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名古屋

オートモーティブ ワールド 2019

クルマの 軽量化
技術展

主 催： リード

主催者

20日［金］のみ17: 00 終了

会 場： ポートメッセなごや

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

エグジビション ジャパン（株）

TEL：03 - 5302 - 3141 FAX：0120 - 006 - 735

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。

主
催
者

当社があなたをご招待いたします

2019 年 9 月18 日［水］〜 20 日［金］10 : 00 〜18 : 00

リード エグジビション ジャパン（株）
いし づみ

代表取締役社長 石積 忠夫

名古屋

最新情報は Web へ

▼

会 期：

www.altexpo-nagoya.jp

クルマの軽量化 技術展をはじめ、年間 231 本をポートメッセなごや、

東京ビッグサイト、幕張メッセ、
インテックス大阪、パシフィコ横浜などで開催。
今後、全国で年間 300 本の開催を目指す。

本展は 商談・技術相談 のための展示会です
来場対象者
下記の 技術者・経営者 など

自動車 メーカー
自動車部品 メーカー

◆ 新製品・新技術を

比較、導入

◆ 課題についての

二輪車 メーカー
航空機 関連 メーカー
上記以外で

軽量化技術を
導入したい方

商談内容

技術相談

◆ 見積り
・導入時期の

打合せ

…など

前回（2018年）の 商談風景

広
げ
て
両
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

併催展含め

CFRP、加工技術 など 最新 の 軽量化技術 370 社 出展

第 3 展示館

総称

名古屋

第 2 回 名古屋

〈 本招待券で 全展に入場可 〉

カーエレクトロニクス 自動運転
●

車載半導体

●

センサ

●

電子部品・材料

●

LiDAR

●

車載ソフトウェア開発ツール

●

カメラ

●

テスティング関連技術

●

半導体／AI

●

ECU製造・検査

●

●

電子制御ユニット

●

…など

電池技術

●

クルマの軽量化

自動運転 実験車両

技術展

名古屋

成形・加工技術
軽量部品

軽量化 革新フォーラム

ALT- 1

設計・シミュレーション
ツール

ALT- 3

9月 18 日［水］10：30 〜12：00
トヨタ自動車（株）
先進技術開発カンパニー
先進ボデー開発部
チーフプロフェッショナルエンジニア

業界初の新技術

三国 敦

…など

事前申込制

加工機／工作機械

●

表面処理／熱処理

●

自動車部品

●

試作・量産受託

金属・合金

●

金型／金型部品

●

成形・加工技術

●

軽量部品

●

測定・検査装置

●

設計・シミュレーションツール
全講演の情報は
裏面 へ

高まるマルチマテリアル化の重要性 最新事例と今後の展望

9月 19 日［木］12：00 〜13：30

三菱ケミカル（株）

●

●

軽量化 革新フォーラム を 同時開催！
軽量化 革新フォーラム

加工技術

CFRP／樹脂

…など

CFRP 開発の現状と展望

●

●

出入口

金属・合金

…など

第 2 回 名古屋

コネクティッド・カー
ソリューション

（株）
ＳＵＢＡＲＵ

事前申込制

京都大学大学院

愛知研究所
上席主幹研究員

第一技術本部
材料研究部 部長

工学研究科
機械理工学専攻 教授

杉浦 直樹

河合 功介

西脇 眞二

…など

ALT- 4

軽量化の要！異種材料接合・接着の最新技術

9月 19 日［木］14：30 〜16：00
マツダ（株）
技術研究所
先進ヒューマン・ビークル研究部門
コンフォートビークル研究
アシスタントマネージャー
山本 研一

事前申込制

大阪大学

軽量化 革新フォーラム

ALT- 6

超ハイテン大量採用時代の到来か！開発最前線

9月 20 日［金］12：00 〜13：30
（株）本田技術研究所

事前申込制

名誉教授／
接合科学研究所
招聘教授

四輪R&Dセンター
第9技術開発室
第4ブロック 主任研究員

執行役員
技術開発本部
鉄鋼研究所長

中田 一博

種植 隆浩

藤田 展弘

敬称略。講師、プログラムが変更になる場合がございます。なお、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。

本展は 、
特別
企画

…など

ポ ートメッセなごや は
近くて便利 です !

CASE (

2019年 9月 名古屋
2020年 1月 東 京

)

Connected、Autonomous、
Shared、Electric

スタートアップ企業 が 展示
場所 : 会議室

イスラエル 、アメリカ 、
中国 などから15 社 が 出展
詳細は

www.automotiveworld-nagoya.jp

参加歓迎

開会式

初 日

9/ 18［水］

自動車業界 トップ

＜イメージ＞

9：30〜

40 名が 参列！

電車・バス・車でアクセス良好

24 分
直行バス 30 分

●

名古屋駅から 直通電車

●

金山駅から

●

会場付近に

大規模駐車場を完備

名古屋駅

24 分

金城ふ頭駅
直行バス

金山駅

約 30 分

豊田JCT

約 30 分

自動車

日本製鉄（株）

前回（ 2018 年）の会場風景

年2回 開催します

本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。

あおなみ線
軽量化 革新フォーラム

20, 000 名 が 来場

自動車部品 ＆
加工 EXPO

システム 技術展

モータ・インバータ技術

愛知 、静岡 、岐阜 、三重 、近畿 を 中心に

第 2 回 名古屋

EV・HEV 駆動
●

下記のメーカー、商社 など

CFRP／樹脂

第 2 回 名古屋
出
入
口

EXPO

熱・ノイズ対策

第2展示館

オートモーティブ ワールド 2019 計370社が出展

第 2 回 名古屋

技術展

裏面へ

本招待券に掲載の出展社数・来場者数は、併催展を含む2019 年 4 月 26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。 ※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む。

ポートメッセなごや 会場レイアウト図

●

出展社

出展社一覧 は

※

▼
▼
▼

2

名古屋

O
P
E
N
!

▼
▼
▼

総称

※

徒歩

前回（ 2018 年）の開会式風景
ポートメッセ
なごや

※所要時間は交通状況により前後します。

その他の交通手段・詳細は

▼
▼
▼

招待 券 130社を加え 370 社 出展！
初めて出展する

www.altexpo-nagoya.jp

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
名古屋クルマの軽量化技術展

検索

（無料）

www.altexpo-nagoya.jp

第2回 名古屋

クルマの軽量化 技術展

長寿命、省スペース
• 紫外線積算照度計 UVPF-A２…290〜
430nmの幅広い波長域を測定
• UV/IRコンベア装置…UV及びIRの
光源の組み合わせ照射実験に最適

（株）愛幸発條
• マルホフォーミングで成形した加工品

…複雑な形状を大量生産が出来ます。

• NCフォーミングで成形したバネ製品…
線径2.0以上のスプリングを大量生産
できます。

（株）アイセロ
• 熱接着フィルム「フィクセロン 」…

熱での圧着で異種素材接着を可能に
する接着フィルム

愛知機械テクノシステム（株）
• 無人搬送車（AGV）…工場内、物流

倉庫内の搬送無人化を実現する各種

AGVを展示します。
• マルチロガー…電力測定による切削
加工機の刃具の摩耗、異常等のAIによる
監視モニター

アイティシー（株）
• 三次元中空構造ガラス織物「パラビーム
3D」…軽量化・高機能
• 炭素繊維織物…軽量化、高機能
• 炭素繊維組紐…軽量化、seamless
pipe
旭電器工業（株）
• 原着メタリック…高輝度で複数穴等複雑
な形状でもウエルドレスを達成！

• 原着ピアノブラック…高光沢、高漆黒で

●韓国パビリオン

DAEGU GYEONGBUK
MACHINERY COOPERATIVE
（大邱慶北機械協同組合）
• Automobile component

DAEWON TRADING CO.

（大圓交易）
• ファインセラミックス ピン…車のナット

溶接に必要な固定ピン
• 真空部品…真空装置を使用して製品を
輸送するためのアクセサリ

スガツネ工業（株）
• フリーストップモーション…蓋、カバー

を任意の位置でピタッと止めることでき
ます！
• パワーアシストモーション…重い蓋や
カバーの開閉をアシストしてかるがる
開けられます！

スターテクノ
（株）
• ブラケット圧着機…樹脂製部品を接着

なお、開催時には増減する可能性があります。
（株）ファソテック
• ３DEXPERIENCE CATIA…軽量化・

品質向上 トポロジー最適化解析
ソリューション
• Markforged METAL X…安全で手軽
に高品質の金属部品を製造する金属３D
プリンタ
• Markforged X7/Mark X…連続
カーボンファイバーを使用して造形する
世界発の３Dプリンタ

GITC - GYEONGBUK
INSTITUTE OF IT
CONVERGENCE INDUSTRY
TECHNOLOGY

ヘレウス（株）
• 自動車部品への部分加熱装置…金属

山下電気（株）
MING CHIANG PRECISION
• 細管ヒータ式Heat＆Coolシステム…
CO., LTD.
3D形状内装樹脂部品に最適なHeat＆ Well Buying Industrial Co., Ltd.
Coolシステム
• ピアノブラック無塗装ウエルドレス成形品 ●台湾パビリオン

GITC - GYEONGBUK
INSTITUTE OF IT
CONVERGENCE INDUSTRY
TECHNOLOGY

＜ 名古屋 カーエレクトロニクス技術展＞

（株）アイ・アール・システム
IARシステムズ（株）
アイティアクセス（株）
（株）iPX
（株）アテックス
（株）アドバンスド・データ・コントロールズ
アナログ・デバイセズ（株）
アピックヤマダ（株）
（株）e・オータマ
（株）イーディーピー
●イスラエルパビリオン

ISRAELI PAVILION

（株）ウォンツ

AdaCore
AVX EC&IS（株）
ATEサービス（株）
SVXR

ＦＰＴジャパンホールディングス（株）
オン･セミコンダクター
●韓国パビリオン

GITC - GYEONGBUK
INSTITUTE OF IT
CONVERGENCE INDUSTRY
TECHNOLOGY

キーサイト・テクノロジー（株）
（株）
グローブ・テック

KEMET Corporation

（株）
コーワメックス
サン電子工業（株）
シーマ電子（株）
JFEテクノリサーチ（株）
島津産機システムズ（株）
伸榮産業（株）
神栄テストマシナリー（株）
進工業（株）
住友ベークライト
（株）
積水ポリマテック（株）
蘇州グードアックエレクトロニクス
第一実業（株）
太陽社電気（株）
●台湾パビリオン

TAIWAN ELECTRICAL
AND ELECTRONIC
MANUFACTURERS'
ASSOCIATION (TEEMA)
EXCEL CELL ELECTRONIC
CO., LTD.（（株）百容電子）

仕燿（株）
Ｔ-グローバルテクノロジー（株）
日本旭立科技（株）

MAX ECHO TECHNOLOGY
CORP.

（株）SEIL HITEC Co., LTD.
（セールハイテック）
（株）多賀製作所
（株）TOP
日本電磁測器（株）
不二ラテックス（株）
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）
ブレインズテクノロジー（株）
（株）マルナカ
ユニオン電機（株）
（株）ルッドリフティングジャパン

双和化成（株）
ソリッドワークス・ジャパン（株）
（株）ソルトン
（株）ソルベックス
タイメック（株）
太陽化成（株）
大和化学工業（株）
●台湾パビリオン

TAIWAN TRANSPORTATION
VEHICLE MANUFACTURERS
ASSOCIATION
銘承精密工業（株）

APLUS MOLDS & PLASTICS
CO., LTD.
POTZU FORGING CO., LTD.
TAIWAN JINYE
DEVELOPMENT
ENTERPRISE CO., LTD.

（有）滝塚製作所
（株）たけびし
（株）
タツミ
辰己屋金属（株）
HOSCH GUENTHER
千曲市産業支援センター
INDUSTRIAL GLUE CO.
OBRIST POWERTRAIN GMBH CHIPS精密鋳造（株）
（株）チューブフォーミング
＜ 名古屋 自動運転 EXPO＞
塚田理研工業（株）
アナログ・デバイセズ（株）
ツジカワ（株）
JapanTaxi（株）
（株）ツシマエレクトリック
新明工業（株）
電子磁気工業（株）
センサーテック
東京端一（株）
日本信邦電子（株）
ＴｕＳｉｍｐｌｅ
東邦機械工業（株）
日本電気計器検定所
データテクノロジー（株）
トーカロ（株）
（一財）
日本品質保証機構（略称 JQA） 名古屋大学COI
（株）友栄精密
伯東（株）
日本マルコ（株）
豊田通商（株）
PLK
日本モレックス（同）
（株）ナノテック
ファーフィールドサウンド（株）
（株）ネクスティエレクトロニクス
ナミテイ
（株）
ホシデン（株）
（株）
ノイズ研究所
日昌（株）
（株）マクニカ
バーテックス（株）
日本コーティングセンター（株）
HU LANE ASSOCIATE INC.
萩原エレクトロニクス（株）
日本装置開発（株）
INTEGRITY
SECURITY
萩原テクノソリューションズ（株）
（株）
ノリタケカンパニーリミテド
SERVICES
萩原電気グループ
ハーマン・ウルトラソニック・ジャパン（株）
Simyog Technology Pvt. Ltd.
日立化成（株）
（株）パイオニアマシンツール
VIAVI SOLUTIONS INC.
ファインネクス（株）
＜ 名古屋 自動車部品＆加工 EXPO＞ （株）バンテック
（株）フィッシャー・インストルメンツ
（株）半谷製作所
（株）アートウインズ
（株）フォトロン
（株）光金属工業所
アートウインズ・シートメタル（株）
（株）フロンティア・テクノロジー
（株）
ビズリーチ
アイコクアルファ
（株）
（株）ベリサーブ
ビュルケルトジャパン（株）
IPGフォトニクスジャパン（株）
（株）ポップコーンザー・ジャパン
（株）平出精密
（株）青海製作所
マウザーエレクトロニクス（同）
府中商工会議所
浅井産業（株）
マクダーミッド・パフォーマンス・
（株）プロト
アサヒフォージ（株）
ソリューションズ・ジャパン（株）
（株）AZUMA・製造元：石原工作（株） プロトラブズ（同）
三菱ガス化学（株）
（株）プロトワーク
アテック（株）
武蔵エンジニアリング（株）
（株）豊栄商会
アプライドデザイン（株）
（株）村田製作所
豊盛工業（株）
アルテック（株）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス（株） 池田工業（有）
ボーセイキャプティブ（株）
ポーライト
（株）
UTテクノロジー（株）
（株）イナック
（株）ホクト精工
（株）岩田製作所
行田電線（株）
インフィコン（株）
（株）松村精型
ユニテック ジャパン（株）
エクスロン・インターナショナル（株） 松本興産（株）
横河計測（株）
江崎工業（株）
松山技研（株）
横河ソリューションサービス（株）
エドモンド・オプティクス・ジャパン（株） 真辺工業（株）
リコー電子デバイス（株）
（株）ENN BRIGHT
（株）
ミスズ
（株）
レスターエレクトロニクス
（株）オージック
（株）
ミナミダ
COMPUTIME LTD.
（株）大橋製作所
ミヤマ精工（株）
CREATE ELECTRONIC
（株）岡井鉄工所
メイホー（株）
OPTICAL CO., LTD.
沖エンジニアリング（株）
（株）メック
（創研光電股份有限公司）
（株）片岡機械製作所
メトロ電気工業（株）
GOOD YEAR ELECTRONIC
（株）神谷商会
（株）モノミラ
MFG CO., LTD.
（株）
キーエンス
（株）ユニティトレーディング
ILSHIN PLASTIC CO., LTD.
北川精機（株）
横浜油脂工業（株）
JIANG YIN SINBON
桑原鋳工
（株）
横山興業（株）
ELECTRONICS CO., LTD.
（株）
京信
（江陰信邦電子有限公司）
（株）吉則螺子製作所
紅品科技東京
（株）
LG INNOTEK CO., LTD.
（株）ワタナベ ワイヤー加工センター
興和光学（株）
LIN HORN TECHNOLOGY
CMS CO., LTD.
コパル
・
ヤマダ
（株）
CO., LTD.
DAEGU PRECISION CO., LTD.
斉藤光学（株）
NIRA Dynamics
DOU YEE TECHNOLOGIES
（株）三洲ワイヤーハーネス
PTE. LTD.
SMART ELECTRONICS INC.
三洋貿易（株）
N.Y.C. INDUSTRY CO., LTD.
XIAMEN ONE MAGNET
SEAVAC（株）
NEDEC CO., LTD.
ELECTRONIC CO., LTD.
J.P.C（株）
OZE INDUSTRIAL CO., LTD.
＜ 名古屋 EV・HEV 駆動システム技術展＞
（株）樹研工業
QINGDAO MADISON
旭化成ワッカーシリコーン（株）
（株）新都
INDUSTRIAL CO., LTD.
（株）アテクト
新東工業（株）
SGF SUEDDEUTSCHE
岡谷鋼機（株）
（株）SCREENホールディングス
GELENKSCHEIBENFABRIK
（株）小田原エンジニアリング
住友重機械工業（株）
GMBH & CO. KG
カイゾンジャパン（株）
（株）セイエン
SGF THAILAND CO., LTD.

名古屋

ALT-1

軽量化 革新フォーラム

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

9月18日［水］
10:30〜12:00

CFRP 開発の現状と展望

CFRPの自動車車体への適用

炭素繊維複合材料の技術状況と
自動車への適用について

ALT-2

航続距離の鍵！EVの軽量化

www.automotiveworld-nagoya.jp/seminar/

愛知研究所
上席主幹研究員
杉浦 直樹

久島 和実

三菱ケミカル（株）

先進技術開発カンパニー
先進ボデー開発部
チーフプロフェッショナルエンジニア
三国 敦

軽量化の要！
異種材料接合・接着の最新技術

自動車における構造接着技術の
動向と課題

9月19日［木］
14:30〜16:00

異種材料接合技術の現状と展開

マツダ（株）

ALT-5

名誉教授／
接合科学研究所
招聘教授

航空宇宙事業部
研究試験部
材料試験室 主査
将来複合材技術取り纏め

山本 研一

中田 一博

阿部 俊夫

9月18日 [水] 10:30〜11:30

モビリティの進化と未来への挑戦

取締役・副社長
寺師 茂樹

炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の
応用分野の展開 〜航空宇宙から自動車へ〜
名古屋大学

AUTO-S3 特別講演 ③

同時通訳付

受講無料

藤田 展弘

AUTO-S4 特別講演 ④

〈講演内容〉

マツダ（株）
R&D管理・商品戦略・

9月19日［木］9:30〜11:00

VP Automated Driving マンダリ カレシー

技術研究所担当
工藤 秀俊

9月19日［木］12:00〜13:30

• 日産自動車（株）

•（株）センスタイムジャパン

•（株）本田技術研究所

四輪R&Dセンター 第1技術開発室 第1ブロック 主任研究員 山口 憲隆

9月20日［金］14: 30 〜16 : 00

9月20日［金］14:30〜16:00
同時通訳付

• Velodyne Lidar, Inc.

先端材料技術部 チーフプロフェッショナルエンジニア・電池材料 中西 真二

•（国研）物質・材料研究機構

エネルギー・環境材料研究拠点 特命研究員 久保 佳実

セミナーのお申込みは Web から

Global Services, Director, Michael Parkin
•（株）ヴァレオジャパン

コンフォート アンド ドライビング アシスタンス システムズ
日本／ASEAN R&D ディレクター 岩井 崇尚

www.automotiveworld-nagoya.jp/seminar/

ALT-1〜6

AUTO-K、AUTO-1〜6
各 15,000 円／枚（税込）

各 12,000 円／枚（税込）

各 18,000 円／枚（税込）

1 . あなたの職種は？
□ Ａ 生産技術・製造・品質管理
□ E 商品企画
□ 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 モーター関連メーカー

Principal Researcher 河村 敦志
• エヌビディア（同）
技術顧問 GPUエバンジェリスト 馬路 徹

AUTO-6

▼アンケートにお答えください。
□ Ｂ 設計・開発
□ F 経営

※9月18日［水］
〜20日［金］は当日券を販売いたします。
（満席の際は、当日券は販売いたしませんのでお早めにお申込みください。）
※申込後のキャンセル・変更・返金は一切お受けしておりません。
ご本人が受講できない場合は代理の方の出席をお願いいたします。

3 . あなたの役職（クラス）は？

□ Ａ 社長・役員クラス
□ E 社員・職員クラス

見本

□ C 研究
□ G 営業・販売・マーケティング

□ Ｄ 調達・購買
□ H その他（

）

□ 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 電池関連メーカー

□
□
□
□

□ Ｄ 半導体メーカー
□ H 検査装置メーカー
□ L 商社・代理店
□ P その他（

）

□ Ｂ 部長・次長クラス

□ C 課長クラス

2 . あなたの会社（または団体）の業種は？

電池革命！全固体リチウムイオン電池、リチウム空気電池 開発の実態 完全自動運転を可能にする 高性能センシング技術
•トヨタ自動車（株）

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・ビデオなどによる
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・セミナーの開催案内をさせてい
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。
●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。
同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。

自動運転部門責任者 ウィレム ストリッジボッシュ

AIでレベル5の自動運転を実現へ！開発の現状と課題

パワートレイン・EV技術開発本部 パワートレイン・EVプロジェクト部
e-POWERプロジェクト推進グループ パワートレイン主管 河合 恵介

■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。

●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

•トムトム

AUTO-4

マ ツダ が 公 表し た 長 期 技 術 ビ ジョン
サステイナブルZoom Zoom宣言2030は、
人とクルマが持つ力を信じ、様々な社会
課題の解決に取り組むという我々の宣言
である。この長期ビジョンに基づく、安全・
環境技術戦略についてお話しする。

執行役員

布目 智之

9月18日［水］15:30〜17:00

9月20日 [金] 9:30〜10:30

受講無料

サステイナブルZoom Zoom宣言2030に基づくマツダの技術戦略

商品企画本部
プロジェクトゼネラル
マネージャー

xEVパワートレイン、さらなる高性能化への挑戦

お申込み日

種植 隆浩

（株）
ＳＵＢＡＲＵ

•トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント（株）

8 月 7 日［水］まで（早期割引料金）
8 月 8 日［木］以降（通常料金）

執行役員
技術開発本部
鉄鋼研究所長

Product Engineering
China & Asia Pacific,
Executive Vice President,
Danella Bagnall

AUTO-2

ハイテン開発の現状と今後の展望

第9技術開発室
第4ブロック 主任研究員

Jaguar Land Rover

•（株）NTTドコモ 執行役員 5Gイノベーション推進室 室長 中村 武宏
• KDDI（株）執行役員常務 技術統括本部 技術企画本部長 赤木 篤志
• ソフトバンク（株）

AUTO-5

9月19日 [木] 14:30〜16:00

9月20日［金］
12:00〜13:30

日本製鉄（株）

「お客様価値への拘り」が生み出した

完全自動運転 実現の鍵「高精度地図」の新たな潮流 同時通訳付

AUTO-3

超ハイテン大量採用時代の到来か！
開発最前線

Jaguar Land Rover の取り組み 電動化技術、e-BOXERの魅力

5Gで自動運転／コネクティッド・カーはどう変わるか？

先端技術開発本部 先端技術戦略部 担当部長 Technical Meister 吉野 仁

西脇 眞二

自動車ボディにおける超ハイテン
適用の実績と最新動向

>> 来場者登録欄
9月18日［水］15:30〜17:30

河合 功介

石川 隆司

専門セッション
AUTO-1

工学研究科
機械理工学専攻 教授

（株）本田技術研究所
四輪R&Dセンター

総長補佐
ナショナルコンポジットセンター担当
（産学連携担当）
特任教授

未来の課題に向けた

電動化、自動化、コネクティッド、シェア
リングなどの技術革新が急速に進み、
自動 車 業 界は大 変 革 の 時 代に入って
いる。自動 車 会 社からモビリティカン
パニーに変革し、モビリティを進化させ、
新し い 未 来を 切り拓こうと挑 戦 す る
トヨタの 取り組みを紹 介 する。

京都大学大学院

第一技術本部
材料研究部 部長

ALT-6

独自の視点で開発するxEV、その戦略と開発ストーリー

〈講演内容〉

トヨタ自動車（株）

9月20日［金］
9:30〜11:00

9月19日［木］
12:00〜13:30

マルチマテリアルトポロジー最適化による
自動車ボディ構造の高性能化・軽量化

（株）
ＳＵＢＡＲＵ

Head of R&D,
Yimin Zhu

福田 光伸

中菱エンジニアリング（株）

大阪大学

同時通訳付

パワートレインジャパン
テクノロジー＆イノベーション
シニアマネジャー

高まるマルチマテリアル化の重要性
最新事例と今後の展望

マルチマテリアル化の動向と
今後求められる技術

ContiTech China
Rubber & Plastics
Technology Ltd.
(Continental Group)

航空機の軽量化
最新事例とクルマへの応用

技術研究所
先進ヒューマン・ビークル研究部門
コンフォートビークル研究
アシスタントマネージャー

AUTO-K 基調講演

CPT Japan（株）
（コンチネンタルグループ）

航空機軽量化と複合材化の課題

ALT-3

高性能 軽量シャシーと
エンジンマウント

将来の方向性

企画・先行技術開発本部
先行車両開発部
革新軽量化技術開発Gr
主管

岸 輝雄

9月18日［水］
13:00〜14:30

同時通訳付

EVの軽量化技術動向と 電費の改善に向けて
日産自動車（株）

トヨタ自動車（株）

ALT-4

2019

▲
▲
▲

部品の部分的・選択的な熱処理向け
ゆず肌なし！鏡のように映り込むピアノ
最適。移動自由。
赤外線加熱
ブラック。
• ピナクルダイ・トムソン木型…様々な
鋼鈑などの高速・高温加熱装置…
•
• 原着二層成形…二層成形で原着にしか （株）北川鉄工所
抜き方法をご提案。
オープン環境下での高速・高温赤外線
表現できない深みある意匠を達成！
• 低温2面摩擦接合機…異形材料の位相 • 各種刃物…切る！抜く！は
加熱
ＴＳＵＫＡＴＡＮＩへ！
！
調整が容易で、バリの硬化も抑えられ
（株）アドウェルズ
• アルミの熱間プレス用加熱装置…高速
ます。
• 高荷重超音波金属接合装置
テイボー（株）
でのアルミ材の赤外線加熱
（UB2000LS）…パワー系デバイスに
• 複雑形状を安価で生産できます。
CANNON S.p.A
堀正工業（株）
最適な超音波接合機
中空部品を新たに開発しました。
Cannon AFROS S.p.A
• ヘンプ不織布…ニードルパンチにて
• 超音波カッター（UC1000LS）…超音波 Cannon Ergos S.p.A
デュケインジャパン（株）
開繊。軽量で剛性及び耐久性の有る
アシストで工業製品の精密にカット
• 超音波サーボ溶着機…高い精度と優れた
強化材
Cannon
Tipos
S.p.A
• 超音波連続溶着装置（SW1000LS）…
安定性を持つサーボプレス超音波溶着機
• ネイチャー 50 ペレット…GFとほぼ
独自の超音波溶着技術で強力な連続 （株）共和製作所
• デュアルサーボスピン溶着機…回転と
同等の強度を持ちながら約20％軽量の
• CFRP積層材切削加工製品…積層板材
溶着を実現
加圧の2軸をサーボモーターで精密且つ
強化材
の材料設計〜積層材成形・高精度切削
安定して制御
岩崎電気（株）
フィラメント…ABS及び
•
HBP
加工が自在です
• サーボ駆動赤外線溶着機…3軸サーボ
• 超促進耐侯性試験機…自然環境を
PLAに優る強度や層間接着性を持つ
• CFRPロッド材切削加工製品…CFRP
駆動で精密且つ強固な赤外線溶着を
再現し短時間で評価可能なUVテスター・
3Dプリンター用フィラメント
ロッド材料成形〜高精度切削加工が
実現
キセノンテスター
マークラインズ（株）
可能です
（株）寺田
• 4Dマルチチャンバー…完成品（立体物）
• CFRP成形加工製品…CFRPブロック • 熱伝導性／高耐熱性樹脂…短時間硬化、 • 情報プラットフォーム…自動車産業に
の耐候性をそのまま評価できる環境
特化した情報サイト、世界各国3,000社
材成形〜高精度な立体切削加工が可能
低温硬化、耐クラック性
試験装置
の利用実績
です
• ＵＶ硬化性レジン及び接着剤…
• UV照射装置…高照度UV-LEDと UV
車輛
・部品の調達代行…
•
クインタス テクノロジーズ
耐クラック性、速硬化
ランプによる自動車内装・外装部品用
ベンチマーキングのための車輛や部品
（株）神戸製鋼所
• 低温硬化性レジン及び接着剤…低温
のUVキュア装置
の購入を代行いたします
硬化
• フレックスフォーム液圧板金プレス…
オーアイテック（株）
• コスト比較分析…各メーカーの仕様差
ハイテン、アルミからTi材まで低コスト 東洋紡（株）
• 特殊冷間圧造品…冷間圧造における
によるコストを算出分析し、原価低減案
で精密成形
• 東洋紡コンセプトカー…高機能素材を
特殊パーツ部品
を提案します
使用した次世代自動車への提案
• アルミ圧造製品…アルミ材での冷間 （株）コバヤシ
• 東洋紡エンジニアリングプラスチック… 丸文（株）
• 耐摩耗性プラスチックシート…部品
圧造品の提案
• Tough Plasma…超高速で低温処理
付加価値を付与した高機能性の樹脂
オーエスジーシステムプロダクツ（株） 搬送時の削れ粉を低減を実現
が可能な大気圧プラズマ。量産用に
材料
• 軽量化ボルト LH-SS …頭部径・頭部 • 環境配慮型プラスチック…
自己監視機能も充実。
廃プラスチック問題に対応する材料の
西精工（株）
高さを極限まで小さく、低く設計した
• Tough Plasma FSI…視覚的に
紹介
• ＮＣナット（カシメナット）…鍛造化製品
ボルトです。
プラズマ効果を確認できる
では当社が元祖！約40年の実績のある
佐久間特殊鋼（株）
岡安ゴム（株）
ケミカルインジケータ
製品です。
リサイクル炭素繊維採用の射出成型用
•
• 押出ゴムスポンジ…連続で成形する
• ＴＤインサート…2次加工を必要とせず、 丸文（株）
炭素繊維複合材料…軽量、
環境に
ことができ、色物にも対応しています。
• OLEA FPCU…EVとHEVの高効率
周り止め・抜け止め機能を付加できる
優しい、低コスト
• タフロング…当社オリジナルの幅広長尺
制御のための柔軟でリアルタイムの
製品です。
（株）サワテツ
の独立気泡スポンジシートです。
オープンチップ
• 極薄板用クリンチナット…従来の薄板用
• タフシート…長尺スポンジシートで1ｍｍ • CFRP加工…加工が難しいとされる
美和工販（株）
クリンチナットをさらに改良。
ｔ＝0.6に
CFRPの加工経験多々あり
以下の薄さを実現しました。
対応可能
• フローフォーム…ワンサイド（下金型
• CFRPブロック…一般的なCFRPでは
オキツモ（株）
不要）からの異材接合を可能にした
日本キャノン（株）
できない3次元加工、低コストを実現
• UPLコーティング…超精密潤滑
新接合技術
• 樹脂燃料タンク成形プラント…従来の
強度はアルミ同等
コーティング
• プサイメタル…アルミ×鉄の異材材料
ブロー成形では成し得なかった薄型、
三洋熱工業
（株）
コーティング…オイル
・
グリスに
• MCF
接合を既存設備の活用により可能にし
複雑形状成形
• 超高温型シーズヒーター…炉内温度
特有の流体潤滑特性をドライフィルム
ます
• 車両用吸音遮音システム…吸音、遮音材
1100℃で使用可能。温度制御が容易
で実現
• ピアスナット…Self Piercing and
の自動成形システム
にできる。
• PEEKコーティング…絶縁性・耐薬品性
Clinching Nut -自分で穴をあけ、
• CFRP 成形システム…
• 超高温型カートリッジヒーター…熱盤
などの特性を金属に付与します。
かしめられるナット
HPRTM,SMC,PCM成形システム
温度 1000 ℃で使用可能。熱効率が
カーボンテックソリューションズ（株）
ヤマウチ精機（株）
日本ゼオン（株）
非常に良い。
• フラックス繊維…100%天然の複合材
• 赤外線溶着設備及び治具…赤外線
• L-3PS（開発品）…合わせガラスの
（株）SEEBEST
強化繊維です。
軽量化に貢献する透明軟質シクロ
ヒーターを使用した非接触加熱による
（株）
JONETECH
オレフィンポリマー
樹脂溶着設備
春日電機（株）
（株）シンエイ・ハイテック
日本電計（株）
• エアプラズマ、リアルプラズマ…
（株）山口ナット
あらゆる形状の樹脂製品の表面処理に • 究極のインサート製品を自社内一貫
• アルミ製 冷間圧造部品…軽量化・コスト
日本プラズマトリート（株）
生産で…超精密加工技術による軽量化 • Openair-Plasma 装置…大気圧
最適。
ダウンに貢献／表面処理レス／環境
と密着性の実現
• 成形品用高密度除電システム…樹脂
負荷物質ゼロ
プラズマ装置でインライン処理が可能
φ
ミ
リの超マイクロ技術…自動車
•
0.024
成型品の埃の付着・蒸着曇り・塗装ムラ
• ギア製品（ヘリカル・ウォーム・
• PlasmaPlus ナノコーティング…
向け高精度加工部品の実績を紹介
を防ぎます。
インボリュー
ト）…圧造・転造加工による
プラズマ処理と同時にナノレベルの
• 試作および量産に対応…多品種・
ギア成形
• 防爆型アースチェッカー…防爆型の
コーティングが可能
小ロットから量産まで
除電器・静電気監視装置を長年作って
• 高精度圧造部品…ニアネットシェイプ＋
• Plasma-SealTight …異種接合、
（株）新城製作所
きた技術を結集。
２次加工による高精度パーツ品
機密性向上に特化した技術

●韓国パビリオン

…原着樹脂で高外観、塗装コストを削減
TAIWAN TRANSPORTATION （株）木村洋行
します
VEHICLE MANUFACTURERS （株）ザワード
• 金属×樹脂接合成形…金型内で金属
ASSOCIATION
三弘エマテック（株）
インサートを加熱し、樹脂との接合強度
ドラゴンステート テクノロジー（株） （株）
ＪＳＴ
を高めます

time, safe and open chip for EV &
HEV high efficiency control
• OLEA APP…High efficiency
control solution for EV & HEV

セミナー 全 80 講演 を開催 !

詳細・お申込みは

事前申込制

※同時開催展を含む

させる設備。流行りのセンサ用ブラケット
JENTECH PRECISION
（株）LINK-US
に対応。
（株）
ＦＵＪＩ
INDUSTRIAL CO., LTD.
• 超音波複合振動溶接機…その金属
• Bracket crimping machine…
• 超高密度大気圧プラズマユニット
DHG CO., LTD.
くっつけます！
（異種・同種金属接合）
（株）チューゲン
Equipment for bonding resin
…高密度ラジカル
・
Tough
Plasma
• EGR Valve…Exhaust Gas
（株）ルケオ
parts. Compatible with popular
低温処理・長ギャップ
Recirculation
• 全自動歪検査器 LSM-9100W…
sensor brackets.
• Tough Plasma FSI …プラズマの
帝国インキ製造（株）
• Block Valve…Fast Warm-Up
プラスチックやガラスの歪や残留応力
竹内工業（株）
能力を容易に確認
テクトロニクス社
Second Thermostat
を高精度で測定します。
• 電磁波ノイズ対策製品…低周波帯域で （株）冨士精密
テクノブレーン（株）
HI-TECH DIESEL CORP.
• 全自動歪検査器 LSM-9100WS…
効果を発揮するフェライトコア「NFT• U-NUT…ゆるみ止めナットの決定版
• PWS II…自動車部品に付着したオイル
光学6倍ズームでプラスチックやガラス デンカエレクトロン
（株）
MZシリーズ」
…ベアリングナッ
トの
•
FINE
U-NUT
や塵、埃、汚泥の洗浄機（カーボンの汚れ • 工業用プラスチックファスナー製品…
の歪を高精度で測定。
天昇電気工業（株）
締結革命
も対応）
• 超広帯域波長板 SB-RETAX…
リユース機構や省スペース構造の
（株）デンソーEMCエンジニアリング
• TWIN FU-NUT…プリベリングトルク
450nm-1100nmの全波長域で、一定
LUBCHEM CO., LTD.
オリジナル製品
サービス
タイプの精密ロックナット
の位相差を1枚で実現可能。
• Industrial specialty lubricants /
• 熱対策製品…優れた熱伝導率で高い
双葉電子工業（株）
DALIAN RUICHENG KEJI LTD. 東海エレクトロニクス（株）
Commercial engine oils and
効果を発揮 シロキサン含有量を低減
• タッチセンサー…大型・異形・曲面、
東和化成（株）
（大連鋭丞科技（有））
additives…Best performance &
タジマ工業（株）
多様化するニーズに応える車載対応
豊橋鍍金工業（株）
lower price
ELG CARBON FIBRE LTD.
• PAXシリーズ…自動車内装、家具・
タッチセンサー
• C 熱分解カットファイバー…プリプレグ、 ナガセケムテックス（株）
SAMBO MOTORS., LTD.
革製品などへ一台の機械で穴あけ、
フルヤ工業（株）
固化CFRP端材から回収されたリサイクル 長瀬産業（株）
縫製、刺繍ができる
SC GLOBAL CO., LTD.
成形+インサート成形+高剛性樹脂
炭素繊維
• TCWMシリーズ…テキスタイル技術を • DSI
• Rubber & Silicone Products,
…DSI、インサート、高剛性樹脂の複合 • M 回収炭素繊維100%不織布…目付: 名古屋科学機器（株）
応用したプリフォーム作成機
Rubber & Silicone Mold…Gasket,
技術のご提案
200g, 300g（特注可）横幅:2.6m迄 （株）ニコン・トリンブル
Oil Seal, Dust Cover, Grommet, （株）TANOI
• 複合成形技術革命…２色異材質成形、
対応可能
日本ケミコン（株）
削り出しインペラー…外径
φ25〜φ60 lot:
•
O ring
液状シリコーン（LSR）複合成形の
SILICON MOBILITY SAS
日本合成化工（株）
試作〜量産対応可
ご提案
●韓国パビリオン
• OLEA FPCU…Flexible, real-

（株）塚谷刃物製作所
塚谷ベンディックス（株）
• 卓上抜き装置…試作、試験片作成に

www.automotiveworld-nagoya.jp/eguide/

※

▲
▲
▲

＜ 名古屋 クルマの軽量化 技術展＞

アイグラフィックス（株）
• 超高照度UV-LED照射器…省電力、

ものです。最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。

最新の出展社情報は Web へ
▲
▲
▲

出展社・製品一覧

下記の出展社一覧は 会期 約4カ月半前（2019年4月26日現在）の

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
□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集
5 . 次回（ 2020 年）の出展について

□ Ａ 出展したいので連絡がほしい

C 電気・電子機器メーカー
G 製造装置メーカー
K 受託サービス企業
O 加工企業

□ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集
□ Ｅ その他（

□ Ｄ 係長・主任クラス

□ C 業界参入・製品開発のための情報収集

□ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

）

ALTN-J

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

FAX: 0120-006-735
演

に関するお問合せは ▶

展示会

講

に関するお問合せは ▶

TEL:
TEL:

03 - 5259 - 9056
03 - 5302- 3 141

※敬称略。2019年5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 講師の役職・所属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。

（受付：10：00〜18：00 土・日・祝 休み）
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入場には招待券が一人一枚 必要です。下記よりご請求ください！
開催展名
会
期
会
場
主
催

:
:
:
:

出展のお問合せは下記より

第2回 [名古屋] クルマの軽量化 技術展
2019年9月18日[水]～20日[金] 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了
ポートメッセ なごや
リード エグジビション ジャパン (株)

貴社ビジネス拡大の

※招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円/人

関連部署や取引先などへ配布ください
追加請求(無料)も下記よりお申込みください

招待券 請求(無料)はこちら

絶好の場となります！
お気軽にお問合せください

出展資料 請求(無料)
はこちら
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