
ロボット／モビリティゾーンロボット／モビリティゾーン

エスカレーター
2F出入口へ

1Fフロアへ

階段階段 南１ホール
2F出入口

エスカレーター
2F出入口へ

1Fフロアへ

階段階段 南2ホール
2F出入口

売店

F-57

F-58

F-59
F-60

F-52F-53

F-54

F-55 F-50

スタンプラリー
ポイント

スタンプラリー
ポイント

スタンプラリー
ポイント

スタンプラリー
ポイント

スタンプラリー
ポイント

F-38F-48F-49

F-39

F-47F-40

F-42

F-44 F-41

F-07
F-22

F-23

F-37

F-24

F-25F-28

F-33 F-34 F-35

F-30

F-31 F-32

F-10F-11

F-12F-13

F-14

F-15 F-17 F-18 F-19

F-08F-09

F-20 F-21

F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F-06

F-16

F-43

F-61

F-29

M-37 M-38

M-47M-47M-47

M-46M-46M-46

M-33 M-34

M-35M-36

M-44

M-45
M-28

M-39

M-40

M-41

M-42

M-43

M-29M-30M-31M-32

M-26 M-27

M-19 M-20 M-21

M-23M-24M-25

M-13 M-14

M-15 M-16M-17M-18

M-22

M-07 M-08

M-09 M-10M-11M-12

M-03M-04

M-05

M-06

M-01 M-02

発表会場１

日本光学測定機工業会
/日本精密測定機器工業会
日本光学測定機工業会
/日本精密測定機器工業会
日本光学測定機工業会
/日本精密測定機器工業会

技術相談
コーナー 休憩所

法政大学 理工学部 
吉田一朗研究室

法政大学大学院 
精密工学・
データサイエンス研究所　

アキュイティー

フィルメトリクス

新東
Ｓプレシジョン

フォトロン

兵庫県立大学兵庫県立大学兵庫県立大学

ユニオン光学ユニオン光学ユニオン光学

アンドールアンドールアンドール

コムビックコムビックコムビック

ツクモ工学ツクモ工学ツクモ工学

東京都立産業技術
研究センター

大日本
印刷

アドコム・
メディア

清原
光学santec

ミツトヨ

マグネスケールブルカー
ジャパン

セブン
シックス

ヴェン
ツェル

日本
マイクロ光器
日本
マイクロ光器
日本
マイクロ光器

丸紅情報
システムズ

レニショー

東京貿易
テクノシステム

フジ
ツール

日本
レーザー

コアーテック
/エルゴジャパン
コアーテック
/エルゴジャパン
コアーテック
/エルゴジャパン

マール・ジャパン

第一測範製作所

ユーロテクノ

小坂研究所

尾崎
製作所

アイゼン

オリンパス

黒田精工

東京精密

カールツァイス

テクロック

ＹＫＴ

アド
コール

測範社

日本ヴィジョン・
エンジニアリング
日本ヴィジョン・
エンジニアリング
日本ヴィジョン・
エンジニアリング

中央精機

ニコン
/ニコンソリューションズ

東京計器

KYB

CKD

水圧テーマコーナー

ダイキン工業
/ダイキン・ザウアーダンフォス 不二越

油研工業

廣瀬バルブ 日本
アキュムレータ

日電工業
/ファインシンター

TOHTO

共栄ハイドリック

大生工業 ナブテスコ

BARCONTROL社
/バルテックインターナショナル
BARCONTROL社
/バルテックインターナショナル
BARCONTROL社
/バルテックインターナショナル

日本オイルポンプ阪上製作所

立命館大学
理工学部
ロボティクス学科

立命館大学
理工学部
ロボティクス学科

立命館大学
理工学部
ロボティクス学科

博多工業
高等学校
博多工業
高等学校
博多工業
高等学校 カレッジ研究発表展示コーナー

東京電機大学
徳島大学
奈良工業高等専門学校
沼津工業高等専門学校
／東芝キャリア
福岡工業大学
法政大学
室蘭工業大学
横浜国立大学

足利大学
大阪工業大学
香川大学
神奈川大学
神奈川工科大学
信州大学
芝浦工業大学
東京大学
東京工業大学

浜松光電

抽選コーナー

タカコ

甲南電機 クローネASK三輪精機
/日本メクマン
三輪精機
/日本メクマン
三輪精機
/日本メクマン

イハラサイエンス

日本ムーグ

日東工器

コガネイ

新電元
メカトロニクス
新電元
メカトロニクス
新電元
メカトロニクス

豊興工業 デルタ電子ピー・エス・シー

オリオン機械

フジテクノ

中小
機構

日本ハイドロ
システム工業
日本ハイドロ
システム工業
日本ハイドロ
システム工業

日本フルードパワー工業会産経リサーチ
＆データ
産経リサーチ
＆データ
産経リサーチ
＆データ

光陽精機

トリプルアール
/東京オイルアナリスト

日本フローコントロール日本フローコントロール日本フローコントロール

オメガエアー
合同会社
オメガエアー
合同会社
オメガエアー
合同会社

MORESCOMORESCOMORESCO

日本工業出版日本工業出版日本工業出版

神威産業 日本伸銅

冨士エンジニアリング山本金属
製作所
山本金属
製作所
山本金属
製作所

ジュピターコーポレーション
/ザ・リーカンパニー

パネル・カタログ
コーナー

情報コーナー情報コーナー情報コーナー

休憩所

休憩所

休憩所

SMC

川崎重工業

ボッシュ・レックスロス

南3ホール 出入口 南4ホール 出入口

モバイル ＆ウェアラブルゾーンモバイル ＆ウェアラブルゾーン

画像認識ゾーン画像認識ゾーン

自動認識
システム大賞
パネル展示
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Autumn

T-33T-34
T-35

T-36T-37

T-38

T-28

T-39 T-29

T-40

T-26T-27

T-24

T-25 T-30

T-22T-23

T-31 T-32

S-22

S-23

S-24

S-25

S-21

S-26

S-19S-20

S-27 S-28

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

S-07

S-08

S-09

S-15

S-16

S-01

S-02 S-03

S-04

S-06

S-17 S-18

T-17

T-18

T-19 T-17 T-20 T-21

T-14

T-15

T-16

T-04

T-12T-13

T-03

T-05

T-11

T-01 T-02

T-06T-07

T-08

T-09 T-10

A-49
A-50A-51

A-40

A-41A-42

A-43

A-44

A-45 A-46

A-47

A-48

A-38

A-52

A-39

A-30

A-31

A-29

A-32

A-33

A-28

A-34 A-25A-36

A-26
A-27

A-35
A-37

A-18A-17

A-16 A-14A-15

A-19

A-20

A-21 A-12

A-13

A-22

A-23

A-10

A-11

A-24

A-01 A-02 A-06 A-07 A-08 A-09

発表会場２

発表会場４

発表会場３

休憩所 出展者
食事スペース

ポスター展示
コーナー
ポスター展示
コーナー
ポスター展示
コーナー
ポスター展示
コーナー
ポスター展示
コーナー
ポスター展示
コーナー
ポスター展示
コーナー

日本試験機
工業会

防衛大学校
/金沢大学
/立命館大学

島根大学 光応用計測研究室

情報
コーナー
情報
コーナー
情報
コーナー

大西
熱学

ダイプラ・ウィンテスダイプラ・ウィンテスダイプラ・ウィンテス チヨダエレクトリックチヨダエレクトリックチヨダエレクトリック

ＩＭＶ

名古屋科学機器名古屋科学機器名古屋科学機器

フューチュアテックフューチュアテックフューチュアテック いすゞ 製作所いすゞ 製作所いすゞ 製作所 ミツトヨ

エミック

アサヒ技研アサヒ技研アサヒ技研 松田製作所松田製作所松田製作所

東洋精機製作所
/アメテック
  アトラス事業部

東洋精機製作所
/アメテック
  アトラス事業部

東洋精機製作所
/アメテック
  アトラス事業部

ケメット・
ジャパン

南武

Gichoビジネス
コミュニケーションズ

共和
電業

SBクリエイティブ

科学情報出版

コーンズ
テクノロジー
コーンズ
テクノロジー
コーンズ
テクノロジー

三井
化学

オプトロ
ニクス社
オプトロ
ニクス社
オプトロ
ニクス社

ソフト
エイジェンシー
ソフト
エイジェンシー
ソフト
エイジェンシー

ムラテック
メカトロニクス
ムラテック
メカトロニクス
ムラテック
メカトロニクス

モーションリブモーションリブモーションリブ

予備

Specialty 
Coating 
Systems

Specialty 
Coating 
Systems

Specialty 
Coating 
Systems

次世代センサ協議会

フィガロ
技研

三ツ波センシング技術応用研究会
/大阪産業技術研究所

オート興産

ナノシードナノシードナノシードプラックスプラックスプラックス

マクセル

シチズン
電子

イージー
メジャー

ソナス

エスペックエスペックエスペック

島津製作所
/島津テクノリサーチ
島津製作所
/島津テクノリサーチ
島津製作所
/島津テクノリサーチ

昭和
測器

マツザワ
日鉄物産マテックス
/Sinco Tec 
  Test Systems

日鉄物産マテックス
/Sinco Tec 
  Test Systems

日鉄物産マテックス
/Sinco Tec 
  Test Systems

昭和製作所
太閤試験機工業

井谷衡機製作所

ITWジャパン
ビューラー
ビジネスユニット

ITWジャパン
ビューラー
ビジネスユニット

ITWジャパン
ビューラー
ビジネスユニット

アイ・ティー・
エス・ジャパン
アイ・ティー・
エス・ジャパン
アイ・ティー・
エス・ジャパン

日本電計
/アイコー
 エンジニアリング

日本電計
/アイコー
 エンジニアリング

日本電計
/アイコー
 エンジニアリング

日本品質保証機構

米倉
製作所

ハイロックス

新東
科学

神栄テクノロジー ナックイメージ
テクノロジー
ナックイメージ
テクノロジー
ナックイメージ
テクノロジー

日本
アビオニクス
日本
アビオニクス
日本
アビオニクス

ユアサ
システム機器
ユアサ
システム機器
ユアサ
システム機器

山本科学
工具研究社
山本科学
工具研究社
山本科学
工具研究社

東京衡機
試験機
東京衡機
試験機
東京衡機
試験機

凸版印刷 イメージャー サトー

アイニックス

日立ハイテクネクサス

システムギア

商談
コーナー

情報
コーナー

KISCO
/Uni Tag
KISCO
/Uni Tag
KISCO
/Uni Tag

オカベマーキングシステム

日本
工業出版

商談
コーナー

ポスター展示コーナー

マーストーケン
ソリューション

エフテクト

RFIDアライアンス
/エイリアンテクノロジー
/データマース
/RFキャンプ

休憩所

伯東
/IMPINJ

サイレンスネット
/日本メカトロニクス
サイレンスネット
/日本メカトロニクス
サイレンスネット
/日本メカトロニクス タカヤ

大同
産業

エバ・
ジャパン

シフト
/インフォファーム
シフト
/インフォファーム
シフト
/インフォファーム

アイメックスアイメックスアイメックス

テーマ展示
未来をつなぐAUTO-ID／
A BRIGHTER FUTURE with AUTO-ID
「SDGs を支える自動認識」

テーマ展示
未来をつなぐAUTO-ID／
A BRIGHTER FUTURE with AUTO-ID
「SDGs を支える自動認識」

テーマ展示
未来をつなぐAUTO-ID／
A BRIGHTER FUTURE with AUTO-ID
「SDGs を支える自動認識」

東芝テック

デュプロ

とめ
研究所
とめ
研究所
とめ
研究所

コムシス情報システム

グレープ
システム

トラスト・テクノロジー

日本ジー・
アイ・ティー
日本ジー・
アイ・ティー
日本ジー・
アイ・ティー

オートニクスオートニクスオートニクス

流通情報
ラベル社
流通情報
ラベル社
流通情報
ラベル社

日本経済
新聞社
日本経済
新聞社
日本経済
新聞社

GS1 Japan
（流通システム開発センター）

GS1 Japan
（流通システム開発センター）

GS1 Japan
（流通システム開発センター）

エス・アールエス・アールエス・アール

マスプロ
電工
マスプロ
電工
マスプロ
電工フジクラ・

ダイヤケーブル
フジクラ・
ダイヤケーブル
フジクラ・
ダイヤケーブル

オンデマンド
研究所
オンデマンド
研究所
オンデマンド
研究所

ハヤト・インフォメーション

ガゾウガゾウガゾウ

日本
ミクロン
日本
ミクロン
日本
ミクロン

テララコード
研究所

ワム・システム・
デザイン
/サコス

ワム・システム・
デザイン
/サコス

ワム・システム・
デザイン
/サコス

フェニックスフェニックスフェニックス

リコー

緑屋情報
システム
緑屋情報
システム
緑屋情報
システム

ゼネラルテレ
パワー

流通
研究社

事例でわかる
自動認識
パネル展示 JAISA

コーナー

カタログ
コーナー

出展者
食事スペース

山本電機
製作所
山本電機
製作所
山本電機
製作所

椿本
興業

ノリタケ
伊勢電子
ノリタケ
伊勢電子
ノリタケ
伊勢電子

KOA

売店

会場案内図

会場案内図

2021年 10.6 水  ▶ ︎8 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
／データマース
／RFキャンプ

A-40

アイニックス（株） A-44

アイメックス（株） A-28

（株）イメージャー A-50

（株）エス・アール A-18

エバ・ジャパン（株） A-32

（株）エフテクト A-38

（株）オートニクス A-17

オカベマーキングシステム（株） A-47

（株）オンデマンド研究所 A-19

（株）ガゾウ A-21

KISCO（株）
／（株）Uni Tag

A-41

（株）グレープシステム A-37

コムシス情報システム（株） A-26

（株）サイレンスネット
／日本メカトロニクス（株）

A-31

（株）サトー A-49

GS1 Japan((一財)流通システム開発センター) A-06

システムギア（株） A-43

（株）シフト
／（株）インフォファーム

A-34

ゼネラル（株） A-09

大同産業（株） A-29

タカヤ（株） A-33

デュプロ（株） A-36

（株）テララコード研究所 A-23

（株）テレパワー A-08

東芝テック（株） A-25

凸版印刷（株） A-51

（株）とめ研究所 A-35

（株）トラスト・テクノロジー A-27

日本経済新聞社 A-02

日本工業出版（株） A-46

（株）日本ジー・アイ・ティー A-16

日本ミクロン（株） A-13

伯東（株）
／IMPINJ,Inc.

A-30

（株）ハヤト・インフォメーション A-20

（株）日立ハイテクネクサス A-42

（株）フェニックス A-10

（株）フジクラ・ダイヤケーブル A-15

（株）マーストーケンソリューション A-39

SENSOR EXPO JAPAN
（株）イージーメジャー S-18

オート興産（株） S-02

（株）オプトロニクス社 S-11

科学情報出版（株） S-25

共和電業（株） S-22

KOA（株） S-28

Gichoビジネスコミュニケーションズ（株） S-23

コーンズテクノロジー（株） S-21

SBクリエイティブ（株） S-24

一般社団法人次世代センサ協議会 S-15

シチズン電子（株） S-17

Specialty Coating Systems S-16

センシング技術応用研究会
／（地独）大阪産業技術研究所

S-09

ソナス（株） S-06

（株）ソフトエイジェンシー S-12

椿本興業（株） S-20

（株）ナノシード S-04

ノリタケ伊勢電子（株） S-19

フィガロ技研（株） S-07

（株）プラックス S-01

マクセル（株） S-03

三井化学（株） S-26

（株）三ツ波 S-08

ムラテックメカトロニクス（株） S-13

モーションリブ（株） S-14

（株）山本電機製作所 S-27

廣瀬バルブ工業（株） F-52

冨士エンジニアリング（株） F-21

（株）不二越 F-59

（株）フジテクノ F-14

ボッシュ・レックスロス（株） F-07

（株）MORESCO F-11

（株）山本金属製作所 F-20

油研工業（株） F-58

IFPEX
イハラサイエンス（株） F-28

ASK（株） F-33

SMC（株） F-57

（株）ジュピターコーポレーション
／ザ・リーカンパニー

F-23

新電元メカトロニクス（株） F-37

ダイキン工業（株） F-60

ダイキン・ザウアーダンフォス（株） F-60

大生工業（株） F-53

（株）タカコ F-30

（独）中小企業基盤整備機構 F-02

デルタ電子（株） F-12

トリプルアール（株）
／東京オイルアナリスト（株）

F-19

東京計器（株） F-16

TOHTO（株） F-49

豊興工業（株） F-15

ナブテスコ（株） F-50

日電工業（株）
／（株）ファインシンター

F-55

日東工器（株） F-25

日本アキュムレータ（株） F-48

日本オイルポンプ（株） F-39

日本工業出版（株） F-05

日本伸銅（株） F-08

日本ハイドロシステム工業（株） F-17

日本フローコントロール（株） F-06

日本ムーグ（株） F-35

（一社）日本フルードパワー工業会 F-04

BARCONTROL社
／（株）バルテックインターナショナル

F-47

浜松光電（株） F-44

ピー・エス・シー（株） F-13

TEST
IMV（株） T-28

アイ・ティー・エス・ジャパン（株） T-12

ITWジャパン（株）ビューラービジネスユニット T-13

（株）アサヒ技研 T-30

（株）いすゞ 製作所 T-26

（株）井谷衡機製作所 T-14

エスペック（株） T-18

エミック（株） T-24

（株）大西熱学 T-35

ケメット・ジャパン（株） T-22

（株）島津製作所
／（株）島津テクノリサーチ

T-17

島根大学 光応用計測研究室 T-36

（株）昭和製作所 T-16

（株）昭和測器 T-19

神栄テクノロジー（株） T-01

新東科学（株） T-07

（有）太閤試験機工業 T-15

ダイプラ・ウィンテス（株） T-34

チヨダエレクトリック（株） T-33

（株）東京衡機試験機 T-09

（株）東洋精機製作所
／アメテック（株）アトラス事業部

T-23

名古屋科学機器（株） T-29

（株）ナックイメージテクノロジー T-02

（株）南武 T-32

日鉄物産マテックス（株）
／Sinco Tec Test Systems GmbH

T-21

日本アビオニクス（株） T-06

日本電計（株）
／アイコーエンジニアリング（株）

T-04

（一財）日本品質保証機構 T-11

（株）ハイロックス T-03

（株）フューチュアテック T-27

防衛大学校
／金沢大学
／立命館大学

T-37

（株）マツザワ T-20

（株）松田製作所 T-31

（株）ミツトヨ T-25

（株）山本科学工具研究社 T-10

ユアサシステム機器（株） T-08

（株）米倉製作所 T-05

ポスター展示コーナー T-39

インストロンジャパンカンパニイリミテッド

日本材料試験技術協会

測定計測展
（株）アイゼン M-12

アキュイティー（株） M-35

アドコム·メディア（株） M-30

アドコール LLC M-01

アンドール（株） M-41

ヴェンツェル（株） M-25

（株）尾崎製作所 M-07

オリンパス（株） M-09

カールツァイス（株） M-16

（株）清原光学 M-31

技術相談コーナー M-38

黒田精工（株） M-08

コアーテック（株）
／エルゴジャパン（株）

M-20

（株）小坂研究所 M-14

（株）コムビック M-42

santec（株） M-32

新東Sプレシジョン（株） M-36

セブンシックス（株） M-19

（株）測範社 M-05

（株）第一測範製作所 M-11

大日本印刷（株） M-29

中央精機（株） M-03

ツクモ工学（株） M-43

（株）テクロック M-02

（株）東京精密 M-22

（地独）東京都立産業技術研究センター M-44

東京貿易テクノシステム（株） M-23

（株）ニコン
／ニコンソリューションズ

M-10

日本光学測定機工業会
／日本精密測定機器工業会

M-37

日本マイクロ光器（株） M-39

（株）日本レーザー M-18

日本ヴィジョン·エンジニアリング（株） M-06

兵庫県立大学 M-45

フィルメトリクス（株） M-34

（株）フォトロン M-33

フジツール（株） M-13

ブルカージャパン（株） M-26

（株）マグネスケール M-27

丸紅情報システムズ（株） M-24

マスプロ電工（株） A-14

緑屋情報システム（株） A-24

（株）リコー A-11

（株）流通研究社 A-07

流通情報ラベル社 A-01

ワム・システム・デザイン（株）
／サコス（株）

A-12

ポスター展示コーナー A-52

NECプラットフォームズ（株）
ダイオーエンジニアリング（株）

（株）ハイエレコン
富士通アイソテック（株）
富士通セミコンダクターメモリソリューション（株）

マール·ジャパン（株） M-15

（株）ミツトヨ M-28

ユニオン光学（株） M-40

（株）ユーロテクノ M-17

レニショー（株） M-21

YKT（株） M-04

新技術発表コーナー

法政大学　理工学部　吉田一朗研究室 M-46

法政大学大学院　精密工学・データサイエンス研究所 M-47

南展示棟 1F
（南1・2ホール）

南展示棟 4F
（南3・4ホール）

オメガエアー（同） F-18

オリオン機械（株） F-01

神威産業（株） F-09

川崎重工業（株） F-38

共栄ハイドリック（株） F-54

（株）クローネ F-34

KYB（株） F-29

甲南電機（株） F-31

光陽精機（株） F-10

（株）コガネイ F-22

（株）阪上製作所 F-42

（株）産経リサーチ&データ F-03

三輪精機（株）
／日本メクマン（株）

F-32

CKD（株） F-43

抽選コーナー特別協賛
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）

IFPEX　自動認識総合展　測定計測展　TEST　SENSOR EXPO JAPAN

基調講演 事前申込制

製造業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の
加速に向けて

経済産業省　製造産業局産業機械課　課長　安田 篤 氏

日　時   2021年10月6日（水）　10:30～11:30
会　場   東京ビッグサイト会議棟1階　レセプションホールB
聴講料   無料　

IFPEX2021 第26回フルードパワー国際見本市

特別講演 事前申込制

米中対立時代におけるリスクマネジメント ～製造業の未来～
国際政治学者　三浦 瑠麗 氏
コロナ禍によって加速した米中対立の新時代。世界は地域ごとのパワーゲー
ムとグローバルな対立との二層構造に引き裂かれます。不確実な時代を生き
延びるために、どのようにリスクを捉えたらよいのかを提示し、内政がどういっ
たプロセスでグローバルな経済に影響しているかを読み解きます。

日　時   2021年10月6日（水）　13:00～14:30
会　場   東京ビッグサイト会議棟1階　レセプションホールB　　 聴講料   無料　

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　発表会場1 【聴講無料】 ※当日申込

時 間 講演内容

14:00～14:30
摩擦摩耗試験機-UMT TriboLab-による
表面処理技術の耐摩耗・耐擦傷性評価
ブルカージャパン株式会社　塚本 和己 氏

15:30～16:00 小径内径測定の世界最高精度を実現
株式会社第一測範製作所　渡邉 泰良 氏

開催記念セミナー TEST
会　場　南展示棟4F　展示会場内 発表会場2 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

10:15～11:00
K1 基礎セミナー 　「硬さ試験」の基礎　硬さの種類と原理

日本試験機工業会　材料試験技術委員会　委員長　硬さ試験分科会　 
株式会社フューチュアテック　松本 大 氏 

11:45～12:30
K2 基礎セミナー 　「金属シャルピー衝撃試験」の基礎

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　 
株式会社米倉製作所　平畝 英司 氏 

13:45～14:30
K3 基礎セミナー 　「機械衝撃・落下試験」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
神栄テクノロジー株式会社　川口 和晃 氏

15:15～16:00
S1 応用セミナー 　「高分子材料試験」成形加工特性の評価方法

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　 
株式会社東洋精機製作所　橋本 祥典 氏

中小企業基盤整備機構特別セミナー IFPEX
会　場　南展示棟1F　展示会場内　発表会場1 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

11:30～12:30 確中小企業の海外展開支援 ―コロナ禍の今こそ公的支援機関の活用を
独立行政法人　中小企業基盤整備機構　販路支援部　中小企業アドバイザー　古田 浩 氏

月刊「油空圧技術」主催　IFPEX2021併催　特別技術セミナー IFPEX
低炭素社会とともに歩む油圧技術①

会　場　会議棟1F　101会議室 【聴講有料】 ※事前申込制
時 間 講演内容

13:30～14:10 低炭素化社会に向けた油圧ショベルの取り組み
日立建機株式会社　品質保証本部　杉山 玄六 氏

14:15～14:55 油状態センサを用いた油圧機器向け状態監視システム
KYB株式会社　技術本部　基盤技術研究所　情報技術研究室　主幹研究員　亀田 幸則 氏

15:05～15:45 モノづくり現場における時代の変化と油圧機器のあり方～省エネからIoTへ～
ダイキン工業株式会社　油機事業部　技術部　専任部長　河田 健一 氏

15:50～16:30 油圧ポンプ可変速駆動システムの現状と課題
株式会社不二越　油圧事業部　技術部　部長　久保 光生 氏

技術講演会 IFPEX
会　場　会議棟6F　606会議室 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

15:00～16:30
水素社会実現に向けた経済産業省の取組
資源エネルギー庁　省エネルギー・新エネルギー部　新エネルギーシステム課　
水素・燃料電池戦略室　課長補佐　宇賀山 在 氏

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　南展示棟4F　展示会場内 発表会場3 【聴講無料】 ※当日申込制

時 間 講演内容

10:15～11:00 移動の低炭素化に向けた研究開発向け試験機の紹介
株式会社東京衡機試験機

11:45～12:30 イマテック衝撃試験機による金属・複合材料の評価
アイ・ティー・エス・ジャパン株式会社

13:45～14:30 装置の稼働状況をモニタする遠隔監視ソフトの紹介
株式会社島津製作所

15:15～16:00 EMC試験の基礎知識と海外法規制について
IMV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号室 【聴講有料】

Session 1 海洋水産資源開発におけるセンシング技術
座長：別府 達郎 氏（環産熾研究所代表）

10:00～10:50
海洋生物資源のゲノムモニタリングによる挙動観測の現状と今後

（国研）水産研究・教育機構中央水産研究所　水産生命情報研究センター　 
環境ゲノムグループ長　長井 敏 氏

10:50～11:40 超音波パルス信号のコーディングによる超高解像度魚探技術開発と今後
株式会社AquaFusion　代表取締役　笹倉 豊喜 氏

11:40～12:30 持続可能次世代型水産養殖システム
東京工業大学　名誉教授　次世代センサ協議会会長　小林 彬 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号室 【聴講有料】

Session 2 医療・健康のための高感度バイオ／化学センシング
座長：三林 浩二 氏（東京医科歯科大学教授）

14:15～15:05 ナノカーボン薄膜の精密設計による電気化学センシングの高感度化・多様化
産業技術総合研究所　健康医工学研究部門　研究グループ長　加藤 大 氏

15:05～15:55 高感度で迅速な、生物発光式エンドトキシン分析計の紹介
東亜ディーケーケー株式会社　八谷 宏光 氏

15:55～16:45 微小デバイスによるウイルスや重金属の高感度センシング
北陸先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科　教授　高村 禅 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　発表会場4 【聴講無料】 ※当日申込制
� JAISAのセッションの資料は、当日1,000円（消費税込み）にて販売いたします。

時 間 講演内容

10:30～11:30
市場調査報告

「自動認識技術の動向と2020年自動認識市場調査報告」
一般社団法人日本自動認識システム協会　2020年市場統計委員会　委員長　平本 純也

自動認識セミナー S-01 　流通・物流における活用事例 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室B 【聴講有料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

13:20～14:10
スーパーマーケットの最先端DX取り組み
ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス株式会社　プログラムマネジャー
／株式会社カスミ　取締役　執行役員　満行 光史郎 氏

14:20～15:10 物流におけるロボティクスの導入について
Kyoto Robotics株式会社　営業部　部長代理　山村 隼司 氏

JAISAフォーラム 自動認識総合展
会　場　南展示棟4F　展示会場内　発表会場4 （Zoomウェビナー併用） 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

13:00～13:05 「ごあいさつ」
一般社団法人日本自動認識システム協会

13:10～13:40

～RFID導入に成功するための虎の巻～ 
「RFIDユーザのためのRFID活用ガイドライン」の活用法

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　グループ長　大塚 裕

13:45～14:15
「RFタグ読取評価指標（TIPP）の検討報告」

一般社団法人日本自動認識システム協会　
RFID部会RFID技術グループ　副グループ長　山田 隆男

14:20～14:50

「少ないサンプル数で実現する
生体認証精度評価方法の国際標準化と今後の展望」
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

14:55～15:25
「ISO／IEC 24458（JIS X 0527）概要と国際標準化」

一般社団法人日本自動認識システム協会　
研究員　今井 博行

15:30～16:00
「医療自動認識プロジェクトの取り組み」

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

16:05～16:35
「画像認識技術導入ガイドラインの紹介」

一般社団法人日本自動認識システム協会　
画像認識プロジェクト　プロジェクト長　片岡 好広

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　発表会場4 【聴講無料】 ※当日申込制

時 間 講演内容

13:30～14:06 受賞企業表彰式

受賞企業講演会

14:15～14:30

自動認識システム大賞  産経新聞社賞（フジサンケイ ビジネスアイ賞）

UHF帯バッテリーレス電子ペーパータグを活用した
工程間搬送システム
 株式会社デンソーウェーブ
 富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社

14:30～14:45

自動認識システム大賞  優 秀 賞

Deep Learningを使った物流仕分けソータ上の単品識別システム
 ジック株式会社

14:45～15:00

自動認識システム大賞  優 秀 賞

日本酒の正規品流通経路管理のための、二次元コードと
RFIDハイブリッド活用
 高桑美術印刷株式会社
 黒龍酒造株式会社
 株式会社サトー

15:00～15:15

自動認識システム大賞  大　賞

温度ロガー機能付きデュアルRFIDラベルによる
農産物の定温物流管理
 株式会社サトー
 沖縄セルラーアグリ＆マルシェ株式会社

精密測定機器、座標測定機セミナー 測定計測展
会　場　会議棟6F　605､ 606 会議室 および、ZOOMウェビナー 【聴講無料】 ※事前申込制
� （会員はテキスト代も無料。会員以外はテキスト代をご負担下さい）

時 間 講演内容

16:20～16:40 デジタルインジケータゲージJIS B 7563の解説
株式会社ミツトヨ　中津川工場商品設計課　課長　足立 浩一 氏

16:40～17:00 ノギスISOの変更から見えるJIS改正について
株式会社ミツトヨ　字都宮事業所測器工場品質管理課　課長　篠原 利行 氏

光計測シンポジウム 2021 測定計測展
会　場　会議棟6F　605会議室および、オンライン（ウェビナー） 【聴講有料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

【開会挨拶】 明田川 正人（日本光学測定機工業会　技術顧問）

【座長】 新井 泰彦（関西大学）

10:05～10:25 正弦波変調干渉計の高分解能化
樋口 雅人、福永 琢真、韋 冬、明田川 正人（長岡技術科学大学）

10:30～10:50 波長走査干渉法による高精度絶対距離測定
北川 克一（技術コンサルタント）、溝尻 旬（株式会社溝尻光学工業所）

10:55～11:15
10pm精度と10MS/sデータレートを有する高精度・高速
ヘテロダイン干渉変位計
横山 修子、横山 敏之（日本マイクロ光器株式会社）

【座長】 明田川 正人（長岡技術科学大学）

11:25～11:45
微細形状測定用ファブリ・ペロー干渉計内蔵小径光
ファイバスタイラスの開発
村上 洋、甲木 昭雄、佐島 隆生、内山 晃介（北九州市立大学）

11:50～12:10
位相差顕微鏡法によるワイドギャップ半導体結晶の貫通転位の
3次元非破壊検査
服部 亮、陳 昱翔、村上 和嗣（セラミックフォーラム株式会社）

12:15～12:35 ミツトヨCNC画像測定機と最新技術
伊藤 隆洋　（株式会社ミツトヨ）

【座長】 大谷 幸利（宇都宮大学）

13:30～13:50 空気中と真空中での変位計測干渉計のノイズフロアの比較
明田川 正人、逆井 康佑、Thanh Dong Nguyen、樋口 雅人、韋　冬（長岡技術科学大学）

13:55～14:15
大規模空間・非接触測定機の計測技術と実用的事例
岸川 知里、山下 青峰、荒井 正範（株式会社ニコン） 
／ 森本 樹、Ghassan Chamsine（Nikon Metrology Inc.）

14:20～14:40 大気・ガス計測用LEDミニライダーの感度向上
椎名 達雄、ノフェル ラグロサス、シャフケティ アリフ（千葉大学）

【座長】 椎名 達雄（千葉大学）

14:50～15:10 カラーフルストークス・イメージャーとその応用
大谷 幸利（宇都宮大学 オプティクス教育研究センター）

15:15～15:35
広視野高分解能ビデオマイクロスコープユニット　
WIDE VMU-HRとその応用
本間 崇司、福本 泰（株式会社ミツトヨ）

15:40～16:00 テラヘルツ偏光計測による樹脂内部残留応力の評価法の研究
町田大和、高橋理央、斎藤伸吾、関根徳彦、梶原優介、吉田一朗（法政大学）

【挨拶】 浜田 智秀（日本光学測定機工業会　会長）

月刊「油空圧技術」主催　IFPEX2021併催　特別技術セミナー IFPEX
低炭素社会とともに歩む油圧技術②

会　場　会議棟1F　101会議室 【聴講有料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

13:30～14:10 建設機械における省エネ油圧技術動向
株式会社小松製作所　開発本部　油機開発センタ技監　林 盛太 氏

14:15～14:55 遠隔監視システム対応新形油圧ユニット
ボッシュ・レックスロス株式会社　マーケティング部　営業推進室　室長　浦井 隆宏 氏

15:05～15:45 低炭素化社会に向けた油圧コンポーネントメーカとしての取り組み
油研工業株式会社　研究開発部　開発二課　三枝 直人 氏

15:50～16:30 波力発電システムへの油圧技術適用事例
川崎重工業株式会社　精密機械・ロボットカンパニー　栗林 直樹 氏

出展社ワークショップ IFPEX
会　場　南展示棟1F　展示会場内　発表会場1 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

14:00～14:45 CO2削減と省エネ／BCPへの取り組み SMC株式会社

15:30～16:15 「ミニ・ハイドロリックスクール」開催 東京計器株式会社

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　南展示棟4F　展示会場内　発表会場3 【聴講無料】 ※当日申込制

時 間 講演内容

11:45～12:30 熱的材料評価の新提案　スポット冷却加熱装置と評価事例
エスペック株式会社

13:45～14:30 自動車電動化開発に関する強度評価事例の紹介
株式会社島津製作所

15:15～16:00 断面評価用試料づくりの基本、失敗しないポイント
ケメット・ジャパン株式会社

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

Session 3 自動運転とセンシング技術
座長：室 英夫 氏（元千葉工業大学教授）

10:00～10:50 自動車の自動運転におけるセンシング技術の現状と課題（仮）
金沢大学　高度モビリティ研究所　教授　菅原 直樹 氏

10:50～11:40 鉄道の自動運転におけるセンシング技術の現状と課題（仮）
東京大学大学院　新領域創成科学研究科　特任教授　水間 毅 氏

11:40～12:30 ドローンの自動運転におけるセンシング技術の現状と課題（仮）
株式会社プロドローン　常務取締役　市原 和雄 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号室 【聴講有料】 ※事前申込制

Session 4 食品流通におけるセンシング技術
座長：石森 義雄 氏（石森技術士事務所代表）

14:15～15:05 食品配送における温度管理
株式会社チノー　取締役 常務執行役員　清水 孝雄 氏

15:05～15:55 地方創成に有効な食品トレーサビリティ要素技術
食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会　事務局長　大野 耕太郎 氏

15:55～16:45 データ活用による食品ロス削減の可能性
株式会社日本総合研究所　創発戦略センターコンサルタント　多田 理紗子 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　発表会場4 【聴講無料】 ※当日申込制
� JAISAのセッションの資料は、当日1,000円（消費税込み）にて販売いたします。

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　（バーコード担当）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　（RFID担当）主任研究員　小西 將之

自動認識セミナー T-01 　特別講演 自動認識総合展
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

10:30～11:20
サプライチェーンのスマート化に向けた経済産業省の取組
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

11:30～12:00 荷姿ラベルの活用による検品省力化と伝票レス化の実現
日本パレットレンタル株式会社　事業企画部部長代理　木下 卓也 氏

12:10～12:40
企業専属便と緊急便配送の組み合わせ配送の実現に向けた、
貨物積載量のリアルタイムモニタリングの仕組みについて
株式会社ロジクエスト　執行役員　プロジェクト推進室　室長　後平 佐保子 氏

自動認識セミナー S-02 　医療現場での活用事例1 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室B 【聴講有料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

13:20�～14:10
病院薬剤部門の情報化（GS1バーコード等の利活用）
東京医科歯科大学医学部附属病院病院長補佐・医薬品安全管理責任者・薬剤部長　
髙橋 弘充 氏

14:20～15:10
非接触テクノロジーを、医療物流DXの起爆剤に
ー内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の取り組みからー
国立研究開発法人国立国際医療研究センター　医療情報基盤センター長　美代 賢吾 氏

特別セミナー 測定計測展
意思を通わせるデジタルものづくり　
― 設計から検査までの連携と３Dデータ活用 ―

会　場　会議棟6F　605会議室 【聴講無料】 ※事前申込制
企画協力: 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

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　計量標準総合センター　工学計測標準研究部門
幾何標準研究グループ　主任研究員　佐藤　理 氏

10:35～11:10 計測につながる注記付きCADデータ（3DAモデル）の作成と変換
株式会社エリジオン　CTO　相馬 淳人 氏

11:20～11:55 3DA（QIF規格）によるDX「測定・品質保証」ソリューション
QVIジャパン株式会社　代表取締役　中村 聡 氏

12:05～12:40 部品測定のための図面指示方法
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社　品質保証部　担当マネージャー　重田 国啓 氏

13:40～14:15 自動検査プロセス実現を目指した非接触測定ガイドラインの策定
3D+1ラボ　代表　髙橋 俊昭 氏

14:25～15:00
X線CTの活用事例紹介

（樹脂成形　金型補正プロセスにおける計測用CT装置の活用）
株式会社栃木ニコン　技術統括部　第4生産技術部　成形技術課　大森 敬介 氏

出展社プレゼンテーション TEST
会　場　南展示棟4F　展示会場内　発表会場3 【聴講無料】 ※当日申込制

時 間 講演内容

10:15～11:00 相関性への確信を高める促進耐候性技術
アメテック株式会社　アトラス事業部

11:45～12:30 より早く&より効率的に製品の寿命を評価したいあなたに！
ダイプラ・ウィンテス株式会社

13:45～14:30 試験データの信頼性向上LabSolutionsAGの紹介
株式会社島津製作所

15:15～16:00 【技術解説】規格に準拠した硬さ試験の実務と運用
株式会社井谷衡機製作所

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　発表会場4 【聴講無料】 ※当日申込制

時 間 講演内容

13:30～13:50 画像AIで自動化を成功させるコツ
株式会社トラスト・テクノロジー

14:00～14:20 RFIDアライアンスの新製品
株式会社RFIDアライアンス

14:30～14:50 製造DXソリューション「NAVINECT®クラウド」のご紹介
凸版印刷株式会社　DXデザイン事業部

15:00～15:20 シリアル番号付き暗号化QRシンボルを用いた偽造抑止
株式会社テララコード研究所

精密測定機器、座標測定機セミナー 測定計測展
会　場　会議棟6F　605､ 606 会議室 および、ZOOMウェビナー 【聴講無料】 ※事前申込制
� （会員はテキスト代も無料。会員以外はテキスト代をご負担下さい）

時 間 講演内容

10:00～11:00 自動車の電動化に伴う製造業への影響と車両生産に於ける技術課題
慶應義塾大学　理工学部　システムデザイン工学科　教授　青山 英樹 氏

11:00～11:55 検査における合否判定の新基準
東京電機大学　工学部　先端機械工学科　教授　古谷 涼秋 氏

12:50～13:45 幾何公差表示方式の最新ISO規格（ISO 1101:2017）の概要
関東学院大学　理工学部　理工学科　教授　金田 徹 氏

13:45～14:40 表面性状評価の最新規格動向　―新たな表面性状規格群の解説―
岩手大学 理工学部　システム創成工学科　准教授　内舘 道正 氏

14:50～15:10 CMM都市伝説：測定結果のソフトウェア依存性について
山梨県産業技術センター　甲府技術支援センター　機械技術部　主幹研究員　石黒 輝雄 氏

15:10～15:30 CMM都市伝説：偏荷重が測定値に及ぼす影響
熊本県産業技術センター　ものづくり室　研究参事　川村 浩二 氏

15:30～15:50 CMM都市伝説：非接触三次元測定機におけるワーク設置位置の影響
名古屋市工業研究所 システム技術部　生産システム研究室　研究員　岩間 由希 氏

16:00～16:20 CMM都市伝説：ロータリーテーブルを用いたスキャニング測定の精度について
栃木県産業技術センター　機械電子技術部　生産システム研究室　主任研究員　石川 信幸 氏

開催記念セミナー TEST
会　場　南展示棟4F　展示会場内　発表会場2 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

10:15～11:00

K4 基礎セミナー 　「引張り・圧縮試験」の基礎　
最新の強度評価試験の動向
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
株式会社島津製作所　福田 武彦 氏 

11:45～12:30
K5 基礎セミナー 　「破壊靭性試験」の基礎

シャルピー衝撃試験の誕生から破壊靭性試験規格化の最前線まで
東京大学大学院工学系研究科　川畑 友弥 氏

13:45～14:30

K6 基礎セミナー 　「耐候性試験」の基礎　
耐候性試験の現状と今後の展開・動向について
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　耐候性分科会　
ダイプラ・ウィンテス株式会社　藤井 琢磨 氏 

15:15～16:00

K7 基礎セミナー 　「腐食試験」の基礎　
腐食試験の基礎と新たな試験法
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　腐食環境分科会
板橋理化工業株式会社　設楽 正弘 氏

フルードパワーを使ったロボット／モビリティセミナー IFPEX
会　場　会議棟6F　606会議室 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

10:30～11:00 フルードパワーはロボットに使えるのか？
立命館大学　理工学部　ロボティクス学科　教授　玄 相昊 氏

11:30～12:00 世界最速の空気自転車 ギネス世界記録への挑戦
博多工業高等学校　自動車工学科　教諭　木戸 健人 氏

月刊「油空圧技術」主催　IFPEX2021併催　特別技術セミナー IFPEX
油圧のメカニズム入門

会　場　会議棟1F　101会議室 【聴講有料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

13:30～14:10 油圧のメカニズム入門
元防衛大学校　教授　西海 孝夫 氏

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　発表会場1 【聴講無料】 ※当日申込

時 間 講演内容

10:30～11:00
白色干渉計と触針計を用いた表面計測　
～基礎から測定事例まで～
ブルカージャパン株式会社　寺山 剛司 氏

12:00～12:30 大面積表面形状のワンショット高精度測定
兵庫県立大学　佐藤 邦弘 氏

13:25～13:55 最新の非接触三次元測定機における測定事例
株式会社ユーロテクノ　藤田 篤 氏

16:30～16:50 AI×OCR技術を使った紙図面からの検査表作成
アンドール株式会社　村田 幸雄 氏

開催記念セミナー TEST
会　場　南展示棟4F　展示会場内　発表会場2 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

10:15～11:00

K8 基礎セミナー 　「疲労試験」の基礎　
疲労試験の概要と試験装置および試験事例の紹介
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
株式会社島津製作所　岩切 省吾郎 氏

11:45～12:30

K9 基礎セミナー 　「環境試験」の基礎
気象環境試験の種類と試験規格、試験装置と用途例について
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　気象環境分科会
エスペック株式会社　小寺 弘一 氏

13:45～14:30

K10 基礎セミナー 　「振動試験」の基礎　
振動試験の必要性、振動の基本、振動試験の基礎、複合試験について
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　機械環境分科会
エミック株式会社　井下 芳雄 氏

15:15～16:00

S2 応用セミナー 　「電気・電子の加速試験」　
日本試験機工業会　環境装置技術委員会　委員長
エスペック株式会社　田中 浩和 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号室 【聴講有料】 ※事前申込制

Session 5 社会インフラにおけるリアルタイムデータ活用
座長：高田 敬輔 氏（ワイズ福祉情報研究所代表）

10:00～10:50
複数の監視要素（気象センサ、傾斜センサ、画像）による
斜面変位監視システム
株式会社近計システム　社会システム事業部　技術部部長　小林 浩 氏

10:50～11:40
次世代マルチホップ無線「UNISONet」による
社会インフラのモニタリング
株式会社ソナス　Cofounder　神野 響一 氏

11:40～12:30

マルチパラメータフェーズドアレイ気象レーダーによる
局地豪雨や突風の観測
東芝インフラシステムズ株式会社　小向事業所　
電波システム開発推進プロジェクトチーム　エキスパート　水谷 文彦 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号室 【聴講有料】 ※事前申込制

Session 6 IoTにおけるセンサデータ活用
座長：栗山 敏秀 氏（マロン技研、早稲田大学招聘研究員）

14:15～15:05 IoTを活用するビジネスモデルの設計
北陸先端科学大学院大学（副学長）　先端科学技術研究科　教授　内平 直志 氏

15:05～15:55
IoTの事例・エッジコンピューティング（仮）
株式会社東芝　研究開発本部研究開発センター　
コンピュータ＆ネットワークシステムラボラトリー　室長付　松岡 康男 氏

15:55～16:45 センサデータのAIによる分析手法（仮）
株式会社ブライトビジョン　代表取締役　増倉 孝一 氏

自動認識セミナー S-03 　製造や物流における音声認識の活用事例 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室B 【聴講有料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

10:30～11:20 スピーチトランスフォーメーションで製造業の課題を解決
株式会社アドバンスト・メディア　執行役員　事業本部副本部長　坂口 毅雄 氏

11:30～12:20
今求められる物流システムとは
～多岐にわたるニーズとシステム化への期待～
株式会社シーネットIoTソリューションズ　代表取締役社長　　逸見 勇太 氏

自動認識セミナー S-04 　医療現場での活用事例2 自動認識総合展
会　場　南展示棟2F　南会議室B 【聴講有料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

13:20～14:10

リモート講演

病院を巻き込んだ医療物流EDIとGS1バーコード利活用の将来展望
名城大学大学院　都市情報学研究科　保健医療情報学　教授／医学博士　酒井 順哉 氏

14:20～15:10 医療機器業界におけるバーコード表示の取り組みについて
一般社団法人日本医療機器産業連合会　UDI委員会　委員長　大畑 卓也 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　発表会場4 【聴講無料】 ※当日申込制

� JAISAのセッションの資料は、当日1,000円（消費税込み）にて販売いたします。

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　（バイオメトリクス担当）主任研究員　川嶋 一宏

技術講演会 IFPEX
会　場　会議棟1F　102会議室 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

10:30～12:00
カーボンニュートラル実現に向けたトヨタの水素・FCの取組み
トヨタ自動車株式会社　トヨタZEVファクトリー　商用ZEV製品開発部　
主査、担当部長　折橋 信行 氏

13:30～15:00 イワタニのカーボンニュートラルに向けた取組み
岩谷産業株式会社　水素本部　水素ガス部　担当部長　粟津 幸雄 氏

技術講演会 IFPEX
会　場　会議棟6F　606会議室 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

13:30～15:00 国際水素サプライチェーン構築に向けた取組み
川崎重工株式会社　水素戦略本部　プロジェクト総括部長 兼 推進部長　新道 憲二郎 氏

出展者ワークショップ IFPEX
会　場　南展示棟1F　展示会場内　発表会場1 【聴講無料】 ※事前申込制

時 間 講演内容

14:50～15:35 カーボンニュートラル実現に向け空圧機器が貢献できること CKD株式会社


