センサ・コントロールとその応用技術、機器、システム、ネットワークに関する専門展示会

SENSOR

EXPO JAPAN

招待券

センサエキスポジャパン 2017
同時開催

■ IFPEX2017（第25回 フルードパワー国際見本市）
■ 測定計測展
■ TEST2017（第14回 総合試験機器展）
■ SUBSEA TECH JAPAN 2017（第2回 海洋産業技術展）
■ 第19回 自動認識総合展

▶
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13 15
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10:00 -17:00
東京ビッグサイト 東ホール

展示会出展者（7月21日現在）
アーズ株式会社

LS Cable & System Ltd.

株式会社シミウス

無線環境センサや IoTシステム向け
データロガー、無線センサシステム
開発事例の展示。

wireless power transfer system
sample

簡単な実装と確実な計測で誰もが
FBG 光ファイバセンシング。

株式会社アキュレイト
フレキシブル触覚フィルム、フォー
スセンサ、磁気センサを展示 !!
（株）アキュレイトシステムズ／（株）オーギャ

東京科学機器協会
科学機器・分析機器の製品カタログ
「科 学・ 分 析 機 器 総 覧 2017」を 無
料で配布。

浜松光電株式会社
各種圧力センサ・磁気センサ・モ
ジュール製品を出展。

Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

新光電子株式会社

東横化学株式会社

フィガロ技研株式会社

ものづくり応援マガジン [メカトロニ
クス ( センサ特集）」を無料配布。

光センサの新しい領域へ。
最新開発品のデモ機を展示。

水とその他液体が識別可能なセン
サ及び各種漏液センサ、アンカー
不要の耐震金具を展示。

安全で快適な生活のために活躍す
る最新のガスセンサを紹介。

株式会社イーエルティーセンサー

Quanergy

Specialty Coating Systems

トビー・テクノロジー株式会社

株式会社フジキン

優れた NDIR 式のガスセンサーを提
供する。

LiDAR Sensors

Parylene conformal coatings

アイトラッキング（視線計測）は、熟
練者の技能を抽出・分析し、技能
伝承・生産性向上に役立ちます。

ながれとともに ながれをこえて

株式会社イージーメジャー

株式会社クローネ

セイコー NPC 株式会社

トルーソルテック株式会社

フリアーシステムズジャパン株式会社

歪みアンプ（小型・無線）
・小型デー
タロガ・回転体テレメータを展示。

無線通信可能なデジタル圧力計や、
各種計測用センサを多数展示。

赤外線アレイセンサ、磁気ラインセ
ンサー、光センサ、エンコーダの展
示・デモを実地。

ピエゾ圧力センサ・半導体歪セン
サを展示。新製品のピエゾセンサ
用指示計を展示。

飛躍的な需要の伸びが期待される
赤外線センサの最新製品を展示。

イノベーションリサーチ株式会社

公益社団法人計測自動制御学会

センシリオン株式会社

NIDS Co. Ltd

新規事業に携わる事業企画者 / 研究
開発者のための技術動向レポート
を安価に提供。

SICE は計測・制御・システム工学
で未来の産業と社会に貢献する。

センシリオン社 の 温 湿 度・ガス・
CO2・PM2.5 等の環境センサーを紹
介。

Dust Sensor, Gas Sensor, Particle
Sensor, PM2.5 Monitor

株式会社インテクノス・ジャパン

コーンズテクノロジー株式会社

センシング技術応用研究会

日本電波工業株式会社

丸文株式会社

空気中・部品・オイルの清浄度測
定センサ、ナノひずみゲージ、傾斜
角・加速度センサを展示。

触 感、 ガス、 赤 外 線、 測 距 など、
海外メーカーの各種センサの取り扱
いを紹介。

センシング技術応用研究会の活動紹
介・入会案内と、大阪技術研のセン
サ開発の取り組みを紹介。

アウトガス計測、アンモニア検出、
超音波、振動・傾斜計、水位計等
の各種センサを紹介。

最先端の生体センサ、光源（LED ／
LD）、光センサ（PD ／ APD）を展示。

一般財団法人マイクロマシンセンター
「MNOIC」で開発した技術等につい
てお知らせする。

一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構

KOA 株式会社

大同特殊鋼株式会社

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

緑屋電気株式会社

宇宙太陽光発電関連技術及びマイ
クロ波送電技術を展示。

電流、温度センサ、および風、傾
斜などを測定するセンサモジュール
を提案。

車載用超小型磁気センサや高温対
応の点光源 LED を展示。

虹 彩 認 証、 ジェスチャー、FA 用 途
の光学センサに最適な OSRAM 社製
赤外 LED ／レーザーのデモを展示。

高 性 能 MEMS 加 速 度センサ、ジャ
イロ、IMU その他応用製品を御紹
介。

エアロテック株式会社

Korea Digital Co.,Ltd.

立野電脳株式会社

ノリタケ伊勢電子株式会社

山下マテリアル株式会社

独自の 技 術 力で 幅 広 い 環 境 に 対
応した高品質・高性能なセンサソ
リューション。

CO2 sensor, O2 sensor, CO2 display, CO2
controller, pH ／ EC controller, Soil Moisture
sensor,Temperature sensor, Humidity sensor

MIPI の I3C センサーインターフェー
ス の バス 動 作 を 立 野 電 脳 の 開 発
ツールで可視化。

ノイズ対策部品や、厚手袋・水滴
下 で 使 えるタッチ ディスプレ イ ＆
タッチスイッチを展示。

今注目の放熱素材 “ 熱伝導プラス
チック” を展示致します。 軽量化 +
放熱 + α

エヌエスティ・グローバリスト株式会社

一般財団法人材料科学技術振興財団

各 種 セン サ 用 インターフェース 搭
載、LoRaWAN 対応。

「分析サービスの MST」センサーを
構成する各部の構造・組成・状態
評価を紹介。

椿本興業株式会社

株式会社ハイテック・システムズ

温度・寸法測定、拡大観察、非接
触動力伝達、見えない物の可視化・
解析など特徴ある製品を展示。

マイクロエレクトロニクス、MEMS
向けの研究開発、量産用最先端プ
ロセス装置を展示。

横河電機株式会社
「新サニタリ用エキレス形圧力伝送器」の製品
紹介及び開発中の「シリコン振動式センサ」
の技術紹介（超高感度気圧計の参考出展）

エバ・ジャパン株式会社

サンテスト株式会社

株式会社トーキン

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

株式会社レーザー計測

見えないものを可視化する。エバ・
ジャパンイメージングの技術は、未
来産業創造に貢献。

直線や回転、ワイヤ式、レーザ等
の様々なセンサを直接手に取ってご
覧頂ける。

圧電セラミック材料・製造技術を活
かした焦電型赤外線センサ、圧電
振動センサを出展。

最小線幅 300nm や 3D 露光を可能
にするレーザーリソグラフィテクノロ
ジーを展示。

光学系の非接触変位・ひずみ計測
システム及び光ファイバーセンサー
を展示。

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社

株式会社ジェイテクト

東海光学株式会社

株式会社ハギテック

ロード・ジャパン・インク

MEMS 加速度計、ジャイロ、加速度
計校正装置、バイタルデータ解析シ
ステムを出展。

各種水位計（TDシリーズ）や周辺機
器およびマンホールシステムデモ機
を出展。

反射防止、高反射ミラーなどの光学
薄膜加工と小型測定装置の販売。

光ファイバー・センサー保護チュー
ブを中心に、各種チューブを展示。

精密ワイヤレス計測システム、量産
版 IMU ／ AHRS ／ GNS ／ INS センサ、
極小変位センサを展示。

株式会社 MKTタイセー
国内自社生産の素子を使用した各
種センサをご紹介。

会
時
会

期：2017年9月13日（水）～ 15日（金）
間：10：00 ～ 17：00
場：東京ビッグサイト〔東京国際展示場〕東ホール

併催企画

・
次世代センサフォーラム（展示コーナー＆総合シンポジウム）
・（公社）計測自動制御学会 SICE 計測部門セミナー
同時開催

・IFPEX2017（第 25 回 フルードパワー国際見本市）
・測定計測展
・TEST2017（第 14 回 総合試験機器展）
・SUBSEA TECH JAPAN 2017（第 2 回 海洋産業技術展）
・第 19 回 自動認識総合展

www.sensorexpojapan.com

主

催：フジサンケイ ビジネスアイ（日本工業新聞社）

特別協賛：［一社］次世代センサ協議会
特別協力：［一社］電気学会、センシング技術応用研究会、
［公社］計測自動制御学会スマートセンシングシステム部会
後

援： 総務省、文部科学省、経済産業省、
［一財］製造科学技術センター、
［公社］計測自動制御学会、
［公社］電気化学会、
［一社］電子情報通信学会、
［一社］日本機械学会、
［一社］日本科学機器協会、
［一社］日本計量機器工業連合会、日本光学測定機工業会、
［一社］日本産業機械工業会、日本試験機工業会、
［一社］日本ロボット学会、
［一社］日本リモートセンシング学会、
［一社］日本ロボット工業会、
［一財］光産業技術振興協会、
［一財］マイクロマシンセンター

展示会招待券
本券で同時開催展示会も入場できます
（再登録不要）

センサエキスポジャパン 2017

勤務先名

・IFPEX2017（第25回 フルードパワー国際見本市） ・測定計測展 ・TEST2017（第14回 総合試験機器展）
・SUBSEA TECH JAPAN 2017（第2回 海洋産業技術展） ・第19回 自動認識総合展

氏名

所在地
〒

該当する項目に✓をつけてください
Ａ. あなたの業種は？
□01 農林、水産
□02 鉱業
□03 建設
□04 食料品
□05 繊維
□06 紙、パルプ
□07 化学、
ゴム
□08 医薬
□09 石油、石炭
□10 ガラス・土石
□11 鉄鋼
□12 非鉄金属
□13 金属製品
□14 機械
□15 電気機器
□16 輸送用機器
（自動車含む）
□17 精密機器

□18
□19
□20
□21
□22
□23
□24
□25
□26
□27
□28
□29
□30
□31

電気、
ガス
運輸、倉庫
情報、通信
卸売
商社
小売
銀行
証券
保険
その他金融
不動産
サービス
官公庁、団体
教育

Ｂ. あなたの職種は？
□41 研究開発
□42 総務
□43 人事

□44
□45
□46
□47
□48
□49
□50
□51
□52

経理
システム
情報処理、
経営企画
広報、宣伝
営業、サービス
設計
生産、品質管理
教職員
学生

Ｃ. あなたの役職は？
□61 会長、社長
□62 役員
□63 部長、次長クラス
□64 課長クラス
□65 係長、主任クラス
□66 専門職
□67 一般社員

Ｄ. 従業員数
□71 10人以下
□72 30人以下
□73 50人以下
□74 100人以下
□75 300人以下
□76 500人以下
□77 1000人以下
□78 3000人以下
□79 5000人以下
□80 5000人以上
Ｅ. 見学したい展示会
□91 測定計測展
□93 SUBSEA TECH JAPAN 2017
□94 TEST2017
□95 第19回自動認識総合展
□96 IFPEX2017

【お申込・お問合せ】
フジサンケイ ビジネスアイ 営業・事業本部「センサエキスポジャパン」事務局
〒100-8125 東京都千代田区大手町 1-7-2
TEL：03-3273-6180 FAX：03-3241-4999 E-mail：sensor@sankei.co.jp

名刺を添付してください（お忘れの際は、下記にご記入ください）

EXPO JAPAN

受付の際、名刺を2枚ご用意ください
同時開催

SENSOR
Ｆ. 本展を知ったのは？
□101 招待状
□102 ポスター
□103 新聞・雑誌
□104 インターネット・メール
□105 メール
□106 その他
（
）

Ｇ. ご来場の目的は？
（複数回答可）
□111 機器購入・商談
□112 予算確保の資料入手
□113 最新の情報入手
（シンポジウム、
セミナー等）
□114 併催行事
が行われているから
□115 その他
（
）

所属部課名
TEL

FAX

E-mail

個人情報のお取り扱いについて
①ご登録いただいた個人情報は本展の運営管理、実施、
また次回開催案内をはじめ主催者（事務局含む）関連行事、発行媒体各
種資料案内送付のために使用いたします。 ②各出展ブースへの訪問の際も、名刺を頂戴した場合当該出展者より各種案内、情
報などがいく場合もありますのでご承知おきください。 ③個人情報の漏洩、減失を防止いたします。 ④主催者は、運営事務
局及び業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督いたします。

営業・事業本部 「センサエキスポジャパン」事務局
〒100-8125

東京都千代田区大手町 1-7-2

TEL：03-3273-6180

FAX：03-3241-4999

E-mail：sensor@sankei.co.jp

