No.

インダストリアルカード
1

月（2 月号）

○インターフェックス 大阪
当社出展
○関西 医療機器 開発・製造展
○国際水素・燃料電池展／国際太陽
電池展 当社出展
○ nano tech 当社出展
○新機能性材料展
○ ASTEC ／ SURTECH（塗装・塗
料／表面処理／防錆）
○加工機械／加工材料
○試作／成形加工／受託
○自動認識装置（自動認識総合展
大阪）
○科研費
○振動
○組込み技術（関西 組込みシステム
開発技術展）
○冷凍・空調・暖房（HVAC & R
JAPAN）

7

月（8 月号）

○生産効率化
○ねじ／ボルト／スプリング
○接着／ディスペンサ
○ポンプ／バルブ
○グリース／潤滑剤
○エンジニアリングプラスチック
○電源
○継手／ホース
○振動
○洗浄
○ロボット技術

2

月（3 月号）

○ロボット技術
○食品業界
○温度コントロール／熱制御
○グリース／潤滑剤
○環境対策
○自動車業界
○エンジニアリングプラスチック
○洗浄
○筐体／ラック／キャビネット
○ポンプ／バルブ
○油圧／空気圧
○ろ過／分離／フィルタ

8

月（9 月号）

○自動認識総合展 当社出展
○フードファクトリー 当社出展
○エヌプラス（機能性材料）
○センサエキスポジャパン
○計量計測展
○総合検査機器展
○物流搬送機器（国際物流総合展）
○検査／分析／試験（JASIS）
○真空技術（真空展）
○水素・燃料電池（関西 水素・燃
料電池展）
○自動車業界（名古屋 オートモー
ティブ ワールド）
○試作／成形加工／受託
○環境対策
○工作機械／構成部品

3

月（4 月号）

○名古屋 機械要素技術展
当社出展
○ MEDTEC 当社出展
○ TECHNO-FRONTIER
当社出展
○金型加工技術（INTERMOLD ／
金型展／金属プレス加工技術展）
○溶接技術（国際ウエルディング
ショー）
○動力伝達／変減速装置／モータ
○継手／ホース
○薬粧業界
○画像処理／工業用カメラ／顕微鏡
○接着／ディスペンサ
○液晶技術

9

月（10 月号）

○関西 機械要素技術展 当社出展
○関西 設計・製造ソリューション展
○ LED ジャパン 当社出展
○インターオプト
○ MEMS センシング＆ネットワー
クシステム展
○ CEATEC JAPAN
○包装技術（東京国際包装展）
○洗浄（洗浄総合展）
○ポンプ／バルブ
○医薬品・化粧業界
○精密位置決め装置

4

18

各誌の特集予定は製品やテーマを中心に多少の編集を行っておりますので詳細が
必要な方は弊社までお申し出下さい．

月（5 月号）

○組込みシステム開発技術展
当社出展
○ IoT（IoT ／ M2M 展／ワイヤレ
スジャパン）
○自動車業界（人とくるまのテクノ
ロジー展 横浜）
○電設技術（電設工業展）
○環境対策（NEW 環境展）
○ FA ／工場用制御／監視ツール
（スマートファクトリー）
○計測／測定
○微細・精密加工（微細・精密加工
技術展）
○試作／成形加工／受託（試作市場）
○高機能素材（関西 高機能素材
Week）
○半導体製造
○センサ

1 0 月（11 月号）
○国際粉体工業展 当社出展
○工作機械／構成部品（JIMTOF）
○計測・測定（計測展 OSAKA）
○組込み技術（組込み総合技術展）
○ IoT（IoT Technology 総合技術
展）
○通信技術（MWE）
○接着／ディスペンサ
○自動車業界
○温度コントロール／熱制御
○ろ過／分離／フィルタ
○シーリング／ O リング／パッキン
○動力伝達／変減速装置／モータ
○振動

5

月（6 月号）

○電子機器トータルソリューション
展（JPCA Show） 当社出展
○機械要素技術展 当社出展
○設計・製造ソリューション展
○医療機器 開発・製造展 MEDIX
○インターフェックス ジャパン
当社出展
○食品業界（FOOMA JAPAN）
○画像処理／工業用カメラ／顕微鏡
（画像センシング展）
○金型加工技術（INTERMOLD 名
古屋／金型展 名古屋／金属プレ
ス加工技術展 名古屋）
○労働災害防止
○ろ過／分離／フィルタ
○シーリング／ O リング／パッキン
○精密位置決め装置
○冷却

1 1 月（12 月号）
○ SEMICON Japan 当社出展
○国際画像機器展 当社出展
○ファインテック ジャパン
当社出展
○ Photonix
○高機能フィルム展
○高機能プラスチック展
○高機能金属展
○高機能セラミックス展
○接着・接合 EXPO
○高機能塗料展
○ねじ／ボルト／スプリング
○筐体／ラック／キャビネット
○グリース／潤滑剤

6

月（7 月号）

○自動車業界（人とくるまのテクノ
ロジー展 名古屋）
○ FA ／工場用制御／監視ツール
（プラントメンテナンスショー／
労働安全衛生展／生産システム見
える化展／生産ロボット展）
○物流搬送機器（工場内物流自動化
展）
○猛暑対策（猛暑対策展）
○非破壊評価
○油圧／空気圧
○工作機械／構成部品
○温度コントロール／熱制御
○筐体／ラック／キャビネット
○動力伝達／変減速装置／モータ
○研究開発支援

1 2 月（1 月号）
○ネプコン ジャパン 当社出展
○ロボデックス ロボット開発・活
用展
○スマート工場 EXPO
○オートモーティブ ワールド
○ウェアラブル EXPO
○計測／測定
○センサ
○シーリング／ O リング／パッキン
○静電気／ノイズ対策
○物流搬送機器
○精密位置決め装置
○機械要素／部品

