
入口にて
検温のご協力を
お願いします

館内は常時
換気を行います

随時、館内の
消毒液で手指の
消毒をお願い
します

できるだけ
密集状況を
お避けください

必ず常時
マスクの着用を
お願いします

マスク1 検温2

換気4 距離5
参加者全員の
安全に必要な
対策を行います

その他

SAFETY

6

消毒

消毒液

3

本展示会は、徹底した感染症拡大防止策
を実施します。
※写真は前回の様子

課題解決EXPO2022 感染症拡大防止の取り組みと参加者のみなさまへのお願い

ご来場の方限定！
AIM地下駐車場をご利用の方は
割引券をご用意！

本展示会は万全な感染症対策を行います本展示会は万全な感染症対策を行います

7/62022年

水 8金
10：00～17：00（最終日のみ16：00まで）

西日本総合展示場
新館北九州市小倉北区浅野3-8-1

 [小倉駅新幹線口より徒歩5分]

会 期 会 場

入場無料

各セミナーは展示会Webサイトから事前の聴講登録をお願いします

※

講
師
や
定
員
は
変
更
に
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。（
定
員
は
開
催
時
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
準
拠
し
ま
す
。）最
新
の
情
報
は
展
示
会
We
b
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

製造DX・バックオフィス向けDX・営業支援DX・顧客管理DX、各種通信インフラ等、各種DX推進に関連するソリューション
が北九州に集結し、御社のあらゆるDX推進課題を解決します。ぜひこの機会を逃さずご来場ください！

企業の展示ブース商談 基調講演会 会場内ピッチ（プレゼン）

九州に
DX（デジタルトランスフォーメーション）
推進企業が集結！！

九州初開催！九州初開催！

同
時
開
催

ロボット産業マッチングフェア北九州2022

ベンチャー・メッセ2022
2022年度商談会「製造技術マッチングフェア」

福岡県産業技術振興コーナー（中小企業テクノフェアin九州2022内）
エコテクノ2022 ～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～

招待券

中小テクノ西日本製造

事前来場登録と展示会の最新情報はこちらにアクセス！

公益財団法人 北九州観光コンベンション協会
〒802-0001北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号　TEL（093）511-6800　FAX（093）521-8845

お問い合わせ先

西
日
本
総
合
展
示
場
に

2
6
0
社
以
上
が
集
結
！

西日本総合展示場 会場イメージ西日本総合展示場 会場イメージ
7
展
示
会
を
同
時
開
催（
全
展
相
互
入
場
可
）

出展社一覧は

裏面へ
※2022年4月19日（火）現在

専門セミナー

エコテクノ2022
●環境関連技術

●エネルギー関連技術

●ロボット関連技術  ●研究開発技術

●製造現場向けソリューション
●研究開発技術

西日本DX推進フェア2022

ロボット産業マッチングフェア
北九州2022

西日本製造技術
イノベーション2022

中小企業テクノフェアin九州2022

福岡県産業技術振興コーナーベンチャー・メッセ2022

●優雅な技術力によるものづくり

2022年度商談会「製造技術マッチングフェア」
●地域中小製造業の受注拡大・新規開拓のための予約制商談会

エコテクノ2022
●環境関連技術

●エネルギー関連技術

●各種DX関連ソリューション技術●各種DX関連ソリューション技術

●ロボット関連技術  ●研究開発技術

●製造現場向けソリューション
●研究開発技術

西日本DX推進フェア2022

ロボット産業マッチングフェア
北九州2022

西日本製造技術
イノベーション2022

Bセミナー会場Bセミナー会場

Aセミナー会場Aセミナー会場

中小企業テクノフェアin九州2022

福岡県産業技術振興コーナー
（第48回ふくおか産業技術振興展）（第48回ふくおか産業技術振興展）ベンチャー・メッセ2022

●優雅な技術力によるものづくり

2022年度商談会「製造技術マッチングフェア」 東京都
企業商談会

7／87／6・7
東京都
企業商談会

7／87／6・7

●地域中小製造業の受注拡大・新規開拓のための予約制商談会

ツールベンダーが語れないCRM・MA導入成功の本質とは？
講　　師
開催日時
会　　場
定　　員

株式会社etika 代表取締役
7月8日(金)　13:00～14:00
会場内Bセミナー会場
40名

宮村佳祐氏

　東京でMAツール事業責任者を経験した後に地方に移住し、ハンズオンで企業向けに
CRM/MA導入を多数支援してきた立場から、CRM/MA導入や営業DX実現のための本質と
成功への道筋をお話します。社員のITスキルや意識、許容する予算額などの前提条件が首都圏
とは違う「地方所在企業にとっての営業DX」の考え方をツールベンダーとは違う観点から実体
験も交えてお伝えします。

MS-10

概念データモデリングのすゝ め
～DXを加速する最強の思考ツール～

講　　師

開催日時
会　　場
定　　員

ディレクター、技術フェロー
ウルシステムズ株式会社 事業開発部

7月7日(木)　13:30～14:30
会場内Bセミナー会場
40名

河野正幸氏

　DXの掛け声の元「データ活用」に取り組んでいるが、思うように成果を出せずに悩んで
いる。そんな皆さまには「概念データモデリング」に取り組むことをお勧めします。新たな
価値を創造するためのデータ分析で最も重要かつ最初に実施すべきことは「ビジネス課
題とデータ構造の本質を深く理解する」ことです。データサイエンスほど敷居は高くなく、
誰でも気軽に取り組める「概念データモデリング」について事例も交えてご紹介します。

7／7

中小企業向け生産性向上セミナー

開催日時
会　　場
主　　催
定　　員

7月8日(金)　13:00～15:00
会場内Aセミナー会場
(公財)北九州産業学術推進機構
100名

FAISでは地域企業の生産性向上や産業の高度化を図ることなどを目的として、ロボット
導入やＤＸ（ＩｏＴの導入、業務のデジタル化等）を支援しています。市内企業を中心とし
た、生産性向上に関する取り組みについてご紹介します。

テクニカルセミナー

テクニカルセミナー

中小企業が3DCAD導入・活用を成功
させる秘訣と見落としていること

講　　師

開催日時
会　　場
定　　員

マネージャー

株式会社モビテック
技術企画部 デジタルエンジアリンググループ

7月6日(水)　15:30～16:30
会場内Bセミナー会場
40名

兼子崇文氏

　3次元化することで得られる真のメリットや具体的な活用事例をわかりやすくご紹介
し、中小企業にとって決して安くない3DCADを導入した後、成功させる秘訣をお伝えし
ます。ものづくりのデジタル化が加速する現在、3Dデータがなぜ必要なのかを分かり易
くお伝え致します。

モノづくり日本会議セミナー

講　　師

開催日時
会　　場
主　　催
定　　員

教授
大学院機械工学専攻 臨床機械加工研究室
芝浦工業大学

7月8日(金)　10:30～12:00
会場内Aセミナー会場
モノづくり日本会議
100名

澤　武一  氏

昨今、企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みは急務と叫ば
れているなか、思い通り進んでいないのが現状です。コロナ禍となったことで、管理・間接
部門においてはリモートワークの導入をはじめ働き方改革の一端として飛躍的な変化を
遂げました。一方で、生産・製造現場では従来の業務内容にデジタルを取り入れることは
一筋縄ではいかず、多くの企業で苦慮されています。この解決の為には、まず普段の業務
内容を棚卸する必要があります。どの部分がデジタルに置き換えられるか、検証しなけれ
ばなりません。そして、もうひとつが、先進事例を知ることです。本セミナーでは、製造業
のなかでも特に難しいとされている、中小製造業におけるDXへの取り組み方について、
事例を交えてお話いたします。

福岡県内中小企業の生産性向上に向けての支援事業
講　　師

開催日時
会　　場
主　　催
定　　員

センター長
福岡県中小企業生産性向上支援センター

7月8日(金)　11:00～12:00
会場内Bセミナー会場
ふくおか産業技術振興展実行協議会
30名

髙橋茂雄氏

　福岡県は、県内中小企業が直面する人手不足、品質、高コスト、納期など経営課題を解決するため、
作業やプロセスの改善・改革、自動化、ＩＴ技術活用などによる生産性向上の取組みを支援しています。
　’22年3月末時点で、設立から約２年半経過し、これまで約260企業から申し込み頂き、93企業は既
に支援完了し、大変喜んで頂いています。今回は、生産性向上の考え方や切り口、実際に支援企業が
取り組んだ成果事例を紹介します。

北九州市物流ビジネスDXセミナー

北九州市は、物流施策に関する基本的な考え方を示すものとして、「北九州市物流拠点
構想」を本年３月に策定しました。今回のセミナーでは、本構想や本市の物流の動向につ
いて、説明します。また、今後の北部九州におけるDXを活用した物流ビジネスの可能性
について講師を招きご紹介いたします。

講演 13：00～

特別講演 13：30～

北九州市 産業経済局　
物流拠点推進室

株式会社ロジスティクス・サポート＆パートナーズ
常務取締役

開催日時
会　　場
主　　催
協　　力
定　　員

７月7日（木）　13:00~14:30
会場内Ａセミナー会場
北九州市・（公財）北九州観光コンベンション協会
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）
80名

「総合物流施策大綱」でも掲げられている「物流DX」とは何か？
その推進に向けてポイントをお伝えします。

北九州市物流拠点構想について

物流DXの取組みの重要性

石橋岳人氏

計装研究会セミナー

サーキュラーエコノミー（循環経済）と脱炭素対策

講　　師

開催日時
会　　場
主　　催
定　　員

センター長・教授
北九州市立大学 環境技術研究所

7月7日(木)　15:00～16:30
会場内Aセミナー会場
計装研究会
100名

松本　亨氏

サーキュラーエコノミーに関する国内外の潮流について取り上げます。サーキュラーエ
コノミーに対応したビジネスモデルにおいては、DXとの親和性が大きいという面があり
ますので、それに関しても紹介します。さらに、脱炭素（カーボンニュートラル）とサーキュ
ラーエコノミーが密接な関係にあることを、事例をもとに解説します。

北九州ロボットフォーラム定期総会記念セミナー
開催日時
会　　場
主　　催

【演題】

【講師】

定期総会記念講演
［内容 1］

［内容 2］

［内容 3］

7月6日(水)　13:45～15:20
西日本総合展示場新館横　AIMビル3F特設セミナー会場
北九州ロボットフォーラム
（https://www.ksrp.or.jp/fais/robot/forum/）

（13:45～14:30）

トピック

令和3年度市内発ロボット創生事業成果報告

（14:30～15:00）

（15:00～15:20）

7／6

7／6

課題解決EXPO2022開催記念基調講演会 西日本DX推進フェア基調講演会

講演会は2部構成とし、第1部をプレオンライン講演会として、講演の導入部を、第2部を
講演の本論としてご講演いただきます。

6月上旬　西日本製造技術イノベーション2022、エコテク
ノ2022、中小企業テクノフェア2022の各ホームページセ
ミナー一覧に動画を掲載します。

名著「超限戦」で語られているように、不確定な時代は、想定
範囲を広げた戦術レベルの行動が必要になります。今回
は、10年後の産業のあり方を考える上で、ものづくりと環
境に焦点を当てながら、SDGs、ESG、CN、DX、BCPなど
10のキーワードに隠れている視点を示して、新たな潮流の
理解を深めていただきます。

－10年後の産業のあり方と10のキーワード－」
「ものづくりと環境

効果がでないのか？」
「なぜDXで思ったような

プレオンライン講演会

一般財団法人日本経済研究所
専務理事（チーフエコノミスト）　
地域未来研究センター長

鍋山　徹 氏

【講師】
株式会社ゴールドラット・ジャパン
CEO

岸良裕司 氏

【講師】

第1部

リアル講演会第2部

開催日時

世界で1000万人が読んだベストセラー
「ザ・ゴール」著者、エリヤフ・ゴールドラット博士の
愛弟子が来北！

7月7日(木)10:30～12:00
会　　場 会場内Aセミナー会場
主　　催 北九州市
定　　員 120名

開催日時 7月6日(水) 10:30～12:00
会　　場 会場内Aセミナー会場
定　　員 120名

「IT化する→問題解決する」「問題解決する→IT化す
る」これらは順序が違うだけですが、多くのITプロジェ
クトは「IT化すれば、問題解決する」という論理的な誤
りを起点としています。このセミナーでは『IT改革が失
敗する本質的な理由』『現場が自律的に動く、見える化
のロジック』『目覚ましい成果とそれを実現するプロセ
ス』を学んでいただきます。特別な準備はいりません。
会社を良くしたいという思いだけお持ちください。

講演会は展示会Webサイトから事前の聴講登録をお願いします。（聴講無料）

聴講無料 専門セミナー 聴講無料

収穫コンテナ自動排出・格納機能を有する
農作業用汎用型移動台車の開発

【演題】いまなぜロボットフレンドリーな環境構築が必要なのか？（調整中）

北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科 准教授 松尾貴之氏

【講師】経済産業省 ロボット政策室 室長補佐 福澤秀典氏

【演題】将来のロボット人材の育成に向けて（調整中）
【講師】北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科 准教授 古野誠治氏

中小製造業におけるDX戦略の進め方

テクニカルセミナーテクニカルセミナー7／7

7／7

7／8

7／8 7／8

7／8

MS-8

MS-6

MS-3

テクニカルセミナー
脱エクセル！
受発注管理、購買管理をラクにしませんか？

講　　師

開催日時
会　　場
定　　員

株式会社ラクス 九州営業部
楽楽販売営業課 シニアコンサルタント

7月6日(水)　14:00～15:00
会場内Bセミナー会場
50名

内山洋輔氏

購買や受注、発注業務のエクセル管理を効率化したい…とお悩みではないでしょうか？業
務コストを減らし、売上に直結する業務に資源を集中させたいけど、「具体的にどうすれば
いいの？」「システムってどんなものがあるの？」「他の会社はどうしているの？」といったご
相談を多くいただきます。本セミナーでは、製造業の事例を中心に、手入力作業をなくし
業務の自動化をすることでどのように課題が解決するのか、システム導入前後の変化イ
メージをご紹介いたします。

7／6MS-2

MS-1

MS-5

MS-7

TS-1

MS-9

MS-4SS-1

協力 ： 一般財団法人 貿易・産業協力振興財団

経営層に
最適！



西日本製造技術イノベーション2022 ※4月19日（火）現在

※4月19日（火）現在

※4月19日（火）現在

出展社名・団体名

（株）アースブロージャパン

出展内容

中小企業テクノフェア in 九州 2022 ※4月19日（火）現在

※4月19日（火）現在

エコテクノ2022　エネルギー先端技術展 ※4月19日（火）現在

エコテクノ2022　ふくおか環境・省エネルギー技術展 ※4月19日（火）現在

ベンチャー・メッセ2022 ※4月　日（　）現在

出展社名・団体名 出展内容 出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

エコテクノ2022　地球環境ソリューション展
出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

西日本DX推進フェア 2022
出展社名・団体名 出展内容

ロボット産業マッチングフェア北九州2022
出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

出展社名・団体名 出展内容

※出展企業の追加や出展内容が変更になることがあります。最新の情報は展示会Webサイトにてご確認ください。 ※出展企業の追加や出展内容が変更になることがあります。最新の情報は展示会Webサイトにてご確認ください。

※出展企業の追加や出展内容が変更になることがあります。最新の情報は展示会Webサイトにてご確認ください。

招待券

熱中症対策　業務用大型冷風機の展示。

（株）朝日ラバー 50年以上に渡りゴムの可能性を追求し「弾性無限」を合言葉に次世代への
新技術開発へ挑戦している企業です。 （株）西山ケミックス シリコーンを中心としたゴム製品のデザイン・試作・量産を一貫して対応い

たします。

（株）ビー・ティ・アイ プラスチックおよびウレタンゴムの切削加工。
プラスチックの溶接、組立、曲げ加工。

（株）MAZIN 既存設備IoT化アプリケーション群を開発販売。外付け製品の提供で製造現
場の生産性向上に貢献します。

（株）ミテック セラミックや超硬、ダイヤモンドコンパックスを用いて摩耗対策を施し、寿命
の長い部品の提案をしています。

（株）モビテック 3Dモノづくりを徹底サポート！初心者は「CAD導入～教育」ベテランは「CAD
データ活用＠開発現場」。

（株）大和バルブ 流体制御の安全・安心のご提案と摩擦圧接のご紹介、モノづくりサポート事
業の取り組みをご案内します。

（株）マシンソル あらゆる生産設備をみえる化します。

（一社）日本工作機械工業会 当会活動のPR(日本の工作機械産業に関する情報提供)及びイベント
（JIMTOF2022）の周知。
DX～その前に！工場環境を劇的に改善する脱臭機ならびに成型機節電ジャ
ケットのご提案。

日東工器（株） 「自動機対応エアツール」「電動ドライバ」等の製品で『省人化・省力化』のご
提案を致します。

ハンマーキャスター（株） 課題解決EXPO初出展。振動を吸収するクッションキャスター、スイッチキャ
スターのデモ機を展示。

フジBC技研（株） コストパフォーマンスに優れたエンドミル。金型や部品加工に多数の実績。高
硬度、ダイヤなど多品種ご用意。

ユニパルス（株）

横河ソリューションサービス（株）

電動バランサ、アクチュエータ、トルクメータ、ロードセルなど、製造現場の品
質向上、生産性向上に貢献。

お客様の課題解決と価値向上に貢献するソリューションをご提案します。

三菱電機（株） 人と共に作業が出来るロボット「ASSISTA」、簡単導入を実現した各種ソ
リューションをご提案します。

日刊工業新聞社・モノづくり日本会議 日刊工業新聞社の書籍販売、モノづくり日本会議催事案内。

（株）ニチボウ

（株）バリーバード

電源不要の消火システム。

（株）ニコンソリューションズ CNC画像測定システムNEXIV新規ソフト搭載での実機展示及び各種検査装
置を展示してのご提案。

（株）アド・サイエンス 赤外線やX線を用いた特殊なカメラや最新のFAカメラ、ハイパースペクトル
カメラなどを展示しております。

（株）井口機工製作所

サーモカメラ、パイロメーター、ネットワークサーボモーター、マルチカメラ
V-SLAMキットなど。（株）アルゴ

オハラは、ひかる素材でお客様の「できる」につなげます。高機能ガラス素材
製品を出展します。（株）オハラ

木型を使わない鋳物製作に特化したメーカーです。試作や補給部品等の短
納期対応を得意としています。（株）木村鋳造所

水の気化熱を利用したECO冷風機。消費電力が少ない為、節電の効果が期
待できます。夏の熱中症対策に！（株）サンコー

自転・公転ミキサー(大気圧・真空タイプ)を始め、自転・超音波ナノ分散機
など。

位置決め、ティーチングを不要とした、倣い方式の面取り・バリ取り機の展
示、動作デモを実施しております。

（株）シンキー

製造現場のDXに帳票電子化ツール「XC-Gate」/ハイスピードカメラ「ライ
ンレコーダー」/画像処理。（株）ソフトサービス

先生精機（株）

ひずみゲージを中心にひずみ測定器、センサなど「ひずみ測定」に関する各
種製品を展示します。（株）東京測器研究所

質の高いビジネス会議を実現するための最強ツールMAXHUBを実際のフ
レームワークを使った実演でご紹介。（株）INSTRATEGY

DX化に向けた課題は、ITコンサルのクオリティキューフ ま゙で！（株）QualityCube

（株）エクシーズ

地方企業のためのCRM・MAツール導入支援サービスをご紹介。営業や
マーケティングのDXに役立ちます。
3000社以上が導入する現場チャット「direct」をはじめ、業務効率化を支援
する各種サービスをご紹介します。

（株）etika

初心者にも簡単なRPAや通訳・翻訳サービスをご紹介。
データ入力の自動化や自動翻訳で業務効率を改善！（株）テリロジーサービスウェア

ものづくりで求められるロボットによる省人化、AI・IoT活用による見える化
をご提案・ご提供します（株）ドーワテクノス

ＩＣタグを使った在庫管理や資産管理の省力化、ＩＣカードを使った勤怠管理
の効率的なシステムをご提案。（株）ナテック

食品製造業向け衛生管理ソリューション・製造業向け現場改善ソリューショ
ン等を展示いたします。（株）ハピクロ

3Dレーザー計測を活用したDX推進ツールGalaxy-Eyeなど様々なデジタ
ルソリューションをご紹介。（株）富士テクニカルリサーチ

電子帳簿保存法やインボイス制度への対応はもちろん業務改善やDX推進
等、幅広くご紹介します。（株）ミロク情報サービス

販売管理システム、電子請求書発行システムなどの日々の業務を効率化す
るクラウドサービスを出展いたします。（株）ラクス

スマートシティを支えるセキュリティ・セーフティのプラットフォームサービ
ス「town」について展示する。（株）ラック

中小企業のバックオフィス業務の効率化を通じて、働きやすい環境作りを
支援します。（株）ワクフリ

DX化のための、IoT端末、稼働監視システム、生産管理システム、生産スケ
ジューラ等を出展致します。（株）和功テクニカ

福岡県工業技術センター 機械電子研究所

（株）ネクスティエレクトロニクス

電子契約サービス「WAN-Sign」。（株）ワンビシアーカイブズ

自動走行ライドカー　移動販売ロボット　追従ロボット。（株）チェルカ

半導体製造装置・ロボット関連部品。

ロボットの耐久性・性能評価にも利用可能な試験設備のご紹介など。

（株）ひびき精機

（株）安川電機

生産性向上に向けたDXサービス群と、工場の危機管理対策の工場臭気対
策、IT点呼支援ソリューション出展。（株）コア 九州カンパニー

人事・労務の業務効率化を実現し、働くすべての人の生産性向上を支える
「クラウド人事労務ソフト」です。（株）SmartHR

AIやチャットボット、「つなぐIT」で職場のムリ・ムダ・ムラを無くし、現場の
DXを実現！（株）ソルネット

住民を主語にした最高のデジタル行政サービス体験を提供いたします。（株）サイバーエージェント

インドIT業界での40年近くのソフトウェア開発経験を活用して御社のDXを
力強く支えます。

最新のXR技術を活用した現場業務の改善をご提案。

（株）インテグラ・インフォテック・ジャパン

中小製造業様向けの生産管理＆IoTソリューションを出展。人工知能の目で
製造現場の見える化を推進。AI・IoTと生産管理のテクノア

タイユ株式会社は「人と地球に優しく」をテーマに金属工作油剤を開発・製
造・販売しています。タイユ（株）

人と人との対話を通じ、ひらめきと変化、創造と成長を生み出すソリュー
ションを提供します。テクノホライゾン（株）

大空間をクリーンにする業務用次世代型空気清浄機
「AIR KNIGHT」を出展致します。（株）志磨テック

低コストで変化・変更につよいAGV＆運搬ロボットで構内物流効率化、安心・
安全な労働環境づくりをお手伝い。TBグローバルテクノロジーズ（株）

現場業務のコスト削減と品質向上を同時に実現する、最新のスマートグラス
ソリューションをご紹介します。

こんにちは！QTnetです。DX推進の第1ステップである「身近な業務のデジタ
ル化」についてご紹介します。

九電ビジネスソリューションズ（株）

文書管理のお悩み・お困り事の解決方法をご提案。電力ピーク制御で基本料
金・電力使用料金の見直しをご提案テルウェル西日本（株）

生産性向上に役立つ製造DX、従業員の安心安全に役立つIT技術、工場見学
に役立つ新技術をご紹介します。凸版印刷（株）

アイトラッキング世界シェアNO.1のトビー。人の視線の見える化により、教
育・現場改善・DX推進を。トビー・テクノロジー（株）

ユーザー数無制限のナレッジスイートならSFA、CRM、メール配信がワン
セットでご利用いただけます！ナレッジスイート（株）

遠隔監視システム(洪水予測・設備監視)ソーシャルディスタンスAI，ARイン
ターフェースSOP。ユニティ・ソフト（株）

ミシマ・オーエー・システム（株）

パチッと金具、メカナムホイール、AGV車輪他、新製品や特注品を多数展示。
要望を元に製品化します。

高精度位置測位ｼｽﾃﾑ,無軌道AGV/AMRｼｽﾃﾑ等ｽﾏｰﾄFA,工場,ｵﾌｨｽ向け技術
の紹介。

タキゲン製造（株）

製造ラインの自動化・省力化・省人化を、設計から据付まで一貫製作してい
ます。その一部を紹介します。
当社ロボットを活用した市場での展開事例や、産学官連携の取り組みなどに
ついてご紹介します。

（株）マツシマメジャテック

経営者の想いと企業の強みを見える化し、顧客に伝えるためのコンサルティ
ングサービスを提供します。コニカミノルタ（株）

新川電機が長年培ってきた「振動」のノウハウや、最新技術を活用したソ
リューションをご提案致します。新川電機（株）

DXを推進するソニーのAI予測分析ツール＆高速インターネット回線
「NUROアクセス」をご紹介。ソニービスネットワークス（株）

製造業様の様々な業務効率化・生産性向上を支援出来るソリューションを多
数出展しております。千代田情報システム（株）

病院向け歩行案内支援ロボット、農業用ハウス内の搬送ロボット、高精度位
置測位等のシステムソリューション。
地域企業の生産性向上や産業の高度化を図ることを目的とした支援活動
（DX導入、等）についてご紹介します。

北九州工業高等専門学校 久池井研究室

(公財)北九州産業学術推進機構

VR/AR技術の産業用ロボットへの応用、ペットボトルキャップのリサイクル、
機上計測装置など。九州工業大学脇迫研究室

響灘菜園㈱と共同開発中のトマト収穫ロボットと収穫ロボット競技会の取り
組み及び高速ビジョンの基礎技術。九州工業大学安川研究室

教育用自律型水中ロボット,観測中に発見した海底生生物の採取ロボット,無
人海底探査システム。九州工業大学西田研究室

北九州システムインテグレータネットワークでの共同展示。北九州システムインテグレータネットワーク

九州工業大学社会ロボット具現化センター

北九州ロボットフォーラムの活動紹介。当フォーラムにて開発支援を行った
北九州発ロボットのご紹介。北九州ロボットフォーラム

協働ロボット「Sawyer」、自律移動ロボット「KeiganALI」。広和機工（株）

ものづくりプロジェクト（開発課題）の中から制作したロボットや自動システム
の紹介。

北九州市地方創生PJ食品配膳ロボット，JST事業海岸清掃PJ，物流SWを用
いた倉庫の最適化，競技紹介。

九州職業能力開発大学校

歩留り集計、トレーサビリティ、稼働見える化(紙の運用等、製造業のお悩みを
kintoneで解決)。
「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションを掲げ、企業のDX
を推進し、働き方を変えていく。

サイボウズ（株）

Sansan（株）

5G/AI/MaaS等、行政機関や民間企業のDXや観光DXを実現するソリュー
ションをご紹介します。NTTコミュニケーションズ（株）

（株）L is B

（株）QTnet

エア配管システムで工場設備のコスト削減を提案します。

ATENジャパン 遠隔操作を諦めていたPC端末・電源操作をハードウェアを使って課題を解
決できる製品をご案内いたします。

（株）IME

（株）アルメディオ

SIerとしてお客様のニーズに応じて、省人化・労働力・品質向上、コスト削減
を提案致します。

（株）メルシー 管理医療機器「エスコート・Ｈ」の体感。

（株）山田製作所 製缶・板金の技能技術を紹介。現場改善から生まれた情報管理ツール、ワイ
デクル商品を紹介します。

アノダイズ銘板、樹脂加工印刷製品、カスタムラベル等特殊印刷加工を最新
の加工設備/技術にてご提案します。

（株）吉川システック ＲＦＩＤからDXを始めてみませんか？　貴方の業務を改善するRFIDの業務シ
ステムをデモ展示します。

（株）YE DIGITAL Kyushu ワークスタイル変革に合わせ「ペーパーレス化」など製造業の業務効率化を
実現するソリューションをご紹介！
EV用普通充電器基板、高周波誘導加熱基板、スイッチング電源、高圧基板、
筋肉コリ解消用ばんそうこう。

コネクタ自動挿入用エンドエフェクタ『ES-Gripper』、静電容量型トルクセン
サ『ESTORQ』。
半導体製造装置等で使われているファインセラミックスの加工事例品を展
示します。

ものレボ（株）

和光電研（株）
北九州のものづくり技術集団（NPO）が展示会を介したビジネスマッチング
の支援をします！NPO法人北九州テクノサポート

I-PEX（株）

低遅延で鮮明な映像、直感的な操作性、豊富な機器連携で多くのお客様に
好評な現場支援に特化したサービス。Atlas Direction（株）
新世代のビルオートメションシステムを出展。スマホ接続や無線センサー利
用など様々なご提案が可能です。FDシステム（株）

材料から精密部品・金型まで自社一貫生産により納期短縮やコスト削減等の
様々なメリットを提供しています。シバタ精機（株）
人材確保の支援としての外国人材の受入れに係る円滑なサポートと、感染症
対策としての除菌関連商材の提案。セイブ海外研修協同組合

金属のフォトエッチング加工品をメインに、少量多品種短納期から、量産対応
までを行っています。平井精密工業（株） 九州営業所
福岡県工業技術センターは県内中小企業の発展を支援する機関です。セン
ターの取り組みと成果をご紹介します。福岡県工業技術センター
県内中小企業の生産性向上を専門家が寄り添いながらご支援します。制度
説明や支援事例等をご案内致します。福岡県中小企業生産性向上支援センター

アルミ・ステンレス、精密板金加工溶接、各種装置部品加工。森合精機（株） メタル事業部

（株）アステック入江

VR空間にCADデータを表示して複数人と共有できる設計製造向けVR
「VRLite」を展示します。（株）ATINDE

粘着テープ・絶縁など特殊素材提案から加工技術を駆使し製品を電子部品・
医療・自動車等多岐業界へ提供。（株）カトー精工 福岡事業所
熱解析・構造解析による加熱装置の均熱性を向上、またエネルギーの流れの
解析で熱損失を特定、省エネを図る。（株）九州日昌
動力軸継手メーカー。製鉄機械等、重荷重分野から高速軽荷重まで、多種多
様にご使用頂けます。（株）九州ハセック
装置設計～現地調整まで対応しており、基本的な動作が可能なデモ機を展
示致します。（株）九州プレシジョン

最新鋭の機械設備、及び、充実した検査設備のもと、幅広い分野の精密部品
加工。（株）坂田精密

新旧図面・書類の変更点が見出てる！画像・図面比較システムMIIDEL（ミー
デル）。（株）TRIART
半導体製造装置部品・産業用ロボット部品・航空機関連部品等、高精度の部
品加工をタイムリーに応えます。（株）中島ターレット
振動対策製品”除振・制振製品”。稼働率貢献製品”液だれ防止ノズル”高機
能”レベリングブロック”等。（株）ナベヤ
FARO/HEXAGON社のポータブル三次元測定機を使用した出張測定サー
ビスをご紹介致します。（株）ナベヤ製作所

切削加工・板金加工・ハーネス加工による加工部品を展示しています。是非
弊社ブースにお立ち寄りください。（株）マツオ

次世代節電ユニット（特許取得商品）使用量最大節電率15％、導入実績
300ヶ所全てに削減効果実証済み。(株)トーヨーコーポレーション

（株）安川電機

(株)日本トリム 福岡支社

業務用エアコンの室外機を自動制御する次世代の省エネシステム
「Ai-Glies」を展示いたします。

業界をリードする日本最大級のペットボトルリサイクル会社。経産省エコタウ
ン事業の日本初の認定企業。

環境・エネルギーにかかわる地球環境の課題に対し、取り組んでいる事業や
技術開発の事例をご紹介します。
様々な用途に活用され、省エネ、省資源の点からも優れた資材として脚光を
浴びている鉄鋼スラグ製品の紹介。
電解水素水整水器は、家庭用管理医療機器として認証されており、胃腸症状
改善の効果が認められています。

備商(株) ばっき処理用ターボブロワやエアウォール（平行流エアカーテン）、当社納
入・施工実績などをご紹介します。

現在開発中の水素ステーション向けダイアフラム型圧縮機の試作品を展示
しますので、是非ご来場下さい。

(株)ドッドウエル ビー・エム・エス

グリストラップや汚水処理でお困りの方必見！天然成分の貝殻焼成カルシウ
ムのマイナスイオン効果で解決！

メカトロニクス技術を活用した当社のロボットや省エネ製品などについてご
紹介します。

(同)マトリックス

西日本ペットボトルリサイクル(株)/
(株)エフピコ/帝人フロンティア(株)/(株)チクマ

日鉄スラグ製品(株)

ハウデンジャパン(株)

日鉄エンジニアリング(株)

セラミック・超硬・あらゆる難削材も一貫製作！30年培った精密加工技術を
多岐に渡る加工法でご提案します。（株）ピーエムティー

カーボンニュートラルの時代へ挑戦　ビジネスパートナーを求めています。（株）FUKUMURA

お客様の「できたらいいな」を実現する機械加工。環境改善の脱臭機を展示。
当日は脱臭効果体感出来ます。(株)シオガイ精機/(株)シューマン

SUS、AL、SSを中心に切断から板金、溶接、仕上までの完成品受注等幅広く
対応いたします。倉敷レーザー（株） 九州事業所

かんたん操作で生産工程のすべてを見える化。

ENECHANGE(株) 初期費用・月額0円、工事から運用まで全てサポート可能なEV充電サー
ビスのご案内です。

研機(株) 8ケ国11件の特許取得済汚泥等の付着物乾燥機と廃プラ発電等廃棄
物脱炭素熱分解装置の国内外事例紹介。

ダイキンHVACソリューション九州(株)

ひびきウインドエナジー(株)

トヨタホーム九州(株)

(株)ジェー・フィルズ

福岡ひびき信用金庫

地元企業5社で推進する国内最大規模の洋上風力発電事業。地域との
事業共創で2022年度の着工を目指す。

『クルマへの充電』と『クルマから建物への給電』。クルマを蓄電池に。ワ
ンラ ンク上のBCP対策のご提案。

福岡水素エネルギー戦略会議 産学官の連携のもと、研究開発や人材育成、水素エネルギー産業の育
成・集積など総合的に取り組んでいます。

福岡県 環境保全課

九州大学水素エネルギー
国際研究センター

福岡県では、事業所や家庭向けの省エネルギー対策など、地球温暖化
対策の推進に取り組んでいます。

福岡県 エネルギー政策室 新たなエネルギー社会の実現に向けた福岡県の取り組みを紹介し
ます。

プロックスマテリアル(株)

販路拡大、事業承継、脱炭素、SDGｓ等、様々なご相談におこたえしま
す。お気軽にご相談ください。

九州大学における水素プロジェクトの全体像や、水素・燃料電池関連の
取組みをご紹介します。

昼夜関係なく襲い来る集中豪雨に大型台風！、水門の開閉に疲れたら電
動水門開閉機「楽昇」シリーズで決まり。

(有)ベック九州 国内で唯一『制菌』加工が出来るミネラル酸素触媒　24時間　制菌/
消臭/抗ウイルス/抗カビ。

九電グループ

誠新産業（株）

グループ各社(九電テクノシステムズ、
キューヘン、ニシム電子工業など)

(株)アトムワーク

(株)エコウッド

猛暑による熱中症対策として、遮熱・断熱塗料および窓ガラス用遮熱
フィルムを出展します。

タイヘイテクノス(株)

TOYOTA

次世代浮体式洋上風力発電
実証研究（バージ型）

2019年より響灘沖で実証運転中のNEDO次世代浮体式洋上風力発
電システム「ひびき」をご紹介します。

北九州貿易・投資ワンストップ
センター（KTIセンター）

当センターは北九州市・ジェトロ北九州・北九州貿易協会が連携し地元
企業の海外ビジネスを支援する機関です。
ソリューションの提案を通じて、地域・社会の課題解決に貢献し、ゼロ
カーボン社会を共創していきます。

九州電力(株) 北九州支店 地域やお客さまへの脱炭素ソリューション、ドローンや地域通貨電子
化・セキュリティなどＩＣＴサービスを紹介。
幅広いノウハウを活かした九電グループ各社の電力マネジメント技術
（ＥＶ充電・蓄電池システム等）を紹介。

廃木材・廃プラスチックを主原料としたほぼ100%リサイクル建材「エ
コMウッド」をご紹介します。

溶けた！交換・・溶けた！交換・・勿体無いと思います。解決できるかもし
れないゴム素材作ってみました。

(株)コーセイジャパン 省エネで明るさ抜群な高天井LED照明を出展。目視検査や読書に最
適、目に優しい有機EL照明を出展。
2021年度省エネ大賞受賞、家庭用エアコン『うるさらX』とエネルギー
マネジメントサービス『EneFocusα』の紹介。

ProX遮熱シートは圧倒的に丈夫で不燃認定もあり大空間や炉などに
実績のあるプロ仕様の遮熱シートです。

（株）柴田商事 新型コロナウイルス感染症対策商材の案内　アルコール、次亜塩素酸
水、空気循環式紫外線清浄機、保存水。

学校法人福岡大学 大学病院看護師監修の平面素材のみをカットして製作した多調整フェ
イスシールド。

福岡県保健環境研究所 保健及び環境分野における、当研究所の最新の調査研究、試験検査等
に関するパネル展示を行います。

公立大学法人福岡女子大学 大学の知的資源を活用し、産学官の連携による地域社会の発展に貢献
するための様々な取組みを行っています。

（公財）福岡県リサイクル総合
研究事業化センター

研究会、共同研究プロジェクトにより誕生したリサイクル製品や社会シ
ステムについてパネルを展示します。

福岡県工業技術センター 県内中小企業の技術開発を支援する福岡県工業技術センターの最新
の取り組みについて紹介します。

福岡大学北九州産学連携推進室・
資源循環・環境制御システム研究所

福岡大学 為,田研究室、資環研は「最終処分場研究」を中心に産学連携
に取り組んでいます。

（株）スピナ 抗菌・抗ウイルスに特化した光触媒コーティング・空気除菌機器等のご
紹介。

（株）福田工務店 酸性電解水で安心除菌・手洗い・脱臭・節水を考えている皆様に朗報
「新型環境節水器具　エコバルブ」。

（一社）緑の機能性研究所 木のマエストロである植木生産者が栽培から蒸留までを一貫して行い
精油や芳香蒸留水で様々な製品を作ります。

(株)エコプラスワン

(株)エステック21

北九州市エコプレミアムの選定商品エコワンウォッシュで省エネと設備
の長寿命化を実現。
【遮熱シート】放射熱反射で脱炭素・省エネ・暑熱対策【油濾過機】新油
維持で脱炭素・省エネ・経費削減。

（株）アフェットプラスワン 『プロトン（ニュートリノ・素粒子）』を含有した洗剤が化学物質を瞬時に
解毒してくれます。

（株）環境改善 マイナス素粒子を活用しコロナウイルスや化学物質を除染除去身体細
胞の蘇生免疫向上を可能にする最先進素材。

国立大学法人大分大学 大分大学（教育、経済、医、理工、福祉健康）の研究シーズと産学官連携
の取組を紹介します。

北九州工業高等専門学校 明るい未来を創造する開拓型エンジニアの育成のための、実験・実習
の紹介、装置の一部を展示します。

北九州市立大学 形状記憶合金の特性を利用した小型軽量・高性能な除振装置と炭素資
源から化学品製造をするゼオライト触媒。

九州地方環境パートナーシップ
オフィス（EPO九州）

環境省による地域循環共生圏と地域脱炭素の取組、また金融機関が地
域と連携した課題解決事例を紹介します。

（一社）エネルギーマネジメント協会 経済産業省「地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）」、省エネ
診断のPR。

（株）アイエンス 循環水浄化機能を備えたスクラバー。

KVIC研究会

eco-shop北九州（株）

一般社団法人エネルギーマネジメント協会会員企業と共同出展。

キュービクルの省エネ化、産業用フローリングの提案。

シー・エイチ・シー・システム（株） 室内のCO2濃度を測定・表示するCO2センサーとそれを活用した自動制御システムの展示、ご紹介。

国立大学法人佐賀大学
海洋エネルギー研究センター 波力発電とマイクロIoT計測を組み合わせた取り組みを紹介します。

イーエスジーテクノロジーズ（株） 省エネ時代がα-esgを選ぶ理由。

国立大学法人九州工業大学 九州工業大学物質工学研究系及び生命体工学研究のそれぞれの取組
みについて紹介。

エアコン・冷蔵庫・冷凍庫のコンプレッサー稼働状況を監視し最適なタ
イミングで省エネ制御装置。

すべての人に移動ををコンセプトにした超小型BEVと歩行領域BEV及
び新型BEVの 展示及び試乗。

再生可能エネルギー産業化推進委員会 再生可能エネルギー産業化推進委員会の活動（水素・海洋エネ・地熱・
温泉熱の産業化に向けた取組）の紹介。

(有)森岡製作所／高知県産業振興センター 薄板板金加工・レーザー加工・溶接など。

セラミックス/アルミナファイバー系断熱材および電気炉に関して、ニーズに
あった最適なご提案をいたします。

（株）今井広告研究所 現場カイゼンのオリジナルアイテム『ワイデクル』と、UV転写加工技術など
の『付加価値デザイン』のご提案。

（株）機設 溶接ヒューム・粉塵・熱中症対策に大型換気扇＋吊掛式送風機を！実機デモ
出展いたします。

北九州発！新商品創出事業【北九州市】 北九州市生まれの独創性豊かな新商品・新サービスをご紹介します。

（株）熊防メタル 【プレマイト】完全封孔による高耐電圧・高耐食性をアップした、最上級のク
リーンアルマイトを商品化！

（株）クリエイティブテクノロジー 静電気を用いた搬送 / 難削材加工 / 表面処理 /  FA用ロボット /高融点材料
調達・加工。

（株）三福 マフラー等SUS板金プレス溶接製品を生産。また、自動車で培った技術で環
境に配慮した製品開発へも挑戦！

（株）コスモサウンド オーディオを楽器に変えたビクター限定生産ハイレゾコンポ＜ウッドコーン
EX-B5＞実演プロモーション。

（株）デンケン FIBを使用した回路修正と、DPI試験をはじめとするEMC試験、他半導体に関
連した技術サービス。

（株）バーナードソフト 機械・設備の予知保全を実現する、AI異音検知システム「エスカレイド」を展
示します。

（株）フェローワールド リチウムイオンバッテリーを利用した製品、高出力産業機器用バックアップ電
源とフォークリフト用バッテリー。

（株）藤井商店

(株)NTTビジネスソリューションズ/
(株)ウエルクリエイト

（株）新菱

モノづくりに欠かせない締結部品「ねじ」の悩み事を解決致します。ゆるみ・
高耐食・作業効率UP!!

パルプモウルドの製造を実演。

（株）トミナガ／高知県産業振興センター 鋳物製品(鋳物素材及び加工品)。

濵村鉄工(有)／高知県産業振興センター 大型製缶加工・機械加工。

（有）繁春鉄工所／高知県産業振興センター 量産及び多品種少量の機械加工。

ものづくり企業・団体に向けた生産性向上や専門的知識、技能・技術習得の
ためのセミナーの紹介と相談受付。

（株）エムケーセラ セラミック部品・超硬部品を１個から最短で加工。

（公財）大分県産業創造機構 大分県内企業の技術・製品をご紹介します。

（公財）かごしま産業支援センター 鹿児島県内の「モノづくり企業」で製作した機械部品・樹脂・板金・プレス部品
等の加工製品を展示します。

（公財）くまもと産業支援財団 確かな技術力で貴社の加工の課題解決をお手伝いします！熊本県モノづくり
企業の加工製品共同出展。

（公財）長崎県産業振興財団 長崎県内企業の優秀な加工技術を紹介。高度で特徴のある加工技術・製品
を持つ長崎県内企業が出展します。

サーパス工業(株) 九州営業所 バイオケミカル業界向けに無脈動チューブポンプや微小流量計、ディスポ圧
力計などを出展致します。

加藤精工（株）

（株）城島・カンパニー
〈神埼市企業連絡協議会〉

九州ポリテクカレッジ/ポリテクセンター福岡/
ポリテクセンター飯塚

【軸物】小径精密切削部品（シャフト、支柱、ねじ、スリーブ、ピン、ローラー）最
大加工径φ32mm。

サンエナジー（株）

三鷹製版（株）

アイリスオーヤマ（株）

中間貯蔵･環境安全事業(株)

キーフェル（株）

大石産業（株）

雑貨、化粧品、IT企業、大田広域市広報等。

プラスチックパレット、木製パレットの買い取り、販売をしている会社です。

ジャステック（株） 独自で開発した特許技術SPATON テクノロジーを採用したスクリーン及び
汚泥脱水機を出展します。

中小企業等が抱えるブランディングなどの様々な経営課題を、知的財産の
側面から無料でサポートいたします！

新日本電工(株) 水環境の豊かな社会を目指し、持続可能な水利用を実現する環境技術をご
提案いたします。

北九州に本社を置き、４Rの実現を基盤に人と地球の未来を考えた事業を展
開しています。

北九州PCB処理事業所のPCB廃棄物の無害化処理、北九州事業所第一期
施設の解体撤去をご紹介致します。

北九州環境ビジネス推進会 北九州環境ビジネス推進会（KICS）と、会員企業の取組みについて紹介いた
します。

お客様の課題を解決する「ビジネスソリューション」。LED照明やIoT製品・
サー ビスを出展致します。

①地域食品資源循環ソリューション　②室内環境改善ソリューション

北九州市 北九州市が推進する脱炭素社会の取組みや北九州エコプレミアムなどの環
境関連事業について紹介します。

九州環境エネルギー産業推進機構(K-RIP)

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）

韓国とのビジネスマッチングを行うKOTRAでは、韓国企業情報やイベント等
の案内をブースにて実施します。KOTRA 韓国貿易センター（福岡）

K-RIP会員企業による製品・サービスの紹介。

韓国大田市広域市 東京通商事務所

UVランプから放射される紫外線とオゾンを用いた洗浄改質やUV硬化及び
水や空気の殺菌をご提案致します。

新興アルマー工業（株） アルミニウム100％のめっき加工。塩害、高温、硫化水素の環境に強い。ライ
フサイクルコスト縮減の新提案。

HILLTOP（株） 加工部品の短納期対応。

東京都・東京商工会議所 高度な技術力を有する都内ものづくり企業の多様な製品・サービスを展示。
出展企業20社（予定）の詳細は中小企業テクノフェアのホームページで公開。

CBM（株） リサイクル業・産廃処理業向け販売管理システムを基本に業務の負担軽減、
快適なオフィス環境を実現します。
永久磁石を活用した特許商品の活水器は、電気未使用・フィルター無交換の
環境に易しい経済的な浄水器です。

亜木津工業（株） ”金型いらず”のゴム・樹脂の切削加工技術。

大阪電機工業（株） 電気ボイラー。

コタニ（株） LEDより「眩しくない」照明器具、『無電極ランプ』を展示します。

九州支援機関ブース 九州支援機関ブースでは、各県の「モノづくり企業」の情報発信、ならびに外
注先の紹介を無料で行います。
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社会を取巻く環境変化がもたらす課題に対し、「新たな価値の創造」をICTで
ご支援してまいります。西日本電信電話（株）

【特別企画】展示＋商談会（7月 8日開催予定）


