者： 課 長 職 以 上

お気軽にお問い合わせください

アポイント ビデオ通話

ALT-4

VIP 招待券

特典付き

www.altexpo.jp/vip/

関連部署 、取引先 、同業者 の 方 へ
配布 ください !（本招待券1枚 で 1名 のみ 入場可）

招待券 の 追加請求 は

Web へ（ 無 料 ）

第 11 回

クルマの軽量化 技術展

下記の出展社一覧は 会期 約 3カ月前（2020年10月12日現在）のものです。

クルマの軽量化 技術展

•日本語QFORM V9…完全アダプティブ・
高速・鍛造シミュレーション

•日本語COPRA V2019…世界をリード
するロールフォーミング設計・解析統合
ソフトウェア
•Stampack Xpress…設計者のため
の直感的操作によるプレス成形高速
シミュレーション

（株）イーテック

• MIGHTYGRIP®…自動車用CFRP

部材の接着をはじめとした異種材料
接着用ウレタン系接着剤
•MIGHTYLOCK®…表面処理無しで
PPへの強固な接着を実現したアクリル
系接着剤
•SOFRYL…吸音(多孔質)、制振、付着/
剥 離 、低 通 気 、衝 撃 吸 収を有 する
アクリル 発 泡 体

出光興産（株）

•ザレック™SPS樹脂…軽量・高耐熱・

良電気特性のエンジニアリングプラス
チック。
•タフロン™PC樹脂…高透明・高強度
のポリカーボネート樹脂

ウシオ電機（株）

• 紫外線照射装置…瞬時・低温処理・

•XFiber Extension for Avizo…X線
CT 像から配向テンソルや繊維長、

省スペースにて硬化、乾燥、接着が
可能です。
スポッ
トタイプ紫外線照射装置…局所
•
的な紫外線硬化に適しており早く樹脂
フィルム
を硬化します。
オーアイテック（株）
• エキシマ照射装置…手頃な実験機
•特殊冷間圧造品…難加工材や特殊
から最先端のプロセス開発まで幅広く
形状での製品実現
サポート致します。
•アルミ圧造品…軽量化を目的とした
ボルトやパーツ部品
●NCC次世代複合材研究会
•端子部品の圧造提案…銅・真鍮製品
•2020年製軽量化リヤパネル…
の冷間圧造
工法で成形。成形条件の最適

LFT-D

柿原工業（株）
化により更に30%軽量化実現
•樹脂表面処理…金型設計製作から
•NCC次世代複合材研究会…CFRP
射出成形→めっき表面処理→塗装→
関連企業の新たなビジネスチャンス
組立の一貫生産
獲得を支援します
（株）
北川鉄工所
•炭素繊維複合材分野技術シーズ集…
•低温摩擦接合…低温(A1変態点以下)
CFRP分野の事業化や技術開発を
で行う、
組織変化と硬度変化の少ない
目的としたシーズを紹介
摩擦接合法です。
（株）浅野研究所
•ロボット加工ユニット…CFRPを高精度
•クイックレスポンスヒータシステム…
かつクリーンな作業環境で加工を行い
複合材加熱などに！IR加熱システムを
ます。
提供いたします
荒川化学工業（株）

•炭素繊維用水系強度向上剤…水系で
環境にやさしく天然素材をベースに
した繊維処理剤
•バイオマス系プラスチック添加剤…
ロジンケミカルを活かした新たな
プラスチック添加剤

川崎油工（株）

•ハイブリットサーボプレス…サーボ

モーター駆動による新機構を採用した
プレスです

•樹脂複合材成形システム…各種成形
に対応したプレス機械及び周辺装置
を提案します

岐阜県産業技術総合センター

•CFRTPi板材とAl板材の接合品…
CFRTP板材とAl板材を超音波振動
により数秒で接合

•鉄系ナットとAl板材の超音波接合品

…超音波接合法によりわずか数秒で
異種金属材料を接合

Thermo Fisher Scientific

•Thermo Scientific Avizo Amira
Software…研究開発向け2D-4D
デジタル画像解析ソフト

岐阜県

•リニア開業を見据えたビジネス環境

のご提案…災害・感染リスクに備えた
拠点の分散が可能

•本社機能移転に対する補助制度…
最大１０億円の優遇制度

•工場設置に対する補助制度…最大
１０億円の優遇制度

久保金属（株）

• 異種金属接合「 iMPACT 工法」…

軽量化・コスト低減を目的とした「異種
材料接合技術」

コニカミノルタ
（株）

•Ⅹ線タルボ・ロー受託撮影…複合材料
の繊維配向やウエルドを非破壊で
可視化します。
•分析サービス…タルボ・ロー撮影に
加え、顕微観察、材料分析、データ
解析も承ります。
•ソリューションの提案…タルボ・ロー
撮影と分析から最適ソリューションを
提案します。

サンワトレーディング（株）

•TEPEX（CFRTP・GFRTP）…連続

繊維熱可塑性複合材 軽量、高強度、
60秒成形、採用実績多数

>> 来場者登録欄

•マグネシウムリチウム合金（Mg-Li）
…比重1.5、超軽量合金
•KRELUS / クリロス（CFRTP用IR
ヒーター）…過加熱なく20秒で均一

なお、開催時には増減する可能性があります。

鹿沼光商事（株）

•ロボットシステム技術…生産現場に
寄り添ったロボットシステムのご提案
• ベンチマーク/ 彼我比較用 国内外
自動車部品/用品 取寄せ…世界各国 （株）
ノリタケカンパニーリミテド
•Digital Volume Correlation(DVC)
から部品や用品を調達
•超硬丸鋸切断機シンカットマスター…
…3Dデータの変位量と変形方向の
多種多様な鋼材を高速、高精度に切断
加熱、高効率の為省エネ
（株）共栄デザイン
可視化解析が可能
する装置です。
•石膏鋳造品…金型不要！精密ダイカスト
（株）ジュンコーポレイション
住友化学（株）
•モーター用加熱炉…樹脂硬化・焼嵌め・
並の精度と鋳肌！#アルミ合金#試作
•樹脂曲管パイプ…金属パイプの樹脂
•高剛性LCPコンパウンド…金属並み
焼 鈍の各 工 程に最 適な加 熱 炉を
開発#小ロット
化による、多工程の一体化及び軽量化
の剛性発現を可能にする射出成形用
御 提 案します 。
•ヒート＆クール製品…ピアノブラック調 共立精機（株）
ペレット
•HM-200WV…撹拌と同時に気泡を •セラポールクール…多孔質セラミックス
高外観製品 及び 薄肉化製品
•高衝撃吸収LCPコンパウンド…金属
を用いた微細孔方式ファインバブル
除去する装置。真空機能搭載でより
スコットベーダー・ジャパン（株）
並みの耐衝撃性発現を可能にする
発生器
高度な脱泡力が可能。
• 常 温 硬 化 型アクリル 系 接 着 剤 …
射出成形用ペレット
•HP-6040V-FA…全自動計測システム （株）半谷製作所
アクリル系接着剤の総合メーカー
•高EMIシールドLCPコンパウンド…
により、
無人で多種多様な工具刃物
精密プレス加工
プレモフォージング®
•
として幅広い品揃え
金属並みの EMIシールド性発現を
測定が可能。
…金型技術による精密プレス加工を
ソリッドワークス・ジャパン（株）
可能にする溶融成形材料
実現
•SOLIDWORKS CAD…世界で最も •MZ1-30A…球面、平面、外周の研削
日本エマソン（株）
装置。省スペースの加工装置。
冨士端子工業（株）
使われている3次元設計ツール
ブランソン事業本部
共和工業（株）
• 銅アルミ変換用バスバー…アルミと
•SOLIDWORKS SIMULATION…
•大型振動溶着機 M936L…大型部品
•シリコーンゴム製品全般…成形、加工、 銅導線システム間を安全に簡単に
SOLIDWORKSに完全統合された
溶着に最適1750x700mmのワーク
印刷、塗装を行います。
橋渡しします。
設計検証・解析ツール
サイズまで対応（特注可）
（株）
コスモスウェブ
堀正工業（株）
•3DEXPERIENCE WORKS…
フクビ化学工業（株）
ハー
ド設計
ソフ
ト設計
アー
トワーク
•
ヘンプ
•
100%不織布…ニードルパンチ
エンジニアリングクラウド・プラット
：薄層
• 炭素繊維複合材「タフジット」
設計の受託設計と製作…プリント基板
にて開繊。軽量で剛性及び耐久性の
フォームソリューション
プリプレグ…軽量、高強度、高剛性
1枚から量産迄
ある強化材
（株）
ダイワ
の CFRTP-UDシート
•卓上型3軸自動組立機「SPLEBO」
•NF50/PP50 不織布…天然繊維
•卓上画像検査…ポカ除け防止で作業
(スプレボ)…電子部品・機器製造メーカ
：チョップド
•炭素繊維複合材「タフジット」
50% PP50%の不織布。成形機にて
の抜けを確認できる卓上サイズの画像
シート…高強度、高剛性、高賦形な
向けFA機器
工業製品への成形が可能。
検査機です
CFRTP
•超音波電源装置…高周波(超音波)を
•ネイチャー 50 ペレット…PC ABS
•横方向ねじ締め機…ワークを自動判別 用いたカッターや洗浄機等、汎用的に
：引抜
• 炭素繊維複合材「タフジット」
GFとほぼ同等の強度を持ちながら
し、垂直・水平方向からのねじ締めを行
成形…軽量、高強度、高剛性が特長
使用可能
約20%軽量の強化剤。
います
の FRP 引抜成形
（株）小藤製作所
三ッ和工業（株）
（株）
タカギセイコー
藤森工業（株）
•チューブ切断機…極小サイズを微細
•異種金属を内径で摩擦圧接した製品
•メタシール…異素材接着のホットメルト • 樹脂製バンパービーム…熱可塑性
に切断できる専用機となります。仕様
…通常の摩擦圧接より更にコスト低減
欠陥情報の抽出が可能

■ 下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。

□ Ｂ 研究
□ F 経営

□ C 生産技術・製造・品質管理
□ G 営業・販売・マーケティング

□ Ｄ 調達・購買
□ H その他（

□ Ａ 自動車メーカー
□ E 電子部品／プリント基板メーカー
□ IＩ
Ｔ／ソフトウェア関連企業
□ M モビリティーサービスベンダー

□ Ｂ 自動車部品メーカー
□ F 材料メーカー
□ J 組込みシステム関連メーカー
□ N 自治体・官公庁

□
□
□
□

□ Ｄ 半導体メーカー
□ H 検査装置メーカー
□ L モーター関連メーカー
□ P 商社・代理店・その他（

□ Ａ 社長・役員クラス

□ Ｂ 部長・次長クラス

□ C 課長クラス

□ Ａ 導入のための企業・製品比較検討
□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集

□ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集
□ Ｅ その他（

□ C 業界参入・製品開発のための情報収集

□ Ａ 出展したいので連絡がほしい

□ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

2. あなたの会社（または団体）の業種は？

4. あなたの来場目的は？

5. 次回（2022年）の出展について

●いばらき成長産業振興協議会
（茨城県）
茨城スチールセンター（株）
（株）神戸製作所
三和ニードルベアリング（株）
（株）スペースフォトン
（株）ハシバモールド
（株）ハリガイ工業
（株）ベテル
（株）宮本製作所
岩谷産業（株）
宇都宮螺子（株）
エア・ウォーターＮＶ
（株）
（株）エイチワン
ATAキャスティングテクノロジー
ジャパン（株）
江崎工業（株）
エステック（株）
（株）エデックリンセイシステム
大阪真空化学（株）
大橋鉄工（株）
●（公財）岡山県産業振興財団
オーティス（株）
（株）
ゴフェルテック
大松精機（株）
水島機工（株）
（株）ラピート

C 電気・電子機器メーカー
G 製造装置メーカー
K 電池関連メーカー
O 加工企業

□ Ｄ 係長・主任クラス

）

）

□ E 社員・職員クラス
）
ALT-J

セミナー 全 180 講演 を 開催 !

事前申込制・同時通訳付（一部除く）

※

詳細・お申込みは

※同時開催展を含む

クラスターテクノロジー（株）
（株）三晃鍍金工業所
（株）サンコー技研
タチバナテクノス（株）
（株）ユニックス
ヨコタ工業（株）
（株）ファソテック
ブラザーインダストリアル
プリンティング（株）
ブラザー工業（株）
ブラザー工業（株）
（株）プロト
ホッティーポリマー（株）
松山技研（株）
真辺工業（株）
（株）丸菱電子
三菱マテリアル（株）
（株）
ミナミダ
（株）
ミヤタ
山下電気（株）
大和電機工業（株）
（株）ユニティトレーディング
横山興業（株）
（株）吉則螺子製作所
（株）
リガク

戸田工業（株）
日精電機（株）
日本合成化工（株）
日本電気硝子（株）
日本パリレン（同）
（一財）日本品質保証機構
パーソルR&D（株）
東山フイルム（株）
ファーフィールドサウンド（株）
（株）ファソテック
ファルコン電子（株）
フィーチャ
（株）
（株）富士通ビー・エス・シー
双葉電子工業（株）
Future Facilities（株）
（株）ベリサーブ

（蘇州岩谷金属製品有限公司）

ADVANCED SURGETECH
MATERIALS LTD.
Caresoft Global
CHOGORI TECHNOLOGY
CO., LTD.
CONNOR MANUFACTURING
SERVICES CO., LTD.
EURO GROUP
Gruner
GUOWANG MOULD
(DONGGUAN) CO., LTD.

（株）アポロジャパン
（株）NSCore
神田工業（株）

ASE Group
CANDERA GMBH
CREATE ELECTRONIC
OPTICAL CO., LTD.

（創研光電股份有限公司）

DOOSAN ELECTROThe Lee Company
MATERIALS CO.
ZHONGSHAN IWATANI
CO., LTD.（中山岩谷有限公司） H.P.B. OPTOELECTRONICS
ZHONGSHAN KASATANI CO., LTD. CO., LTD.
HI-LO SYSTEM RESEARCH
（中山笠谷精密機電有限公司）
CO., LTD.（河洛半導体）
第13回 国際 カーエレクトロニクス技術展
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
アナログ・デバイセズ（株）
RESEARCH INSTITUTE

アドバイザリー
コミッティー （敬称略・順不同）

軽量化 革新フォーラム 2021
ALT-1

軽量化と量産を両立させる
超ハイテンの最新動向

（弘城禾五金（トンカン）有限公司）

トヨタ自動車（株）

先進技術開発カンパニー

President
奥地 弘章

フェロー
豊増 俊一

（江西金力永磁科技股份（株））

（竣達ダイカスト
（トンカン）有限公司）

（国臣金属（トンカン）有限公司）

KAOCHEN METAL INDUSTRY
CO., LTD.（國臣金属工業有限公司）
KAOSHUO METAL
(DONGGUAN) CO., LTD.

（株）
ＳＵＢＡＲＵ

取締役専務執行役員
大拔 哲雄

（株）本田技術研究所
常務取締役
板井 義春

（国碩金属（トンカン）有限公司）

Knowles
OXIS Energy
PLUSPRINGS GROUP CO., LTD.
SUZHOU MODULE BONDING
TECHNOLOGY CO., LTD.
WELL ASCENT ELECTRONIC
(GANZHOU) CO., LTD.
（佳騰電業（赣州）有限公司）
第4回

日本製鉄（株）
執行役員
技術開発本部
鉄鋼研究所長
藤田 展弘

www.altexpo.jp/seminar/

接合技術 ×軽量化
最新動向

● 新型ハスラーの車体に

適用した接合技術

マツダ（株）
執行役員
工藤 秀俊

三菱自動車工業（株）
常務執行役員
藤本 直也

1月21日［木］
13:00〜14:30

● 異種接合材料の

大気腐食環境における
ガルバニック腐食評価

基調講演・特別講演
AUTO-K

全 12 講演

革新的な軽量材料とは？
次世代材料の最前線

用いた低炭素高性能
DP鋼の開発

代表取締役
専務執行役員
阿部 智也

（株）デンソー
執行職
林 新之助

AUTO-S2

山足 公也

豊田 啓治

執行役員
石塚 秀樹

マグナ・インター
ナショナル・ジャパン（株）
代表取締役
岩渕 裕光

Battery Research &
Development, Research
Scientist & Engineer,
Benedikt Friess
受講無料

本セミナーは、
上記の13名の
方々により
インフィニオン
テクノロジーズ ジャパン（株）
代表取締役社長
川崎 郁也

構築されました。

〜SUBARU価値の継承と超・革新〜

商品企画本部
プロジェクトゼネラルマネージャー
五島 賢

VIP なら 軽量化 革新フォーラム 3 セッション が 無料 に！
（通常 12,000 円 /1 セッション）

（ VIP 対象者：自動車・部品メーカーの社長、役員、部長、課長以上の方）

VIP のご紹介は

www.altexpo.jp/vip/

AUTO-2

1月20日［水］15：00〜16：30

•（株）デンソー

• マツダ（株）

1月21日［木］10：00〜11：30

AUTO-3

パワートレイン開発本部 MBD革新部 部長
横畑 英明

• アンシス・ジャパン（株）

システムズ&プラットフォーム BU 技術部 ACEチーム
シニアアプリケーションエンジニア 石井 通義

中村 智明

AUTO-4

1月21日［木］12：30〜14：00

次世代モビリティを実現する
E/Eアーキテクチャ最新動向

•（株）本田技術研究所

• 日産自動車（株）

•（株）ＳＵＢＡＲＵ

• Bosch Corp.

第一技術本部 自動運転PGM ゼネラルマネージャー
兼 先進安全設計部 担当部長 柴田 英司

〈講演内容〉
グランドツーリング思想など、SUBARUに脈々と受け継がれた
「価値」
を
「継承」
し、お客様のご期待を超える
「超・革新」
を遂げ、
SUBARUの未来を証明するために開発されたNew LEVORG。
どのようにSUBARUの技術を結集して商品化したか、開発責任
者の想いもあわせてご紹介する。

（株）
ＳＵＢＡＲＵ

理事（研究）
複合材料研究所
所長
吉岡 健一

自動車開発を革新する
モデルベース開発 最新動向

先進技術研究所 AD/ADAS研究開発室
エグゼクティブチーフエンジニア 波多野 邦道

技術者応援企画 開発秘話セミナー
ボッシュ
（株）

東レ（株）

スピードと安全性を両立する
ソフトウェア開発手法とは？

ソフトウェア事業部 主管技師長

Daimler AG

New LEVORG 開発ストーリー

研究開発と用途展開

トヨタ自動車（株）

進化を続ける自動運転の最新技術

1月22日［金］9：30〜10：30

1月22日［金］
13:00〜14:30

● PAN系炭素繊維の

Mid-size Vehicle Company
MSボデー設計部
第2アッパーボデー設計室

• 日立オートモティブシステムズ（株）
受講無料

本田技研工業（株）

AUTO-S4

クロージャーパネルの
開発

モビリティエレクトロニクス事業グループ
DX推進ディレクター（兼）デジタルイノベーション室長
成迫 剛志

執行役員
AIロボティクスビジネス担当
AIロボティクスビジネスグループ 部門長
川西 泉

四輪事業本部 ものづくりセンター
完成車開発統括部 車両開発二部
開発管理課 シニアチーフエンジニア
一瀬 智史

CFRPの現在地を探る！
適用事例と最新技術動向

ALT-6

1月20日［水］12：30〜14：00

AUTO-1

加速するEVへのシフト 〜EV 開発最前線〜
日立オートモティブ
コンチネンタル・
システムズ（株） オートモーティブ（株）
エグゼクティブ オフィサー CTO
執行役員

プロジェクトマネージャー
平田 好則

専門セッション

＜講師一部抜粋＞

1月21日［木］12：30〜14：00

新構造材料技術研究組合

第一技術本部
材料研究部 部長
河合 功介

主任
安達 善之

ソニー（株）

電子技術・システム技術開発本部 理事／
アライアンスグローバルVP
吉澤 隆

（株）
ＳＵＢＡＲＵ

講演の最新情報は
こちらをご覧ください

www.altexpo.jp/seminar/

1月20日［水］10：00〜11：30

日産自動車（株）

大阪大学国際共創大学院
学位プログラム推進機構
特任教授、大阪大学名誉教授／

● CFRPを用いた

▼

プロジェクトにおける
接合技術開発について
大阪大学

1月22日［金］
10:30〜12:00

● Nbマイクロアロイを

ソフトウェア中心のクルマ作りへ モビリティの未来はどう変わるか
（株）ケーヒン

の重要性 最新事例と
今後の展望

大阪大学

大学院工学研究科
マテリアル生産科学専攻
マテリアル科学コース
材料機能化プロセス工学講座
生体材料学領域 教授
中野 貴由

Managing Director
and Technology
Consultant for
CBMM
Bian Jian

総合技術研究所
第二研究センター
センター長
小崎 匠

● 高まるマルチマテリアル化 ● NEDO/ISMA

原子配列制御の世界

パワートレイン生産技術開発本部
パワートレイン技術企画部
パワートレイン技術統括グループ
エキスパートリーダー
（新商品工法開発）
塩飽 紀之

ALT-5

軽量化のキーテクノロジー！ 1月21日［木］
マルチマテリアル化 最前線 10:30〜12:00

ALT-3

Manufacturingで開拓する

Niobium Tech
Asia Pte Ltd

日本パーカライジング（株）

四輪プラットフォーム・
HMI開発部
係長
粂田 祐介

3Dプリンティングが実現する 1月20日［水］
13:00〜14:30
クルマの新設計

日産自動車（株）

▼

スズキ（株）

自動運転 EXPO

アイサンテクノロジー（株）
ＡＩｍｏｔ
ｉ
ｖｅ
（株）
（株）オーピーティー
アバテック（アジア）
（工業技術研究院）
岡谷鋼機（株）
（株）アメフレック
JENTECH PRECISION
（株）カタナコーポレーション
（株）アルゴグラフィックス
INDUSTRIAL CO., LTD.
Altia Japan（株）
KEEPER TECHNOLOGY CO., LTD. キーコム（株）
（株）e・オータマ
コーンズテクノロジー（株）
（キーパーテック（株））
（株）Immersion Japan
（株）CRI・ミドルウェア
NEXTCHIP CO.,LTD.
ヴィスコ・テクノロジーズ（株）
SHENNAN CIRCUITS CO., LTD. CBC（株）
エア・ブラウン（株）
SHENZHEN CENKER
住友電気工業（株）
AVX ECIS（株）
ENTERPRISE LTD.
損害保険ジャパン（株）
SMFLレンタル（株）
（深圳市岑科实业有限公司）
（株）東陽テクニカ
STマイクロエレクトロニクス（株）
STONKAM CO., LTD.
トライオプティクス・ジャパン（株）
エスペック（株）
SUNNET INDUSTRIAL CO., LTD.
（株）バーチャルメカニクス
ENEOS（株）
SUNSHINE ELECTRONICS
（株）
フォーラムエイト
ＥＮＥＯＳテクノマテリアル（株）
CO., LTD.
沖エンジニアリング（株）
（株）bryka
第12回 EV・HV・FCV技術展
（株）押野電気製作所
マイクロウェーブファクトリー（株）
（株）アサダ
カトーレック（株）
Amulaire Thermal Technology INC.
アサヒ通信（株）
関西電子工業（株）
DJI JAPAN（株）
ＡＳＴＩ
（株）
（株）カンデラ ジャパン
STARS MICROELECTRONICS
（株）アドバンストテクノロジー
（株）木村洋行
(THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
石坂電器（株）
クラボウ
SUNTECH CO., LTD.
（株）イズミ技研
（株）
グローブ・テック
（株）
生方製作所
（株）ケミトックス
第9回 コネクティッド・カー EXPO
（株）エフ・シー・シー
ＫＯＡ
（株）
大垣精工（株）
（株）アイ・アール・システム
加賀電子（株）
サイエンスソリューションズ（株）
（株）岐阜多田精機
（株）iPX
関東冶金工業（株）
ザイリンクス（株）
（有）シバ金型
ACTIA Japan（株）
黒田精工（株）
サティヤムベンチャー
（株）セントラルファインツール
コアレスモータ
（株）
NECソリューションイノベータ（株）
エンジニアリングサービス
東邦工業（株）
サンコール（株）
プライベートリミテッド日本支社
エム・シー・エム・ジャパン（株）
（株）遠山機材
三洋貿易（株）
サン電子工業（株）
（株）ニコン・
トリンブル
ス
トーブリ
（株）
Ｊ
Ｘ液晶
（株）
日本テラデータ
（株）
●栃木県企業立地促進協議会
（株）ソルトン
テクノリサーチ（株）
JFE
日本電気
（株）
戸畑鉄工（株）
（株）
ダイセル
（株）昭和丸筒
（株）友栄精密
日本電気通信システム（株）
（株）TOP
新東Sプレシジョン（株）
豊橋鍍金工業（株）
NIRA Dynamics
日本電磁測器（株）
スミダコーポレーション（株）
（株）名高精工所
日本パナトロニック（株）
住友ベークライト
（株）
第1回 MaaS EXPO
ナミテイ
（株）
日本ピストンリング（株）
センスシングスジャパン（株）
西岡可鍛工業（株）
（株）OTSL
（株）ファインスティール
（株）センスタイムジャパン
（株）日進製作所
KOTO circuit
エンジニアリング
大日本印刷（株）
日本コーティングセンター（株）
（株）JVCケンウッド
ファインツール・ジャパン（株）
●台湾パビリオン
日本積層造形（株）
（株）スマートドライブ
（有）フォーユーエクスプレス
日本プラズマトリート
（株）
TAIWAN TRANSPORTATION
東洋電産（株）
福原貿易（株）
（株）野口製作所
VEHICLE MFRS ASSOCIATION
日本システムウエア（株）
ハーマン・ウルトラソニック・ジャパン（株） AUTOEQUIPS TECH CO., LTD. ●ブライテック／
（株）ネクスト・ワン
大分県産業科学技術センター
服部板金工業（有）
KINGSTATE ELECTRONICS
（株）PTVグループジャパン
パナソニック（株）
（株）ブライテック
CORP.（キングステート（株））
ホンダモビリティソリューションズ（株）
パナソニック デバイスSUNX（株） TECH-CAST MFG.CORP.
（株）
フリン
ト
パルステック工業（株）
（株）モビリティープラス
（株）べステック
（株）高砂製作所
（株）ユナイテッド システム
●東大阪商工会議所
（株）ボルグワーナー
タツタ電線（株）
（株）
ヨコオ
マークラインズ（株）
（株）中外
（株）アオキ
（株）
りゅうにちホールディングス
マーポス（株）
帝国インキ製造（株）
（株）アリック・ティ・シー
GNST
CO., LTD.
（株）マグプロスト
テクマトリックス（株）
（株）カツロン
デンカ（株）
共栄ダイカスト
（株）
リズム（株）
Perseus CO., LTD.

講演の最新情報は
こちらをご覧ください

ALT-4

JUNDA DIE-CASTING
(DONGGUAN) CO., LTD.

ALT-2

生産技術

日産自動車（株）

www.automotiveworld.jp/seminar/

監修：新構造材料技術研究組合（ISMA）理事長／東京大学 名誉教授 岸 輝雄

● ゲームチェンジを起こす ● 金属Additive

現状と今後の展望

HONDWAY MOULD
(DONGGUAN) CO., LTD.
（弘禾偉金型（トンカン) 有限公司）
JLMAG RARE-EARTH CO., LTD.

KAOCHEN METAL
(DONGGUAN) CO., LTD.

1月20日［水］
10:30〜12:00

● 超ハイテン開発の

（国旺金型（トンカン）有限公司）

HANGZHOU GUANKUN
TECHNOLOGY CO., LTD.
●北部九州自動車産業
HCH HARDWARE
アジア先進拠点推進会議（福岡県） (DONGGUAN) CO., LTD.

北陸電気工業（株）
（株）北光
ボッシュ
（株）
AEROSPACE SIYUAN AUTOMOTIVE マグナ・インターナショナル・ジャパン（株）
ミック電子工業（株）
MATERIAL TECHNOLOGY
三菱ガス化学（株）
(SHANGHAI) CO., LTD.
（航天思遠自動車材料技術（上海）
（有）） 三菱ガス化学トレーディング（株）
BANGKOK AI-TOA CO., LTD. （株）村田製作所
ユニチカ（株）
（バンコク アイ・
トーア）
CHIPS INVESTMENT CASTING INC. 横河計測（株）
横河ソリューションサービス（株）
（CHIPS精密鋳造（株））
ラピステクノロジー（株）
GFM GmbH
HANGZHOU SEENPIN ROBOT 利昌工業（株）
（株）両毛システムズ
TECHNOLOGY CO., LTD.
（杭州新剣ロボットテクノロジー（株）） ローム（株）
JIANGSU JINHU FUEL FEED （株）ワイ・エス・エス

PUMP CO., LTD.
Smeral Brno a.s.
SUZHOU IWATANI METAL
PRODUCTS CO., LTD.

レイモンジャパン（株）

▲
▲
▲

□ Ａ 設計・開発
□ E 商品企画

3. あなたの役職（クラス）は？

（株）イナック
（株）井上鉄工所

（株）小野測器
樹脂と炭素繊維の複合材で大型構造
変更も可能です。
が図れます
部品を軽量化
•各種ゲージ…お客様の仕様に合わせ •摩擦圧接を活用した精密部品サンプル （株）加藤製作所
•樹脂複合材の発泡成形品…連続した
カトー
た各種ゲージの製作を致します。
…コスト低減・短納期を摩擦圧接工法 （株）
強化繊維と発泡樹脂の組合せで軽量 （株）
（株）兼松KGK
ＴＡＮＯＩ
で提案します
化と高剛性を両立
（株）
カネミツ
•削出しインペラー…外径φ25〜φ60
•高精密部品加工サンプル…三ッ和の
•CNF樹脂成形品…CNF（セルロース
（株）キャスト
lot:試作〜量産対応可
加工技術をアピール
ナノファイバー）を配合した射出成形
協和工業（株）
•鋳造インペラー…2010年よりターボ （株）ヤマシナ
材料の成形・塗装品
メーカー向けベトナム量産中（生産
•CFRP用ナット・カラー 「アルアーマ 極東技研工業（株）
（株）チューブフォーミング
能力 14万個/月）
ナット」…CFRPの電食対策に使用で 桑原鋳工（株）
•衝撃荷重吸収用折紙工学パイプ…
•ベーンノズル…量産切削加工を世界
きるアルミナット
折紙工学を金属パイプに適用し衝撃
初の実績、VGターボの世界的普及に •高強度アルミボルト…自動車用の素材 ●経済産業省
（有）アートスクリュー
大きく貢献
荷重吸収用に開発
を使用したアルミボルトです。
•産業ロボット用ドライブシャフト…冷間 富士フィルター工業（株）
•低コスト ウォームギア…切削でない、 アダマンド並木精密宝石（株）
カシメ加工のみによる部品結合
•様々な素材の金属焼結フィルター…
平転造で作る低コストギアです。電気 （株）IMUZAK
素材力と加工技術のご提案を行って
北川精機（株）
東洋ドライルーブ（株）
駆動化に。
まいります
久保田鐵工所
•固体被膜潤滑剤 DRILUBE…潤滑性
ユニオン合成（株）
を主性能とした付加価値を一枚の被膜 三福工業（株）
•プラスチック2色成形品…材質の異なる （株）小西金型工学
フロロシート…フロロシートの
•MF
で有する多機能被膜
2つのプラスチックを一体成形できます。 （株）松徳工業所
誘電率：1.22と極めて低い誘電特性 •エラストマー成形品…柔軟性を持った （株）
•速乾性潤滑剤 LUBICK…常温速乾
タマリ工業
を有しております。
樹脂の成形品です。ゴム代替としても （株）動研
タイプで手軽に潤滑性能を付与でき
（株）湯原製作所
ご提案出来ます
ます
（株）戸田レーシング
•エンプラ、インサート成形品…金属
•発熱被膜…被膜に電流を流すことで、 •連続極小曲げ加工…曲率0.7Dでの
日本マテリアル（株）
連続極小R曲げ加工にて省スペース化
代替樹脂としてご提案出来ます。金属 （株）ハイタック
面全体を発熱させる被膜です
が可能です。
インサートも可能
東洋紡（株）
北陽電機（株）
（株）Luci
•東洋紡ブレスエアー製シート…「快適 日型工業（株）
森鉄工（株）
空間」と「軽量化」を両立した次世代
•高機能金型…熱膨張による型歪みを •ルーチ・タープ…影の出ない、高演色面
（株）
コイワイ
発光の検査照明
自動車シート
最小限にする。バリレス・サイクルタイム
紅品科技東京（株）
• ルーチ・レクタ AAA スペクトC …
•東洋紡エンジニアリングプラスチック
向上
高演色でスリムな形状の検査照明 （株）サンウェル
…高剛性、放熱、難燃などの機能性を 日本省力機械（株）
付与した樹脂
•ロボットティーチング 加工パス自動 ADVANCED INTERNATIONAL 島津産機システムズ（株）
（株）ジュピターコーポレーション
MULTITECH CO., LTD.
所沢軽合金（株）
生成 …独自アルゴリズムで工数大幅
誓和工具（株）
(明安国際企業（株）)
削減の技術
•ダイレクトキャスト鋳造…ダイカスト製品
•成型品の縮み狂いに追従する 倣い 第7回 自動車部品＆加工 EXPO ゼノー・テック（株）
と同等レベルの試作・小ロット鋳造。
双和化成（株）
加工技術 …成型品取り出しから2次
精密鋳造。
（株）IHI物流産業システム
加工の完全自動化
（株）
タイガーサッシュ製作所
•ティーキャスト鋳造…特殊専用設備を
逆転の発想 … ●愛知県
（株）大日工業
使用し緻密な組織で形成できる鋳造品 •バリ取り自動化へ
バリ容認成型法と組み合わせて大幅
を作る方法。
タイメック（株）
（株）アサヒメッキ
•金型鋳造（ＧＤＣ）…シェル中子を使用し、 コストダウン
（株）
タイヨーアクリス
旭鍍金（株）
（株）
中空な製品も作れる鋳造。大小ロット ネクサス
（株）
橘技研
•超高精度マグネシウム合金射出成形 （株）アドウェルズ
対応可。
塚田理研工業（株）
アネスト岩田（株）
技術…世界最先端の材料開発から
ティエフオー
（株）
●栃木県
アユミ工業（株）
加工技術まで提案
TBK木村可鍛（株）
•栃木県自動車関連部品企業の優れた •マグネシウム特殊コーティング技術… 石井工業（株）
デザインパーツ（株）
いすゞエンジン製造北海道（株）
技術を展示…切削、鋳造、曲げ加工、
世界最先端の特殊表面加工技術を
（株）伊東NC工業
レンズ加工等
ご提案
●東海国立大学機構 岐阜大学

●本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付へご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。●一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジ
の提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。●会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、
弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載
を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □ ●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ●感染者発生時
には、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ
（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

▼アンケートにお答えください。
1. あなたの職種は？

www.automotiveworld.jp/eguide/

▲
▲
▲

第11回

（株）アサカ精機
アプライドデザイン（株）

最新の出展社情報はWeb へ

▲
▲
▲

出展社・製品一覧

最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。

1月22日［金］9：30〜11：00

AUTO-5

電子技術・システム技術開発本部
電子アーキテクチャ開発部 部長 辻岡 史郎

Automotive Electronics Japan, RBU Body Electronics
General Manager & Body Electronics Gr. 1
Section Manager, Aleksandar Duric

AUTO-6

1月22日［金］12：00〜13：30

次世代電池の主役とは？
電池開発最前線

AI で自動運転はどこまで進化するか

•（株）エンビジョンAESCジャパン

•（株）東芝

• 講演者調整中

•（株）ジェイテクト

常務執行役員 製品開発担当
明石 寛之

研究開発本部 研究開発センター 知能化システム研究所
メディアAIラボラトリー 主任研究員 関 晃仁

最新情報はWebをご確認ください。

常務取締役 ステアリング事業本部長
松岡 浩史

お問合せ先
主催者 リード エグジビション ジャパン（株）展示会事務局

〒163-0570 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 18 階
FAX: 03-6683-7818（展示会） Web：www.altexpo.jp
E-mail: visitor-auto@reedexpo.co.jp

講

演

に関するお問合せは ▶

展示会

に関するお問合せは ▶

TEL:
TEL:

03-5259-9056 （受付：10：00〜18：00 土・日・祝 休み）
03-5324-12 3 2 （受付： 9：00〜18：00 土・日・祝 休み）

※敬称略。2020年10月 8日現在。セッションの録音、写真・ビデオ撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合がございます。なお、掲載枠上 講師の所属・役職を省略している場合もございます。あらかじめご了承ください。

