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2019年 9.11水  ▶︎13 金　 10:00-17:00 東京ビッグサイト 南展示棟（1F ·4F）

自動認識総合展
（株）RFIDアライアンス
／エイリアンテクノロジー A-72

（株）アペルザ　オートメーション新聞社 A-35
ICOP I.T.G.（株） A-47

（株）IT働楽研究所 A-08
アイニックス（株） A-75
アイメックス（株） A-42

（株）アドダイス A-58
アルテック（株） A-69

（株）イッツ
／Apulsetech Co., Ltd. A-03

（株）イメージャー A-85
（株）インコム A-20
（株）エイポス A-90
Xtra（株） A-26
NEC
／NECプラットフォームズ（株） A-54

（株）エフテクト A-92

エム・アールエフ（株） A-22
（株）エリート A-11
（株）オートニクス A-32
オカベマーキングシステム（株） A-24

（株）オンデマンド研究所 A-46
GIGA-TMS INC. A-06
KISCO（株） A-19
キヤノンITソリューションズ（株） A-56

（株）グレープシステム A-59
高圧ガス工業（株） A-10
CONFIDEX LTD.
／菱電商事（株） A-76

（株）サーランド・アイエヌイー A-18
（株）サイレンスネット
／日本メカトロニクス（株）

A-77

（株）サトー A-91
（株）三協 A-48
シーレックス（株） A-79

（株）システム計画研究所 A-53
（株）シフト
／（株）インフォファーム

A-51

（株）ジャストワーク A-38
（株）新日本電波吸収体 A-05
（株）セキュリティ産業新聞社 A-49
ゼネラル（株） A-21
ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン（株） A-71
大同産業（株） A-43
タカヤ（株） A-39
竹内工業（株） A-14

（株）千代田組 A-40
DMカードジャパン（株） A-33
帝人（株） A-28
デュプロ（株） A-57

（株）テララコード研究所 A-07
（株）デンソーウェーブ A-93

東機通商（株）
／富士アイティ（株）
／RFルーカス（株）

A-65

東芝テック（株） A-94
凸版印刷（株） A-84

（株）とめ研究所 A-61

（株）トラスト・テクノロジー A-64
（株）ナテック A-36
日建リース工業（株） A-31
日精（株） A-27
ニッタ（株） A-74
日本経済新聞社 A-88
日本工業出版（株） A-55
日本ミクロン（株） A-01
野崎印刷紙業（株） A-81
伯東（株）
／インピンジ
／（株）エスケーエレクトロニクス
／小林クリエイト（株）
／日鉄ソリューションズ（株）
／マイティキューブ（株）
／RFルーカス（株）

A-86

（株）ハヤト・インフォメーション A-12
（株）フェニックス A-23
（株）フジクラ・ダイヤケーブル A-02
フジサンケイ ビジネスアイ A-66
富士通フロンテック（株） A-13

富士フイルムイメージングシステムズ（株） A-60
ブラザー販売（株） A-16
BLUEBIRD Inc. A-25

（株）ブレイン A-70
（株）マーストーケンソリューション A-83
マスプロ電工（株） A-09
緑屋情報システム（株） A-37

（株）村田製作所
／（株）NTTデータ

A-80

（株）モスウェル A-52
吉川工業アールエフセミコン（株） A-73
Laxcen Technology Limited
／NetPosa JAPAN（株）

A-15

Riotec Co., Ltd. A-50
（株）リコー A-82
（株）Rist A-63
（株）流通研究社 A-67
（一財）流通システム開発センター A-89
流通情報ラベル社 A-87

（株）ロゼッタ A-78

SENSOR EXPO JAPAN

（株）アイテク S-12
OUSTER
／岡谷鋼機（株） 
／岡谷エレクトロ二クス（株）

S-33

アドコム・メディア（株） S-63
アーズ（株） S-42
茨城大学工学部 
／（株）福山コンサルタント

S-60

イーエルティーセンサー S-04
（株）イージーメジャー S-26
植田工業（株） S-20
エヌエスティ・グローバリスト（株） S-27

（株）エヌエフ回路設計ブロック
／（株）計測技研

S-48

エバ・ジャパン（株） S-53
（株）MKTタイセー S-57
（株）オプトロンサイエンス S-40
（株）オーギャ S-02

オート興産（株） S-05
科学情報出版（株） S-64
京セラ（株） S-07

（株）金陽社 S-08
Gichoビジネスコミュニケーションズ（株） S-62

（株）クローネ S-39
KOA（株） S-55
コーンズテクノロジー（株） S-37
サイエンスソリューションズ（株） S-54

（株）坂本電機製作所 S-17
サンテスト（株） S-29
シチズンファインデバイス（株） S-06

（株）ジェイテクト S-41
（株）ジェピコ S-25
（株）セゾン情報システムズ S-45
（株）センシズ S-11
センシリオン（株） S-43
センシング技術応用研究会
／（地独）大阪産業技術研究所

S-59

高千穂交易（株） S-46

椿本興業（株） S-32
DD-SCIENTIFIC LIMITED S-21
trinamiX S-51

（株）トーキン S-14
（株）ナノシード S-19
ノリタケ伊勢電子（株） S-44
Parylene Japan
／Specialty Coating Systems 

S-15

（株）ヒキフネ S-61
（株）ヒューテック S-16
フィガロ技研（株） S-24
フェイス（株） S-03
藤倉コンポジット（株） S-31
富士通エレクトロ二クス（株） S-50

（国研）物質・材料研究機構コロイド結晶材料グループ S-01
宝商（株） S-56
防衛装備庁 S-47
POREX CORPORATION S-34

（一財）マイクロマシンセンター S-18
（株）マツイ S-58

丸文（株） S-38
三井化学（株） S-49
緑屋電気（株） S-28

（株）メタテクノ S-35
Merit Sensor Systems, Inc. S-22
山下マテリアル（株） S-10

（株）山本電機製作所 S-52
UNISONet（ソナス（株）） S-36
横河電機（株） S-30
ロード・ジャパン・インク S-13
Wireless Power21
／LS Cable & System, Ltd.

S-23

次世代センサフォーラム

アフォードセンス（株）
／兵庫県立大学

SJ-07

茨城大学　工学部　
AI・ICT次世代広域応用教育研究センター

SJ-15

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 SJ-08
金沢大学　振動発電研究室 SJ-09

（一社）慣性センサ応用技術研究協会 SJ-01

キスビン・サイエンス（株）
<東京大学発ベンチャー>

SJ-10

（一社）次世代センサ協議会　
IoTセンサ技術研究会

SJ-03

（一社）次世代センサ協議会　
海洋計測センサ技術研究会

SJ-12

（一社）次世代センサ協議会　
社会インフラ・モニタリングシステム研究会

SJ-14

東京医科歯科大学　生体材料工学研究所
三林研究室

SJ-04

東京都市大学　
都市基盤施設の再生工学研究センター

SJ-16

東北大学大学院　医工学研究科　
芳賀・鶴岡研究室

SJ-05

DogNoseセンサ技研 SJ-02
鳥取大学　工学部　電気情報系学科　
マイクロデバイス工学研究室

SJ-11

国立大学法人長崎大学　山本郁夫研究室 SJ-13
MEMS-on Technologies（株）
／東京大学

SJ-06

日本基礎技術（株） G-67
（一社）日本基礎建設協会 G-63
日本コンクリート工業（株） G-22
日本ヒューム（株） G-60
パイルフォーラム（株） G-64

（株）丸建興業 G-32
丸泰土木（株） G-50
マルチドリル工法協会 G-16
三谷セキサン（株） G-48
木材活用地盤対策研究会 G-31
ライト工業（株） G-59

（株）ワキタ G-68
災害対策技術展
内田産業（株） G-14

（株）技研製作所 G-24
日工産業（株） G-13
日本建設技術（株） G-12
ノンフレーム工法研究会 G-11

（株）ビーイング G-25
（株）日立インダストリアルプロダクツ G-27
フリー工業（株） G-23
プレストネット工法協会 G-26

（株）WASC基礎地盤研究所 G-10

地盤技術フォーラム

地盤改良技術展
あおみ建設（株） G-03

（株）アサヒテクノ G-07
V-JET協会 G-41
WILL工法協会 G-35
宇部マテリアルズ（株） G-54
HPM G-46

（株）エステック G-08
エポコラム協会　関東支部 G-44
小野田ケミコ（株） G-29
ケミカルグラウト（株） G-05
三信建設工業（株） G-40
CDM研究会 G-28

（株）地盤試験所
／東邦地下工機（株）

G-72

地盤注入開発機構 G-58
SUPERJET研究会
／クロスジェット協会

G-57

（一社）セメント協会 G-69
ソリッドキューブ工法協会 G-71

太洋基礎工業（株） G-55
（公社）地盤工学会　地盤品質判定士会 G-75
泥土処理研究会 G-74

（株）テノックス G-43
テフロンTM処理防塵固化材協会 G-53
東陽商事（株） G-09

（株）東洋スタビ G-56
（有）仁平製作所 G-73
パワーブレンダー工法協会 G-76

（株）不動テトラ G-47
MITS工法協会
／（株）KGフローテクノ　技術センター

G-39

（株）本久 G-45
ライト工業（株） G-59

（株）ワイビーエム G-02
基礎工技術展
アース・スキャニング研究会 G-18
青山機工（株） G-52
ACグループ G-19
SPHC杭研究会 G-64
F.T. Pile構法既製杭協会［協賛：大成建設（株）］ G-17
地中障害物撤去MRT 工法協会 G-32
応用計測サービス（株） G-30

（株）オーク G-04
（株）尾鍋組 G-61
（一社）杭抜研究会 G-42
（株）グランテック G-70
JFEシビル（株） G-20
JFEスチールグループ
／JFEスチール（株）
／JFE建材（株）
／ジェコス（株）

G-01

地盤優良事業者連合会 G-37
ジャパンパイル（株） G-06

（株）設計室ソイル G-38
ソイルメックジャパン（株） G-15

（株）総合土木研究所 G-66
土留部材引抜同時充填工法研究会 G-34
TRD工法協会 G-49

（株）東設土木コンサルタント
／（株）セロリ
／（株）ケーウェイズ

G-51

（株）東友機械
／（株）エス・アンド・アール

G-62

（株）トーメック G-21
日特建設（株） G-33

TEST
（株）アートレイ T-09
IMV（株） T-29
アイ・ティ－・エス・ジャパン（株） T-54

（株）アサヒ技研 T-32
（株）アメフレック T-28
（株）いすゞ 製作所 T-41
（株）井谷衡機製作所 T-07
（株）イノバテスト・ジャパン T-33
岩崎電気（株） T-11
インストロンジャパンカンパニイリミテッド T-45

（株）エイ・イー・エス T-18
エスペック（株） T-10
エミック（株） T-21
エムアンドケー（株） T-48

（株）カトー T-24
（株）キグチテクニクス T-15
（同）クロスカットテクノロジー T-01
ケメット・ジャパン（株） T-04

高分子計器（株） T-38
（有）坂本石灰工業所 T-52
（株）三弘 T-49
三洋貿易（株）
／Q-Lab Corporation

T-25

シグマ電子工業（株） T-40
（株）島津製作所 T-47
島根大学　光応用計測研究室 T-08
陝西科瑞迪機電設備有限公司 T-50

（株）昭和測器 T-36
神栄テストマシナリー（株） T-06

（株）振研 T-26
新東科学（株） T-31
スガ試験機（株） T-19
西華デジタルイメージ（株） T-23
Sevenseeds（株） T-44

（株）ダンベル T-53
TMCシステム（株） T-51
デジテック（株） T-12

（株）東京衡機試験機 T-13
（株）東洋精機製作所 T-34

名古屋科学機器（株） T-27
（株）ナックイメージテクノロジー T-05
日本アビオニクス（株） T-43
日本サーマルエンジニアリング（株） T-35
日本電計（株） T-56

（一財）日本品質保証機構 T-30
日立グローバルライフソリューションズ（株）
／日立ジョンソンコントロールズ空調（株）

T-46

（株）フューチュアテック T-20
（株）前川試験機製作所 T-16
（株）マツザワ T-39
（株）ミツトヨ T-42
（株）守谷商会
／エムティエスジャパン（株）

T-14

モリテックスチール（株） T-55
（株）山本科学工具研究社 T-22
ユアサシステム機器（株） T-37

（株）米倉製作所 T-17
（株）和貴研究所 T-02

測定計測展
（株）アイゼン M-36
itp（株） M-34
アキュイティー（株） M-06

（株）アプトス M-10
アメテック（株） テーラーホブソン事業部 M-43
アンドール（株） M-11
宇都宮大学 大谷・ヘーガン研究室 M-53

（株）SPIエンジニアリング M-46
エルゴジャパン（株） M-08

（株）尾崎製作所 M-41
オリンパス（株） M-04
カールツァイス（株） M-38
キヤノンマーケティングジャパン（株） M-49

（株）クローネ M-55
黒田精工（株） M-39
コアーテック（株） M-07

（株）小坂研究所 M-15
（株）コムクラフト M-19

（株）三啓 M-31
santec（株） M-01
シチズンファインデバイス（株） M-09
JUKI（株） M-27
スリーアールソリューション（株） M-14

（株）測範社 M-28
（株）第一測範製作所 M-22
中央精機（株） M-03

（株）テクロック M-17
土井精密ラップ（株） M-16

（株）東京精密 M-29
（株）トーネジ M-51
（株）ニコン
／（株）ニコンインステック

M-23

日本ヴィジョン・エンジニアリング（株） M-25
（一社）日本光学硝子工業会 M-20
日本光学測定機工業会
／日本精密測定機器工業会

M-48

フィルメトリクス（株） M-52
（株）フォトロン M-05
フジツール（株） M-12

フジサンケイ ビジネスアイ M-50
（株）フラット電子 M-32
（株）フローベル M-02
プロニクス（株） M-33
法政大学 理工学部 機械工業科 吉田一朗研究室 M-53
ポリテックジャパン（株） M-42
PolyWorks Japan（株） M-40
マール・ジャパン（株） M-24

（株）マグネスケール M-45
丸紅情報システムズ（株） M-18

（株）溝尻光学工業所 M-26
（株）ミツトヨ M-44
山口産業（株） M-35

（株）ユーロテクノ M-21
レーザーテック（株） M-13
レニショー（株） M-37
YKT（株） M-30



9
月
11
日（
水
）

9
月
12
日（
木
）

9
月
13
日（
金
）

基調講演
我が国製造業の課題と展望　
～Connected Industriesの実現に向けて～
経済産業省では、我が国の産業が目指す姿として「Connected Industries」
を提唱しています。
本講演では、我が国製造業を巡る現状と課題を踏まえ、様々な繋がりから新た
な付加価値の創出や社会課題の解決をもたらす「Connected Industries」
の実現に向けた取組をご紹介します。

経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐　池田 秀俊 氏

2019年9月11日（水）　10:30～11:30
会　場： 東京ビッグサイト　南展示棟2F　南会議室AB
聴講料： 無料

※事前申込制　 満 席

実務応用セミナー 測定計測展
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 C 【聴講無料】 ※当日申込

時間 講演内容

13:00～13:40 X線CT装置、白色干渉顕微鏡の高精度3D計測事例
株式会社東京精密　佐保 智英 氏

13:55～14:15 検査工程を一気に効率化! 図面から検査表作成
アンドール株式会社　枦木 正浩 氏

14:30～15:00 工作機械の誤差のデジタル一元管理と空間補正
YKT株式会社　海瀬 聖次郎 氏

15:15～15:45 大型部品のキズ検出、形状を高速測定　非接触3D形状測定機
マール・ジャパン株式会社　和田 隼忠 氏

精密測定機器、三次元測定機セミナー 測定計測展
会　場　会議棟6F　605、606会議室 【聴講無料】 （テキスト代 ¥500） ※事前申込制

時間 講演内容

10:05～10:45
精密測定機器における校正の動向
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター　工学計測標準研究部門 
ナノスケール標準研究グループ　グループ長　平井 亜紀子 氏

10:45～11:25 測定機器における校正の重要性
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター　計量認定課　近藤 圭太郎 氏

11:25～12:05
計測器管理における校正の重要性
一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 師勝試験所　計量計測課　 
副参事　富山 一男 氏

13:00～13:45
トヨタ自動車におけるモデルベース開発（MBD）の 
 一翼を担う精密測定技術
トヨタ自動車株式会社 計測・デジタル基盤改革部 PT計測評価室　室長　山本 貴也 氏

13:45～14:30
航空機産業における精密計測・検査機器への期待
公益財団法人 神戸市産業振興財団 商業・ものづくり支援部　 
航空機産業担当部長　茨木 久徳 氏

CMM活用の為のヒント（都市伝説）

14:45～15:10 非接触三次元測定機における測定設定の影響
地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター 機械素材研究所　新見 浩司 氏

15:10～15:35 CMMと真円度・円筒形状測定機による測定結果の比較
滋賀県東北部工業技術センター　藤井 利徳 氏

15:35～16:00 データム形体の測定範囲と幾何公差の関係
岐阜県産業技術総合センター 機械部 主任研究員　丹羽 孝晴 氏

開催記念セミナー TEST
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場D 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:15～11:00
K1 「硬さ試験」の基礎
日本試験機工業会　材料試験技術委員会　硬さ試験分科会 
松本　大 氏　（株式会社フューチュアテック）

11:45～12:30
K2 「金属シャルピー衝撃試験機」の基礎講座
日本試験機工業会　材料試験技術委員会　疲れ・靭性試験分科会 
大西 康弘 氏　（株式会社米倉製作所）

13:45～14:30
K3 「落下・衝撃試験」の基礎
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　機械環境分科会 
川口 和晃 氏　（神栄テストマシナリー株式会社）

15:15～16:00
S1 ISO破壊じん性試験規格に関わる日本の取組み
ISO／TC 164／SC 4／WG 3（破壊試験） エキスパート 
田川 哲哉 氏　（JFEスチール株式会社　スチール研究所）

【地盤技術フォーラム】基調講演 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 F 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:30～11:30 確実にやってくる巨大地震に備える　―今後の地震防災対策の在り方―
東京大学　教授　目黒 公郎 氏

災 害  地盤災害と対策 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 F 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

13:00～13:50
北海道胆振東部地震の液状化被害の教訓と対策
北海道大学大学院　工学研究院　環境フィールド工学部門　防災地盤工学分野　 
地盤物性学研究室　教授　渡部 要一 氏

14:00～14:50 平成28年熊本地震の液状化地盤災害の教訓と対策
福岡大学　工学部　社会デザイン工学科　教授　村上 哲 氏

15:00～15:50
西日本豪雨による広島県の土砂災害　―調査からわかってきたことと今後の課題―
広島大学大学院工学研究科 特任教授 
広島大学防災・減災研究センター（HRRC）センター長　土田 孝 氏

製品・技術発表会 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 G 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:30～11:15 MRC工法【狭隘地での地盤改良工法】
【地盤改良技術展】 株式会社本久

11:30～12:15 最近の薬液注入工法
【地盤改良技術展】 地盤注入開発機構

12:30～13:15 不動テトラのICT地盤改良
【地盤改良技術展】 株式会社不動テトラ

13:30～14:15 特殊土木分野におけるライト工業のICT技術
【地盤改良技術展】【基礎工技術展】 ライト工業株式会社

14:30～15:15 三信建設工業株式会社の最新の地盤処理技術
【地盤改良技術展】 三信建設工業株式会社

15:30～16:15

温室効果ガス削減も同時に実現する、丸太打設による液状化対策・
軟弱地盤対策（丸太打設液状化対策＆カーボンストック（LP-LiC）
工法、丸太打設軟弱地盤対策＆カーボンストック（LP-SoC）工法）

【基礎工技術展】 木材活用地盤対策研究会
出展社プレゼンテーション TEST

会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 E 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:15～11:00 温湿度環境下の引張試験の効率化への新提案と評価事例
エスペック株式会社

11:45～12:30 「最新」の落錘式衝撃試験機と専用ソフトウェアのご紹介
インストロンジャパンカンパニイリミテッド

13:45～14:30 新しいプラスチックの硬さ評価方法と評価装置のご紹介
株式会社島津製作所

15:15～16:00 自動車業界における促進腐食試験の近年の動向
三洋貿易株式会社 ／Q-Lab Corporation

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610会議室 【聴講有料】

Session 1 IoT 社会のためのウェアラブル生体センサの開発と計測応用
座長:三林 浩二（東京医科歯科大学）

14:00～14:45 医療・ヘルスケアの様々な用途に対応したウェアラブルセンサ
TDK株式会社　新事業推進センター IoTシステムズビジネスユニット　BU長　宮本 浩二 氏

14:45～15:30
IoT時代のサービスデザインとフレキシブルデバイスの製造技術
国立研究開発法人 産業技術総合研究所　人間拡張研究センター　副研究センター長　 
兼 スマートセンシング研究チーム　研究チーム長　牛島 洋史 氏

15:30～16:15 Society 5.0の実現に資する有機生体センサの基盤研究と応用展開
山形大学　有機エレクトロニクス研究センター　センター長　卓越研究教授　時任 静士 氏

JAISAセッション 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

11:30～11:50 市場統計調査報告「自動認識機器等の2018年出荷統計調査報告」
一般社団法人日本自動認識システム協会　市場統計委員会　委員長　平本 純也

自動認識セミナー　特別講演 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室AB 【聴講無料】 ※事前申込制　 満 席

時間 講演内容

13:00～13:45 電子タグ1000億枚宣言の背景と狙い・今後の展開
経済産業省　商務情報政策局　商務・サービスグループ　消費・流通政策課　課長補佐　久保田 倫生 氏

13:45～14:30
国内消費財サプライチェーンの効率化の研究開発
大日本印刷株式会社　情報イノベーション事業部　C&Iセンター 
　デジタルサプライチェーン事業開発プロジェクト　ビジネス推進部　部長　中野 茂 氏

14:40～15:40

パネルディスカッション
ファシリテータ: みずほ情報総研株式会社　経営・ITコンサルティング部・シニアマネジャー　紀伊 智顕 氏
パネラー: 株式会社ローソン　オープン・イノベーションセンター　アシスタントマネージャー　佐藤 正隆 氏
 サンスター株式会社　営業企画部　セールス&マーケティンググループ　担当部長　小林 洋 氏
 株式会社日立物流　知財・CRM部　部長　田村 和広 氏
 大日本印刷株式会社　情報イノベーション事業部　C&Iセンター 
 　デジタルサプライチェーン事業開発プロジェクト　ビジネス推進部　部長　中野 茂 氏

JAISAフォーラム 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　会議棟7F　703会議室 【聴講無料】 ※事前申込制　 満 席

時間 講演内容

13:00～16:35

「あいさつ」 一般社団法人日本自動認識システム協会

「サプライチェーン用RFID国際規格の実装」
～国際規格改訂の最新状況とアプリケーションへの適用～
一般社団法人日本自動認識システム協会　RFID部会 　アプリケーション技術グループ　副グループ長　竹本 直也 氏

「汎用リターナブル容器（RTI）の課題とRFID化」
株式会社デンソーエスアイ　部長　新海 直樹 氏

「バイオメトリクス精度評価方法改善への取り組み」
～容易にセキュリティ性を確認できる評価方法の確立に向けて～
一般社団法人日本自動認識システム協会　バイオメトリクス部会 精度評価技術グループ　グループ長　日間賀 充寿 氏

「JIS X 0527の概要解説と国際標準化について」
一般社団法人日本自動認識システム協会　研究開発センター　主任研究員　佐藤 光昭

「医療業界の自動認識技術（バーコード、RFID等）のこれまでと今後」
一般社団法人日本自動認識システム協会　医療自動認識プロジェクト　プロジェクト長　白石 裕雄 氏

自動認識システム大賞発表 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

13:00～13:30
自動認識システム大賞　 特別賞
宅配便自動受付機 NECプラットフォームズ株式会社

13:40～14:10
自動認識システム大賞　 フジサンケイ ビジネスアイ賞
手のひら静脈認証による高齢者等身元特定支援サービス 株式会社クライム

14:20～14:50
自動認識システム大賞　 優秀賞
HACCP対応 業界初のIoTクラウドシステム 株式会社サトー

15:00～15:30
自動認識システム大賞　 優秀賞
スペシャリティ医薬品の流通管理ソリューション 株式会社スズケン

15:40～16:10
自動認識システム大賞　 大　賞
バーコードと信号灯を活用した製造現場の 
データ無線収集システム 株式会社パトライト

光計測シンポジウム 2019 測定計測展
会　場　会議棟6F　605会議室 【聴講有料】 ※事前申込制

時間 講演内容
【挨拶】 明田川 正人（日本光学測定機工業会　技術顧問）
【座長】 永寿 伴章 氏（産業技術総合研究所）

10:00～10:20 散乱光方式による非接触表面粗さ・形状検査事例
丸山 拓之 氏、高尾 邦彦 氏、矢尾板 達也 氏（株式会社ケン・オートメーション）

10:20～10:40 最新のマニュアル画像測定機『QS-L / AFシリーズ』の開発
蛭田 文人 氏、大森 豊博 氏（株式会社ミツトヨ）

10:40～11:00 デジタルマイクロスコープ　DSX1000システムの開発
細野 翔大 氏（オリンパス株式会社）

【座長】 大谷 幸利 氏（宇都宮大学）

11:10～11:30
スペックル干渉法を用いた回折限界を超えた三次元形状測定における 
 ゼロ次回折ビームの位相分布電磁場シミュレーション
新井 泰彦 氏（関西大学）

11:30～11:50 位相同期ループを用いたヘテロダイン干渉計の位相補間法の開発
明田川 正人 氏、Thanh Dong NGUYEN 氏、樋口 雅人 氏、韋 冬 氏（長岡技術科学大学）

11:50～12:10
ディスクビームプローブを用いた物体内径計測法の開発及びその応用
金 蓮花 氏、芦澤 拓馬 氏（山梨大学）、ジェローズ ベルナール 氏（名古屋大学）、 
吉澤 徹 氏（三次元工学会）

【座長】 明田川 正人 氏（長岡科学技術大学）

13:30～13:50 “ものづくり”を加速させる　計測用X線CT装置
土屋 喜紀 氏（株式会社東京精密）

13:50～14:10
950keV線形加速型X線源による高分解能X線CT撮像
佐藤 智哉 氏、山田 篤志 氏、松永 教仁 氏、在家 正行 氏、鶴谷 敏則 氏（株式会社ニコン）、 
山本 昌志 氏、畑農 督 氏、城野 哲 氏（株式会社アキュセラ）

【座長】 新井 泰彦 氏（関西大学）

14:20～14:40 超小型・低価格中赤外分光イメージング装置
石丸 伊知郎 氏（香川大学）

14:40～15:00 携帯用OCTによる植物塩害の定量評価
安田 博哉 氏、椎名 達夫 氏（千葉大学）

15:00～15:20 偏光カメラを用いたフルストークス・イメージング
大谷 幸利 氏、柴田 秀平 氏、鈴木 理之 氏、ネイザン ヘーガン 氏（宇都宮大学）

【挨拶】 日本光学測定機工業会　浜田 智秀 会長

実務応用セミナー 測定計測展
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 C 【聴講無料】 ※当日申込

時間 講演内容

13:00～13:30 φ0.1mmの内径を繰り返し精度0.1μmで測定
株式会社第一測範製作所　技術部技術課　西方 崇 氏

13:45～14:05 光学式三次元プロファイラーの製造現場での活用実績紹介
キヤノンマーケティングジャパン株式会社　計測機器課　鈴木 秀和 氏

14:20～14:50 幾何公差のための測定法と3DAによる革新
YKT株式会社　　講演者：QVIジャパン株式会社　代表取締役　中村 聡 氏

15:05～15:35 5軸制御プローブヘッドREVO-2の新機能について
レニショー株式会社　千葉 雄大 氏

15:50～16:20 ZEISS X線CTソリューションのご紹介
カールツァイス株式会社　黒川 大輔 氏

開催記念セミナー TEST
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場D 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:15～11:00
K4 「引張・圧縮試験」の基礎から最新の試験例を紹介 

満 席日本試験機工業会　材料試験技術委員会　静的強度試験分科会 
川﨑 健史 氏　（株式会社島津製作所）

11:45～12:30
K5 ゴム試験規格の最新情報と試験機の紹介
日本試験機工業会　材料試験技術委員会　疲労・靭性分科会 
室井 一男 氏　（株式会社東洋精機製作所）

13:45～14:30
K6 「耐候性試験」の基礎
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　耐候性分科会　 
長谷川 和哉 氏 　（スガ試験機株式会社）

15:15～16:00
K7 「腐食試験」現状と今後の展開について 

満 席日本試験機工業会　環境装置技術委員会　腐食環境分科会 
設楽 正弘 氏　（板橋理化工業株式会社）

基礎工  基礎工における最新の注目技術と話題（午後） 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 F
企 画：パイルフォーラム 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

13:30～14:00
埋込み杭工法において原位置で築造されたソイルセメントの 
材料組成に基づく圧縮強度の早期評価手法CW-QUIC
清水建設株式会社　依田 侑也 氏

14:00～14:30 ICTを利用した既製コンクリート杭の施工管理
三谷セキサン株式会社　木谷 好伸 氏

14:30～15:00 大地震に耐えられる新しい既製コンクリート杭
SPHC杭研究会　加倉井 正昭 氏

15:00～15:30 ECMコンクリートを用いた環境対応型場所打ち杭工法
株式会社竹中工務店　若井 修一 氏

地 盤  セメント系固化材の利活用セミナー 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟2F　南会議室 B　
企 画：一般社団法人セメント協会 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

13:00～14:00 土を固めるセメント系固化材
セメント協会　セメント系固化材普及専門委員会　委員長　斎藤 準護 氏

14:00～15:00 セメント系固化材により改良した建設発生土の利活用
国立研究開発法人　土木研究所 地質・地盤研究グループ　施工技術チーム　主任研究員　宮下 千花 氏

15:00～16:00 セメント改良土の強度発現メカニズムを探る
広島大学大学院　教授　半井 健一郎 氏

基礎工  基礎工における最新の注目技術と話題（午前） 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 F
企 画：パイルフォーラム 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:30～11:00 音響波を用いた高精度な地盤の可視化（音響トモグラフィ地盤探査とその適用）
JFEシビル株式会社　榊原 淳一 氏

11:00～11:30 高圧噴射攪拌工法による地盤改良での補強方法とその事例
ケミカルグラウト株式会社　土屋 勉 氏

11:30～12:00 既存杭撤去孔の埋戻し地盤の性状評価の現状と課題
東急建設株式会社　古垣内 靖 氏

基礎工  基礎の設計と施工 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟2F　南会議室 B 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:20～11:00 地中連続壁基礎の設計・施工のポイントと今後の適応性
地中連続壁協会　技術委員長（株式会社大林組　土木本部　生産技術本部　設計第一部　部長）　田坂 幹雄 氏

11:00～11:40 ケーソン基礎の設計・施工のポイントと事例紹介
日本圧気技術協会　技術委員長（オリエンタル白石株式会社　東京支店　技術部長）阿部 慎太郎 氏

11:40～12:20 鋼管矢板基礎の設計・施工のポイントと事例紹介
一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会　技術総括委員（株式会社クボタ　鋼管営業部　土建技術グループ長）　鈴木 友之 氏

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 E 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:15～11:00 ICTを活用した環境試験運用のご紹介
エスペック株式会社

11:45～12:30 5900型試験機を用いた温度環境下の金属材料試験
インストロンジャパンカンパニイリミテッド

13:45～14:30 高精度CAE解析を実現する材料評価事例・技術紹介
株式会社島津製作所

15:15～16:00 赤外線サーモグラフィカメラによる非破壊検査応用事例
日本アビオニクス株式会社

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610会議室 【聴講有料】 ※事前申込制

Session 2 自動車用センサ　－自動運転とセンサ－
座長:室 英夫（エフエス工学研究所）

10:00～10:45
AI自動運転システムに於ける赤外センサの有効性と親和性
コーンズテクノロジー株式会社　電子通信ソリューション営業部　 
オートモーティブチーム　チームマネジャー　物部 周平 氏

10:45～11:30
Automotive lidar : architecture and laser beam scanning
Infineon Technologies IFAG ATV SC D （Innoluce BV） Principal R&D / 
MEMS　Mr.van Lierop Diederik ※英語での講演（質疑応答のみ通訳あり）

11:30～12:15 自動運転を支えるセンサ／半導体技術と課題
株式会社デンソー　デバイス研究部　部長　和戸 弘幸 氏

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610会議室 【聴講有料】

Session 3 海洋産業とセンサ制御システムの未来
座長:別府 達郎（環産熾研究所）

14:00～14:45 太平洋で我が国の再生エネルギー100%実現を　ー低緯度太平洋メガソーラー帆走筏構想ー
中央大学名誉教授　國生 剛治 氏

14:45～15:30 夢からはじめ 実現をめざす、海洋都市構想　GREEN FLOAT
清水建設株式会社　フロンティア開発室　海洋開発部 上席エンジニア　竹内 真幸 氏

15:30～16:15 IoT技術が拓く水産養殖業の未来
ウミトロン株式会社　代表取締役　藤原 謙 氏

JAISAセッション 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:30 ～11:20 チュートリアルセッション1（自動認識基礎知識の講演）「バーコード・二次元シンボル編」
一般社団法人日本自動認識システム協会　研究開発センター　主任研究員　藤田 眞二

11:30～12:20 チュートリアルセッション2（自動認識基礎知識の講演）「RFID編」
一般社団法人日本自動認識システム協会　研究開発センター　主任研究員　西村 哲成

自動認識セミナー　コネクテッド・インダストリーズに向けた事例 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室 A 【聴講有料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:30～11:20 自動認識～IoT活用による多様化した生産工程での実用による効率化
NECプラットフォームズ株式会社　執行役員　河野 修久 氏

11:30～12:20

次世代LPWAネットワークZETAのご紹介
ZETAアライアンス　理事　諸井 眞太郎 氏

LPWAを使った可搬型熱ストレスセンサーによる熱中症予防対策について
東京理科大学　理工学部土木工学科　准教授　仲吉 信人 氏

自動認識セミナー　RFIDによる商品管理 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室 A 【聴講有料】 ※事前申込制

時間 講演内容

13:00～13:50 自動認識～IoT活用による多様化した生産工程での実用による効率化
NECプラットフォームズ株式会社　執行役員　河野 修久 氏

14:00～14:50 ドローンによるRFID読取りで高所作業削減
東京理科大学　経営学部　教授　荒木 勉 氏

出展社プレゼンテーション 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

13:00～13:20 流通管理に応用可能な偽造防止・真贋判定ソリューションのご紹介
株式会社グレープシステム

13:30～13:50 サイバーフィジカルファクトリーを実現するIoTとは？ ～生産ラインの改善により、130%の増産を実現～
株式会社インフォファーム

14:00～14:20 ディープラーニング搭載画像認識システムAI Inspector ～AIを外観検査や異物検査に用いるコツ～
株式会社トラスト・テクノロジー

14:30～14:50 スマートフォンを使った画期的な現場改善! 　～事例もご紹介～
緑屋情報システム株式会社

15:00～15:20 RFIDアライアンス新製品
株式会社RFIDアライアンス

15:30～15:50 深層学習AIで変わる自動認識
株式会社アドダイス

特別セミナー 測定計測展
複雑形状の計測と評価　―21世紀のものづくりを支える多数点群による形状計測―
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 C 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:30～10:35 挨 拶
国立研究開発法人 産業技術総合研究所　企画本部　総合企画室　企画主幹　佐藤 理 氏

10:35～11:05
3次元自由曲面形状の評価手法の開発
三菱日立パワーシステムズ株式会社　ターボマシナリー本部 
タービングローバル製造総括部　グローバル生産革新グループ　上席主任　福原 義也 氏

11:20～11:50 多数点群による安定した形状評価方法と信頼性検証手順の開発
国立研究開発法人 産業技術総合研究所　企画本部　総合企画室　企画主幹　佐藤 理 氏

13:00～13:30 3次元スキャンを有効活用するためのデータ処理解説
首都大学東京 システムデザイン研究科　機械システム工学域　准教授　長井 超慧 氏

13:45～14:15 3Dプリンター造形品の製品適用時における形状計測の勘所
地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター　機械素材研究所　上席研究員　吉田 裕亮 氏

14:30～15:00 3次元CAD情報利活用の最新潮流と測定点群データ
株式会社エリジオン　取締役CTO　相馬 淳人 氏

15:15～15:45 3Dスキャン現場のリアルな計測事情
有限会社原製作所　代表取締役社長　原 洋介 氏

開催記念セミナー TEST
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場D 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:15～11:00
K8 「疲労試験」の基礎講座 

満 席日本試験機工業会　材料試験技術委員会　疲れ・靭性試験分科会 
堀川 純 氏　（株式会社島津製作所）

11:45～12:30
K9 「環境試験」の基礎 

満 席日本試験機工業会　環境装置技術委員会　気象環境分科会 
小寺 弘一 氏　（エスペック株式会社）

13:45～14:30
K10 電動車両用 環境試験新規格 ISO19453 の解説
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　機械環境分科会 
井下 芳雄 氏　（エミック株式会社）

15:15～16:00
S2 加速試験 

満 席日本試験機工業会　環境装置技術委員会　委員長 
田中 浩和 氏　（エスペック株式会社）

地 盤  セメント系固化材を用いた地盤改良工法の注目技術 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 F 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

13:00～14:00 セメント改良技術の変遷と海外情報
東京工業大学　環境・社会理工学院　土木・環境工学系　教授　北詰 昌樹 氏

14:00～14:30 CDM工法の最近の動向と施工事例について
CDM研究会　田口 博文 氏

14:30～15:00 建築分野における柱状地盤改良の実施例
テノコラム協会　河合 拓也 氏

15:00～15:30 セメント系固化材を用いた連続式泥土処理工法への適用
泥土処理研究会　藤井 二三夫 氏

15:30～16:00 パワーブレンダー工法の適用事例
パワーブレンダー工法協会　市原 延彦 氏

災 害  特別講演 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 F 【聴講無料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:30～11:30 必ず来る震災を前に本当のことを語り災害に強い国土を作る
名古屋大学　減災連携研究センター　教授・センター長　福和 伸夫 氏

地 盤  基礎工  第12回 「これからの戸建て住宅基礎·地盤」 技術講習会 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟2F　南会議室 B
企 画：総合土木研究所 【聴講有料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:00～10:40 センター指針の改定概要と留意点
一般財団法人ベターリビング　つくば建築試験研究センター　総括役　二木 幹夫 氏

10:45～11:25 戸建て住宅基礎・地盤の設計法と実施例
株式会社設計室ソイル　代表取締役社長　高田 徹 氏

11:30～12:10 戸建て住宅基礎・地盤の品質管理と検査
株式会社トラバース　工法開発部　技術課　課長　渡辺 佳勝 氏

災 害  第2回「これからの防災対策」技術講習会 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟2F　南会議室 B
企 画：総合土木研究所 【聴講有料】 ※事前申込制

時間 講演内容

13:00～14:00 土工・基礎構造物の防災対策と強化復旧
東京大学・東京理科大学　名誉教授　龍岡 文夫 氏

14:05～15:05 国土地盤情報と地質リスクマネージメント
一般財団法人国土地盤情報センター　理事長　岩﨑 公俊 氏

15:10～16:10 自然災害に対する土工・基礎構造物の点検と補強
公益財団法人鉄道総合技術研究所　研究開発推進部長　舘山 勝 氏

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 E 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:15～11:00 リニアモータ式疲労試験機の特徴とアプリケーション
インストロンジャパンカンパニイリミテッド

11:45～12:30 試験機に新しい価値と機能を 新オートグラフAGX-V
株式会社島津製作所

13:45～14:30 硬さ試験の校正に関する最新情報
株式会社井谷衡機製作所

15:15～16:00 安全な物流環境を支援する試験計測技術
神栄テストマシナリー株式会社

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610会議室 【聴講有料】

Session 4
社会インフラ・モニタリングの社会実装に向けた最新技術
座長:高田 敬輔（ワイズ福祉情報研究所）
※本セッションは土木学会認定CPDプログラムに登録されています（2. 3単位）。

10:00～10:45 実用段階に入ったインフラモニタリング新技術
モニタリングシステム技術研究組合　理事長/早稲田大学名誉教授　依田 照彦 氏

10:45～11:30 危機管理型水位計と河川情報システムによる防災情報の提供
一般財団法人河川情報センター　河川情報研究所　研究第2部　研究員　柳町 年輝 氏

11:30～12:15 建設・斜面防災現場における 3D-ICT モニタリングシステム
UGS　代表　宇津木 慎司 氏

次世代センサ総合シンポジウム SENSOR EXPO JAPAN
会　場　会議棟6F　610会議室 【聴講有料】

Session 5 人工知能（機械学習）とセンサ応用 ～理論・応用・実現手段の最先端～
座長:前田 賢一（フリーランス・コンサルタント）

14:00～14:45 有限データによる無限の学習
東京福祉大学　教育学部　教授　小川 英光 氏

14:45～15:30 機械学習と最先端計測技術の融合
大阪大学　産業科学研究所　教授　鷲尾 隆 氏

15:30～16:15
画像認識AIプロセッサ「Visconti™」
東芝デバイス＆ストレージ株式会社　デバイス＆ストレージ研究開発センター　 
エンベデッドコア技術開発部　主務　佐野 徹 氏

JAISAセッション 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:30 ～11:20
チュートリアルセッション3（自動認識基礎知識の講演） 

「生体認証編」
一般社団法人日本自動認識システム協会　研究開発センター　センター長　酒井 康夫

自動認識セミナー　RFIDを活用した医療機器管理 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室 A 【聴講有料】 ※事前申込制

時間 講演内容

10:30～11:20
医療機器流通におけるRFID活用事例　 
標準化によって拓かれる未来
ジンマー・バイオメット合同会社　ディレクター、ガバメントアフェアーズ　河合 誠雄 氏

11:30～12:20
モノと情報の連携による新たな地平: 
医療機器トレーサビリティデータバンクの挑戦
国立国際医療研究センター　医療情報基盤センター　センター長　美代 賢吾 氏

自動認識セミナー　医療現場での活用事例 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室 A 【聴講有料】 ※事前申込制

時間 講演内容

13:00～13:50 自動認識技術による医療トレーサビリティの確立
東京医療保健大学　NTT東日本関東業院　学事顧問　名誉院長　落合 慈之 氏

14:00～14:50 病院内の物流管理とRFID
東京医科歯科大学　医学部附属病院　材料部　副部長　久保田 英雄 氏

出展社プレゼンテーション 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

13:00～13:20 人の骨格認識・分析を高精度に行うAIビデオ分析ソリューション
株式会社グレープシステム

13:30～13:50
サイバーフィジカルファクトリーを実現するIoTとは？ 
～生産ラインの改善により、130%の増産を実現～
株式会社インフォファーム

14:00～14:20
ディープラーニング搭載画像認識システムAI Inspector 
～AIを外観検査や異物検査に用いるコツ～
株式会社トラスト・テクノロジー

14:30～14:50 コピー不可の電子署名付きQRシンボルのご紹介
株式会社テララコード研究所

15:00～15:20 AIサプライチェーンで変わる自動認識の世界
株式会社アドダイス

15:30～15:50
サイバーフィジカルファクトリーを実現するIoTとは？ 
～生産ラインの改善により、130%の増産を実現～
株式会社インフォファーム

製品・技術発表会 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 G 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:30～11:15 スラリー揺動撹拌工（WILL工法）の取り組み
【地盤改良技術展】 WILL工法協会

11:30～12:15 小型機を用いた中圧噴射攪拌技術　MITS工法 CMS-S システム
【地盤改良技術展】 MITS工法協会

12:30～13:15 コスト縮減・工期短縮可能な地盤改良工法（エポコラム工法）
【地盤改良技術展】 エポコラム協会　関東支部

13:30～14:15 ハードウェアとソフトウェアを融合させた商品開発とICT地盤改良工対応機開発の現状について
【地盤改良技術展】 株式会社ワイビーエム

14:30～15:15 高速化、大口径を可能にしたV-JET工法
【地盤改良技術展】 V-JET協会

15:30～16:15 「ICECRETE（アイスクリート）工法」と「JETCRETE（ジェットクリート）工法」
【基礎工技術展】 ケミカルグラウト株式会社

製品・技術発表会 地盤技術フォーラム
会　場　南展示棟1F　展示会場内　セミナー会場 G 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

10:30–11:15 スーパーウェルポイント工法とその応用技術
【地盤改良技術展】 株式会社アサヒテクノ

11:30～12:15 場所打ち杭施工時における支持層確認方法の開発
【基礎工技術展】 株式会社オーク

12:30～13:15

自然災害から住む人を守る地盤対策　 
―不同沈下しても修復出来る『モードセル工法』、 
 斜面が崩れても 『クイットメル工法』―

【災害対策技術展】 株式会社WASC基礎地盤研究所

13:30～14:15 既存杭引抜工法と杭穴埋戻しについて
【基礎工技術展】 一般社団法人杭抜研究会

14:30～15:15 「狭隘地」地中障害物撤去について
【基礎工技術展】 地中障害物撤去MRT工法協会

製品・技術発表会 SENSOR EXPO JAPAN
会　場　南展示棟4F　展示会場内　セミナー会場 H 【聴講無料】 ※当日申込制

時間 講演内容

11:30～12:20 IoTプラットフォームArgoculus　―IoT導入の勘所―
サイエンスソリューションズ株式会社


