
この画面をプリントアウトして会場までお持ちください

本展は商談・技術相談のための展示会です

※ご入場には招待券がお１人につき１枚必要です
本券をコピーして、上司・同僚・取引先などへ配布ください

●本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付へご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。 ●一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。 
●会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。 ●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として
氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □　●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ●感染者発生
時には、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。 ●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

>>来場者登録欄　■ 下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。  同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。

主催者 リード エグジビション ジャパン（株）  展示会事務局
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2  新宿野村ビル18階　TEL: 03-5324-1232  FAX: 03-6683-7818　E-mail: visitor-auto@reedexpo.co.jp  Web: www.connected-car.jp

会期： 2021年1月20日［水］～22日［金］  
会場： 東京ビッグサイト 
主催： リード エグジビション ジャパン（株）

10:00～18:00
（22日［金］のみ17:00終了）

CNC-Je

商談内容来場対象者 出展社

…など …など

下記のメーカー、商社など
●自動車メーカー
●自動車部品メーカー
●カーナビメーカー
●法人自動車ユーザー
（バス、タクシー、
　　　物流会社など）

●MaaS事業者

●IoTソリューション
●通信モジュール
●セキュリティ
●OTAソリューション
●マッピング ソリューション
●ビッグデータ活用
ソリューション

下記の技術者・経営者など

招待券

最新情報はWebへ ▼ www.connected-car.jp本券をお持ちでない場合、入場料 ¥5,000/人。 18歳未満の方の入場は固くお断りします。

◆新製品・新技術を
比較、導入

◆課題についての
技術相談

◆見積・導入時期の
打合せ

▼アンケートにお答えください。
1. あなたの職種は？
□ Ａ 設計・開発 □ Ｂ 研究 □ C 生産技術・製造・品質管理 □ Ｄ 調達・購買
□ E 商品企画 □ F 経営 □ G 営業・販売・マーケティング □ H その他（ ）

2. あなたの会社（または団体）の業種は？
□ Ａ 自動車メーカー □ Ｂ 自動車部品メーカー □ C 電気・電子機器メーカー □ Ｄ 半導体メーカー
□ E 電子部品／プリント基板メーカー □ F 材料メーカー □ G 製造装置メーカー □ H 検査装置メーカー
□ I  ＩＴ／ソフトウェア関連企業 □ J 組込みシステム関連メーカー □ K 電池関連メーカー □ L モーター関連メーカー
□M モビリティーサービスベンダー □ N 自治体・官公庁 □ O 加工企業 □ P 商社・代理店・その他（ ）

3. あなたの役職（クラス）は？
□ Ａ 社長・役員クラス □ Ｂ 部長・次長クラス □ C 課長クラス □ Ｄ 係長・主任クラス □ E 社員・職員クラス

4. あなたの来場目的は？
□ Ａ 導入のための企業・製品比較検討
□ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集
□ C 業界参入・製品開発のための情報収集
□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集
□ Ｅ その他（ ）

5. 次回（2022年）の出展について
□ Ａ 出展したいので連絡がほしい
□ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

世界最大級 ! 700社が出展

当社があなたをご招待いたします

第　回9
2021総称

詳細はWebへ ▶ www.automotiveworld.jp/doc_coronavirus/本展では、徹底したコロナ対策を実施します
● 全参加者へ マスク着用を徹底 ●全ての出入口に 消毒液を設置
●全参加者に サーモグラフィ等による体温測定 ●扉の開放、空調設備による常時換気
●医師・看護師が 医務室に常駐 ●セミナー会場での 座席間隔の確保 …など

こちらからも　
確認いただけます ▼
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コネクティッド・カー EXPOの

オートモーティブ ワールド 7展合わせ
出展社一覧
は次頁へ

展示会場でできること

1

2 新製品のデモを体験
実物を見ながら商談

オンラインでも
 参加・商談できます

詳細は

▲

本サービスでできること

オフィスや自宅にいながら オンラインでも
  出展製品を閲覧できます（事前登録制）

検索オートモーティブワールド オンライン　

1. ビデオ通話・チャットで質問・商談
2. 最新 出展製品の閲覧、資料のダウンロード
3. 出展社への商談アポイント申請

チャット メッセージ

アポイント ビデオ通話

弊社ブースへようこそ
お気軽にお問い合わせください

IoTや5G、OTAなど 世界最大級 700社が出展
会場レイアウト図 新たにMaaSを加え、CASE　　　　　　の技術を網羅（　　　　　　　）コネクティッド、自動運転、

シェア＆サービス、電動化 本招待券で全展に入場可

コネクティッド・カー
EXPO

第9回 

出入口 出入口 出入口 出入口 出入口

出入口 出入口

EV・HV・FCV 技術展
第12回 

自動運転EXPO
第4回 

40社が出展 120社が出展

90社が出展30社が出展
クルマの軽量化 技術展
第11回 

● センサ／LiDAR／カメラ
● 半導体・AI（人工知能） ● 自動運転 車両
● ADAS技術 ● ダイナミックマップ …など

● IoTソリューション ● 通信モジュール
● セキュリティ ● OTAソリューション
● ビッグデータ分析・活用ソリューション

  …など

● モータ／インバータ ● 巻線機、着磁器 ● コア／コイル
● パワーデバイス ● コネクタ ● 二次電池
● 燃料電池スタック ● 製造・検査装置

   …など

● CFRP／樹脂 ● 超ハイテン
● 接着・接合 ● 軽量部品
● 設計・シミュレーションツール

  …など

南展示棟 1F 南展示棟 4F 西展示棟

青海展示棟
あ お み

自動車部品&加工
EXPO

第7回 

170社が出展
● 加工技術

● 加工機／工作機械

● 表面処理／熱処理

● プレス／鍛造

● 自動車部品

● 試作・量産受託

● 金型／金型部品

● 3Dプリンタ

● 検査／測定
 …など

第13回 

カーエレクトロニクス技術展
220社が出展

30社が出展

● 車載半導体 ● 電子部品・材料
● ソフトウェア開発ツール ● テスティング技術
● ECU／ビークルコンピュータ ● 熱・ノイズ対策

  …など

● MaaSプラットフォーム ● MaaSオペレーター
● 予約・決済ソリューション ● マップ、交通予測システム
● 認証システム・セキュリティ

  …など

新設

MaaS EXPO
第1回 

マース

本図は、実際のレイアウトと異なる場合がございます。

VIP招待券をお持ちの方は基調講演 無料
［通常料金 27,000円］

VIP招待券特典付き

対象者： 課長職以上

＜前回（2020年） 見本＞

前回（2020年）の会場の様子

詳細は 

▲ ▲ ▲

www.automotiveworld.jp/vip/

マ ー ス

（ 遠 隔 アップデ ート）

マ ー ス

関連部署、取引先、同業者の方 へ
配布ください !（本招待券1枚で 1名のみ入場可）

招待券の追加請求は
Webへ（無料）

本招待券に掲載の出展社数は、併催展を含む2020年10月12日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。また、出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含みます。

（株）デンソー　
DX推進ディレクター（兼）
デジタルイノベーション室長
成迫 剛志

Bosch Corp.
RBU Body Electronics 
General Manager,
Aleksandar Duric

（株）ＳＵＢＡＲＵ
自動運転PGM 
ゼネラルマネージャー
柴田 英司

（株）東芝
知能化システム研究所 
メディアAIラボラトリー 主任研究員　
関 晃仁

日産自動車（株）
電子アーキテクチャ開発部
部長
辻岡 史郎

セミナー プログラムは次頁へ事前申込制

MaaS・自動運転など 全70講演

※敬称略。掲載の講師情報および講演数（併催展を含む）は2020年10月8日時点。講師、内容が変更になる場合がございます。掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。

日産自動車（株）
理事／アライアンスグローバルVP　
吉澤 隆

Daimler AG
Research Scientist & Engineer,
Benedikt Friess 

（株）本田技術研究所
AD/ADAS研究開発室 
エグゼクティブチーフエンジニア
波多野 邦道

日立オートモティブ
システムズ（株）
ソフトウェア事業部 主管技師長　
中村 智明

インテル（株）
デジタルインフラストラクチャー 
チーフ・サービス・アーキテクト（兼）ダイレクター
野辺 継男

＜講師一部紹介＞

同時開催

7

ネプコン ジャパン
エレクトロニクス開発・実装展

第
35
回

同時開催

第
5
回

第
5
回

スマート工場 EXPO
IoT/AI/FAによる 製造革新展

「無料 巡回バス」を頻繁に運行
ひんぱん

（所要時間 7分）
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アドバイザリー  
コミッティー （敬称略・順不同）

トヨタ自動車（株）
先進技術開発カンパニー 

President　 
奥地 弘章

日産自動車（株）
フェロー　 
豊増 俊一

（株）ＳＵＢＡＲＵ
取締役専務執行役員  

大拔 哲雄

（株）本田技術研究所
常務取締役　 
板井 義春

マツダ（株）
執行役員　 
工藤 秀俊

三菱自動車工業（株）
常務執行役員　 
藤本 直也

（株）ケーヒン
代表取締役  
専務執行役員　 
阿部 智也

（株）デンソー
執行職　 
林 新之助

日立オートモティブ
システムズ（株）

エグゼクティブ オフィサー CTO　
山足 公也

コンチネンタル・ 
オートモーティブ（株）

執行役員　 
豊田 啓治

ボッシュ（株）
執行役員　 
石塚 秀樹

マグナ・インター 
ナショナル・ジャパン（株）

代表取締役　 
岩渕 裕光

本セミナーは、 
上記の13名の 
方々により 
構築されました。

インフィニオン  
テクノロジーズ ジャパン（株）
代表取締役社長　 
川崎 郁也

セミナー 全180講演
※

を開催 !
※同時開催展を含む

※敬称略。2020年10月8日現在。セッションの録音、写真・ビデオ撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合がございます。なお、掲載枠上 講師の所属・役職を省略している場合もございます。あらかじめご了承ください。

基調講演・特別講演
1月20日［水］ 10：00～11：30

ソフトウェア中心のクルマ作りへ モビリティの未来はどう変わるか

日産自動車（株）
電子技術・システム技術開発本部 理事／

アライアンスグローバルVP　
吉澤 隆

ソニー（株）
執行役員 

AIロボティクスビジネス担当  
AIロボティクスビジネスグループ 部門長　

川西 泉

1月21日［木］ 12：30～14：00

加速するEVへのシフト ～EV開発最前線～

本田技研工業（株）
四輪事業本部 ものづくりセンター  
完成車開発統括部 車両開発二部  

開発管理課 シニアチーフエンジニア　
一瀬 智史

Daimler AG
Battery Research & Development, 

Research Scientist & Engineer,　
Benedikt Friess

1月22日［金］ 9：30～10：30

（株）ＳＵＢＡＲＵ
商品企画本部  

プロジェクトゼネラルマネージャー　
五島 賢

AUTO-K

AUTO-S2 受講無料

AUTO-S4 受講無料

〈講演内容〉
グランドツーリング思想など、SUBARUに脈々と受け継がれた
「価値」を「継承」し、お客様のご期待を超える「超・革新」を遂げ、
SUBARUの未来を証明するために開発されたNew LEVORG。
どのようにSUBARUの技術を結集して商品化したか、開発責任
者の想いもあわせてご紹介する。

1月20日［水］ 15：00～16：30

アフターコロナにおける自動車産業の変化とは？

自動車ジャーナリスト
桃田 健史

デロイト トーマツ コンサルティング（同）
執行役員 パートナー  

ビジネス ストラテジー プラクティス・リーダー／
大阪府立大学 客員教授　

周 磊

1月21日［木］ 15：00～16：30

FCVの進化と水素社会実現に向けた取り組み

Mercedes-Benz Fuel Cell 
GmbH

Chief Executive Officer,　
Christian Mohrdieck

講演の最新情報は
こちらをご覧ください

▼
www.automotiveworld.jp/seminar/

1月22日［金］ 14：30～16：00

車載半導体 CEOフォーラム ～CASE時代の半導体を語る～

Infineon 
Technologies AG
Chief Executive Officer (CEO),
Reinhard Ploss

ローム（株）
代表取締役社長  
社長執行役員 CEO　
松本 功

ルネサス  
エレクトロニクス（株）
代表取締役社長兼CEO
柴田 英利

PwCコンサルティング（同）
パートナー
川原 英司

AUTO-S1 受講無料

AUTO-S3 受講無料

AUTO-S5 受講無料

専門セッション
AUTO-1 1月20日［水］12：30～14：00 AUTO-2 1月20日［水］15：00～16：30

スピードと安全性を両立する 
ソフトウェア開発手法とは？

自動車開発を革新する 
モデルベース開発 最新動向

• （株）デンソー
モビリティエレクトロニクス事業グループ  
DX推進ディレクター（兼）デジタルイノベーション室長　 
成迫 剛志

• 日立オートモティブシステムズ（株）
ソフトウェア事業部 主管技師長　中村 智明

• マツダ（株）
パワートレイン開発本部 MBD革新部 部長　 
横畑 英明

• アンシス・ジャパン（株）
システムズ&プラットフォーム BU 技術部 ACEチーム  
シニアアプリケーションエンジニア　石井 通義

AUTO-3 1月21日［木］10：00～11：30 AUTO-4 1月21日［木］12：30～14：00

進化を続ける自動運転の最新技術 次世代モビリティを実現する 
E/Eアーキテクチャ最新動向

• （株）本田技術研究所
先進技術研究所 AD/ADAS研究開発室  
エグゼクティブチーフエンジニア　波多野 邦道

• （株）ＳＵＢＡＲＵ
第一技術本部 自動運転PGM ゼネラルマネージャー  
兼 先進安全設計部 担当部長　柴田 英司

• 日産自動車（株）
電子技術・システム技術開発本部  
電子アーキテクチャ開発部 部長　辻岡 史郎

• Bosch Corp.
Automotive Electronics Japan, RBU Body Electronics 
General Manager & Body Electronics Gr. 1  
Section Manager,　Aleksandar Duric

AUTO-5 1月22日［金］9：30～11：00 AUTO-6 1月22日［金］12：00～13：30

次世代電池の主役とは？ 
電池開発最前線 AI で自動運転はどこまで進化するか

• （株）エンビジョンAESCジャパン
常務執行役員 製品開発担当
明石 寛之

• 講演者調整中
最新情報はWebをご確認ください。

• （株）東芝
研究開発本部 研究開発センター 知能化システム研究所  
メディアAIラボラトリー 主任研究員　関 晃仁

• （株）ジェイテクト
常務取締役 ステアリング事業本部長
松岡 浩史

MaaS フォーラム 2021
AUTO-M1 1月20日［水］12：30～14：00 AUTO-M2 1月21日［木］10：00～11：30

MaaSが起こす街づくり革命 MaaSの社会実装に何が必要か？

• 東京地下鉄（株）
経営企画本部 企業価値創造部長  
兼 まちづくり連携担当部長　川上 幸一

• 三井不動産（株）
ビジネスイノベーション推進部 事業グループ グループ長　
川路 武

• 静岡型MaaS基幹事業実証プロジェクト 代表幹事／
静岡鉄道（株） CSV推進室長　 
水野 雅晴

• 講演者調整中
最新情報はWebをご確認ください。

AUTO-M3 1月21日［木］15：00～16：30

MaaSプラットフォーム構築の 
実例と課題とは
• インテル（株）
デジタルインフラストラクチャー  
チーフ・サービス・アーキテクト（兼）ダイレクター／ 
名古屋大学 未来社会創造機構 客員准教授　野辺 継男

• （株）スマートドライブ
代表取締役　北川 烈

受講無料

事前申込制・同時通訳付（一部除く）

詳細・お申込みは 

▲ ▲ ▲

www.automotiveworld.jp/seminar/

出展社による製品・技術セミナー    会場：展示会場内 特設会場

1月20日［水］ 12：20～13：20 1月21日［木］ 12：20～13：20

岐阜大学金型センターの概要と技術シーズの紹介
東海国立大学機構岐阜大学

Knowles社高電圧MLCC
加賀電子（株）

1月21日［木］ 13：40～14：40
※事前申込不要。会場に直接お越しください。

最新情報・詳細 ▶ www.automotiveworld.jp/PR/
IMSE - One-part solution for touch control and illumination

コーンズテクノロジー（株）

受講無料

セミナーのお申込みはWebから 

▲ ▲ ▲
  www.automotiveworld.jp/seminar/

お申込み日 AUTO-K AUTO-1～6
12月 9日［水］まで（早期割引料金） 24,000円／枚（税込） 各15,000円／枚（税込）

12月10日［木］以降（通常料金） 27,000円／枚（税込） 各18,000円／枚（税込）

※ 申込後のキャンセル・変更・
返金は一切お受けしており
ません。ご本人が受講でき
ない場合は代理の方の
出席をお願いいたします。

技術者応援企画 開発秘話セミナー
New LEVORG開発ストーリー ～SUBARU価値の継承と超・革新～

2020年 セミナー会場

講演 ＋ ディスカッション
＜モデレーター＞

>> 来場者登録欄
●本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付へご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。 ●一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録
済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。 ●会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。 ●来場された方には、
今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で
社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □　●展示会来場者数の認証のため、来場確認の
お電話をさせていただく場合があります。 ●感染者発生時には、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。 ●弊社は
個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

▼アンケートにお答えください。
1. あなたの職種は？
□ Ａ 設計・開発 □ Ｂ 研究 □ C 生産技術・製造・品質管理 □ Ｄ 調達・購買 
□ E 商品企画 □ F 経営 □ G 営業・販売・マーケティング □ H その他（ ）
2. あなたの会社（または団体）の業種は？
□ Ａ 自動車メーカー □ Ｂ 自動車部品メーカー □ C 電気・電子機器メーカー □ Ｄ 半導体メーカー 
□ E 電子部品／プリント基板メーカー □ F 材料メーカー □ G 製造装置メーカー □ H 検査装置メーカー 
□  I  ＩＴ／ソフトウェア関連企業 □ J 組込みシステム関連メーカー □ K 電池関連メーカー □ L モーター関連メーカー 
□ M モビリティーサービスベンダー □ N 自治体・官公庁 □ O 加工企業 □ P 商社・代理店・その他（ ）
3. あなたの役職（クラス）は？
□ Ａ 社長・役員クラス　　　□ Ｂ 部長・次長クラス　　　□ C 課長クラス　　　□ Ｄ 係長・主任クラス　　　□ E 社員・職員クラス
4. あなたの来場目的は？
□ Ａ 導入のための企業・製品比較検討　　　  □ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集　　□ C 業界参入・製品開発のための情報収集 
□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集　　□ Ｅ その他（   ）
5. 次回（2022年）の出展について
□ Ａ 出展したいので連絡がほしい　　　　　 □ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい 

■下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。 
同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。

CNC-J

お問合せ先
主催者 リード エグジビション ジャパン（株） 展示会事務局　　
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階　 
FAX: 03-6683-7818（展示会）　　Web： www.connected-car.jp　　E-mail: visitor-auto@reedexpo.co.jp

 TEL: 03-5259-9056
 TEL: 03-5324-1232

講　演 に関するお問合せは ▶

展示会 に関するお問合せは ▶

（受付：10：00～18：00 土・日・祝 休み）

（受付：  9：00～18：00 土・日・祝 休み）

第9回 コネクティッド・カー EXPO
（株）アイ・アール・システム
（株）iPX
•データエンジニアリング×プロダクト×車…
車両運動系ツールとの連携ドライバー 
システム

•データエンジニアリング×プロダクト×
シーン抽出…大量画像から任意シーン
検索システム

•データエンジニアリング×課題解決… 
デモンストレーション展示

ACTIA Japan（株）
•テレマティクス端末…コネクティビティ、
メンテナンス、サイバーセキュリティ

•バス用ICT機器…相互運用性、オープン
アーキテクチャ、低コスト化

•電子アーキテクチャ…HMI、制御ユニット、
多重通信、セーフティ

•電池パック…BMS、SOC、 SOH  
モニタリング

•診断（ダイアグノスティクス）…規格、 
工場、アフターマーケット（サービス）

NECソリューションイノベータ（株）
•車両周辺監視ソフトウェア…3D LiDAR
とカメラの組み合わせで移動体や標識の
認識を実現

•モータ制御ソフトウエアプラットフォーム
…BLDC含む様々なモータ種別や 
マイコンに対応
エム・シー・エム・ジャパン（株）
•MAX-HD4 MBX…5G/4G/LTE 6回線
同時接続対応マルチSIMルーター

•MAX-HD2 Mini…4G/LTE 3回線 
同時接続対応マルチSIMルーター

•UBR LTE…4G/LTE 2回線同時接続
対応マルチSIMルーター

•MAX-BR1 Mini…4G/LTE 冗長化 
対応マルチSIMルーター
（株）ニコン・トリンブル
•CenterPoint RTX…高精度精密単独
測位サービスによる自動運転への実現

•高精度GNSS+INSハイブリット 
PosLV…車両のリファレンス装置として
業界ナンバーワン

•Applanix Position and Orientation
…Designed for integration,  
built for performance

•Trimble XR10…施工BIMを推進する 
ヘルメット一体型Mixed Realityデバイス
日本テラデータ（株）
•コネクティッド・カーのデータ分析… 
AI/MLを支える次世代クラウド 
アナリティクス環境

•テラデータ・コンサルティング…実践で
培った1,000超のユースケースにより 
ご支援
日本電気（株）
•見守りソリューション…車載映像伝送 
技術と映像分析AIにて人と物の移動を
遠隔で見守る

•車両周辺監視ソフトウェア…3D LiDAR
とカメラの組み合わせで移動体や標識の
認識を実現

•モータ制御ソフトウエアプラットフォーム
…BLDC含む様々なモータ種別や 
マイコンに対応

•コネクテッドソリューション…モビリティ
の進化を付加価値とした垂直統合 
システム

•モビリティテストサービス…ソース静的
検証からモビリティ製品検証まで一貫で
提供
日本電気通信システム（株）

NIRA Dynamics
•[センサフュージョン]TPI…多くの欧州車、
プラットフォームで搭載されている間接
式TPMS

•[センサフュージョン]TGI…タイヤグリッ
プ状況をモニタし姿勢制御に貢献する
信号解析

•[センサクラウド]RSI…TGIなどのFCDを
クラウド化し、交通プローブ情報でITS
に貢献

•[センサフュージョン]LWI…脱輪事故 
防止のため、危険性をモニタする間接式
アルゴリズム

•車載型路面センサー…光学式で凍結などの
路面状態を判別、さらに摩擦係数も算出

併催展で関連製品を出展する企業
（株）アドウェルズ
•超音波技術を接合、カット、溶着の分野に
応用し、特徴ある装置をラインナップ。

Altia Japan（株）
•Altia Design, DeepScreen…車載・ 
組込みシステム用 HMI開発ツールと 
ソリューション
エステック（株）
•真空プラズマ加工装置…様々な素材を接
着剤無で接着出来、経年変化もしにくい。
沖エンジニアリング（株）
•26.5GHz高周波測定機器の校正サー
ビス…IATF16949対応の計測器校正を
実施します
（株）カタナコーポレーション
•CVC Wave…アナログデータ用のリアル
タイムかつ低遅延な可逆圧縮ライブラリ
鹿沼光商事（株）
•ベンチマーク/彼我比較用 国内外自動車
部品/用品 取寄せ…世界各国から部品や
用品を調達
神田工業（株）
•フレキシブルLEDイルミ・ディスプレイ… 
車載実績イルミ・新規性の高い空中表示器
クラボウ
•検査・計測・撹拌・計量機器…EVの製造
ニーズに応える高精度検査・計測・撹拌・
計量
サティヤムベンチャーエンジニアリング
サービスプライベートリミテッド日本支社

•バッテリーマネージメントシステム… 
充放電特性モニタリング と パワー 
マネジメント

CBC（株）
•超広角ZnSレンズ…車載向け遠赤外線
カメラ用に超広角タイプレンズを新開発
（株）スマートドライブ
•Mobility Data Platform…スピーディに
立上げ可能なモビリティデータの収集・
解析基盤
（株）センスタイムジャパン
•PassengerMonitoringSystem…
airbag展開制御/個人認識で快適性 
向上等の機能提案

SUNNET
•hsd,lvds,fakra ,mini fakra…
CONNECTOR
帝国インキ製造（株）
•センサー用インキ…各種センサー対応
インキを用意しています。
デンカ（株）
•放熱材、ヒットプレート、AN、SNプレート、
アルシンク…高信頼性・高熱伝導性 
放熱製品

（株）東陽テクニカ
•5G/ITSチャネルエミュレータ…電波伝搬
環境を再現し無線通信性能評価を効率化
日本合成化工（株）
•機能性熱硬化性樹脂材料…制御基板 
注型、各種センサ、モジュールの封止 
用途に最適です
日本システムウエア（株）
•MaaS PF…位置情報及び付帯情報を
集積し分析/活用するためのバックエンド
サービス
日本電気硝子（株）
•車載ディスプレイ用カバーガラス…薄膜
技術との組合せによって、視認性と操作
性を向上
（株）PTVグループジャパン
•PTV Vissim…交通管制システムと連携し
た、V2X技術による交通環境への影響評価
ファーフィールドサウンド（株）
•音声信号処理ミドルウェア CABIN… 
クラウド音声認識向けフロントエンド 
信号処理機能
フィーチャ（株）
•ドライバーモニタリングシステム…車内
カメラで運転状態を監視、危険運転・ 
事故防止支援
（株）富士通ビー・エス・シー
•モデルベース開発ソリューション…確かな技術
と豊富な実績でモデルベース開発を支援
マークラインズ（株）
•情報プラットフォーム…世界のニュース、技術
動向をレポート形式で日英中3カ国語掲載
マイクロウェーブファクトリー（株）
•AD/ADAS向け統合試験システム… 
カメラ,レーダー,LiDAR,5G等の性能を
EMC環境下で同時評価
（株）村田製作所
•V2Xモジュール…安定した無線性能、 
高信頼性を備える無線通信モジュール。
（株）ヤマシナ
•アルミナット・カラー・スクリュー…レー
ダーや通信機器の電磁波対策が可能
（株）ヨコオ
•遠隔ドアロック制御システム…スマート
フォンでドアの施解錠を可能とする 
システム
利昌工業（株）
•低伝送損失プリント配線板材料…5G 
通信に好適な信号の減衰が少ない 
プリント配線板材料
（株）りゅうにちホールディングス
•citrasカーシェアリングシステム… 
手軽にどこにでもカーシェアを設置 
できるパッケージ
ローム（株）
•車載用半導体デバイス・モジュール… 
高品質・高信頼性の半導体デバイス・ 
モジュール

KINGSTATE ELECTRONICS 
CORP.（キングステート（株））

•音響部品・コネクター…高音圧・防水・ 
高信頼性

SHENZHEN CENKER 
ENTERPRISE LTD. 
（深圳市岑科实业有限公司）
•コイル、SMD　タイプ　インダクタ
…安定性高い　価格メリットがある　
（AEC-Q200対応可能）

第4回 自動運転 EXPO
アイサンテクノロジー（株）
ＡＩｍｏｔｉｖｅ（株）
（株）オーピーティー
岡谷鋼機（株）
（株）カタナコーポレーション
キーコム（株）
コーンズテクノロジー（株）
（株）CRI・ミドルウェア
CBC（株）
住友電気工業（株）
損害保険ジャパン（株）
（株）東陽テクニカ
トライオプティクス・ジャパン（株）
（株）バーチャルメカニクス
（株）フォーラムエイト
（株）bryka
マイクロウェーブファクトリー（株）
Amulaire Thermal Technology INC.
DJI JAPAN（株）
STARS MICROELECTRONICS 
(THAILAND) PUBLIC CO., LTD.

SUNTECH CO., LTD.
第1回 MaaS EXPO

（株）OTSL
KOTO circuit
（株）JVCケンウッド
（株）スマートドライブ
東洋電産（株）
日本システムウエア（株）
（株）ネクスト・ワン
（株）PTVグループジャパン
ホンダモビリティソリューションズ（株）
（株）モビリティープラス
（株）ユナイテッド システム
（株）ヨコオ
（株）りゅうにちホールディングス
GNST CO., LTD.
Perseus CO., LTD.
第13回 国際カーエレクトロニクス技術展
アナログ・デバイセズ（株）
アバテック（アジア）
（株）アメフレック
（株）アルゴグラフィックス
Altia Japan（株）
（株）e・オータマ
（株）Immersion Japan
ヴィスコ・テクノロジーズ（株）
エア・ブラウン（株）
AVX ECIS（株）
SMFLレンタル（株）
STマイクロエレクトロニクス（株）
エスペック（株）
ENEOS（株）
ＥＮＥＯＳテクノマテリアル（株）
沖エンジニアリング（株）
（株）押野電気製作所
カトーレック（株）
関西電子工業（株）
（株）カンデラ ジャパン
（株）木村洋行
クラボウ
（株）グローブ・テック
（株）ケミトックス
ＫＯＡ（株）
サイエンスソリューションズ（株）
ザイリンクス（株）

サティヤムベンチャーエンジニアリング
サービスプライベートリミテッド日本支社
サン電子工業（株）
ＪＸ液晶（株）
JFEテクノリサーチ（株）
（株）昭和丸筒
新東Sプレシジョン（株）
スミダコーポレーション（株）
住友ベークライト（株）
センスシングスジャパン（株）
（株）センスタイムジャパン
大日本印刷（株）
●台湾パビリオン
TAIWAN TRANSPORTATION 

VEHICLE MFRS 
ASSOCIATION

AUTOEQUIPS TECH CO., LTD.
KINGSTATE ELECTRONICS 

CORP.（キングステート（株））
TECH-CAST MFG.CORP.
（株）高砂製作所
タツタ電線（株）
（株）中外
帝国インキ製造（株）
テクマトリックス（株）
デンカ（株）
戸田工業（株）
日精電機（株）
日本合成化工（株）
日本電気硝子（株）
日本パリレン（同）
（一財）日本品質保証機構
パーソルR&D（株）
東山フイルム（株）
ファーフィールドサウンド（株）
（株）ファソテック
ファルコン電子（株）
フィーチャ（株）
（株）富士通ビー・エス・シー
双葉電子工業（株）
Future Facilities（株）
（株）ベリサーブ
●北部九州自動車産業アジア先進
拠点推進会議（福岡県）

（株）アポロジャパン
（株）NSCore
神田工業（株）
北陸電気工業（株）
（株）北光
ボッシュ（株）
マグナ・インターナショナル・ジャパン（株）
ミック電子工業（株）
三菱ガス化学（株）
三菱ガス化学トレーディング（株）
（株）村田製作所
ユニチカ（株）
横河計測（株）
横河ソリューションサービス（株）
ラピステクノロジー（株）
利昌工業（株）
（株）両毛システムズ
ローム（株）
（株）ワイ・エス・エス
ASE Group
CANDERA GMBH
CREATE ELECTRONIC 
OPTICAL CO., LTD. 
（創研光電股份有限公司）
DOOSAN ELECTRO-
MATERIALS CO.

H.P.B. OPTOELECTRONICS 
CO., LTD.

HI-LO SYSTEM RESEARCH 
CO., LTD.（河洛半導体）

INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
RESEARCH INSTITUTE 
（工業技術研究院）
JENTECH PRECISION 
INDUSTRIAL CO., LTD.

KEEPER TECHNOLOGY  
CO., LTD.（キーパーテック（株））

NEXTCHIP CO.,LTD.
SHENNAN CIRCUITS CO., LTD.
SHENZHEN CENKER 
ENTERPRISE LTD. 
（深圳市岑科实业有限公司）
STONKAM CO., LTD.
SUNNET INDUSTRIAL CO., LTD.
SUNSHINE ELECTRONICS CO., LTD.

第12回 EV・HV・FCV技術展
（株）アサダ
アサヒ通信（株）
ＡＳＴＩ（株）
（株）アドバンストテクノロジー
石坂電器（株）
（株）イズミ技研
（株）生方製作所
（株）エフ・シー・シー
加賀電子（株）
関東冶金工業（株）
黒田精工（株）
コアレスモータ（株）
サンコール（株）
三洋貿易（株）
ストーブリ（株）
（株）ソルトン
（株）ダイセル
（株）TOP
日本電磁測器（株）
日本パナトロニック（株）
日本ピストンリング（株）
（株）ファインスティールエンジニアリング
ファインツール・ジャパン（株）
（有）フォーユーエクスプレス
福原貿易（株）
●ブライテック／ 
大分県産業科学技術センター

（株）ブライテック
（株）フリント
（株）べステック
（株）ボルグワーナー
マークラインズ（株）
マーポス（株）
（株）マグプロスト
リズム（株）
レイモンジャパン（株）
ADVANCED SURGETECH 
MATERIALS LTD.

Caresoft Global
CHOGORI TECHNOLOGY CO., LTD.
CONNOR MANUFACTURING 
SERVICES CO., LTD.

EURO GROUP
Gruner
GUOWANG MOULD 
(DONGGUAN) CO., LTD. 
（国旺金型（トンカン）有限公司）
HANGZHOU GUANKUN 
TECHNOLOGY CO., LTD.

HCH HARDWARE (DONGGUAN) CO., LTD.
（弘城禾五金（トンカン）有限公司）
HONDWAY MOULD 
(DONGGUAN) CO., LTD. 
（弘禾偉金型（トンカン）有限公司）
JLMAG RARE-EARTH CO., LTD.
（江西金力永磁科技股份（株））
JUNDA DIE-CASTING 
(DONGGUAN) CO., LTD. 
（竣達ダイカスト（トンカン）有限公司）
KAOCHEN METAL 
(DONGGUAN) CO., LTD. 
（国臣金属（トンカン）有限公司）
KAOCHEN METAL INDUSTRY  
CO., LTD.（國臣金属工業有限公司）

KAOSHUO METAL (DONGGUAN) 
CO., LTD.（国碩金属（トンカン）有限公司）

Knowles
OXIS Energy
PLUSPRINGS GROUP CO., LTD.
SUZHOU MODULE BONDING 
TECHNOLOGY CO., LTD.

WELL ASCENT ELECTRONIC  
(GANZHOU) CO., LTD. 
（佳騰電業（赣州）有限公司）
第11回 クルマの軽量化 技術展

（株）アサカ精機
アプライドデザイン（株）
（株）イーテック
出光興産（株）
ウシオ電機（株）
●NCC次世代複合材研究会
（株）浅野研究所
荒川化学工業（株）
川崎油工（株）
岐阜県産業技術総合センター
Thermo Fisher Scientific
住友化学（株）
日本エマソン（株） ブランソン事業本部
フクビ化学工業（株）
藤森工業（株）
オーアイテック（株）
柿原工業（株）
（株）北川鉄工所
岐阜県
久保金属（株）

コニカミノルタ（株）
サンワトレーディング（株）
（株）ジュンコーポレイション
スコットベーダー・ジャパン（株）
ソリッドワークス・ジャパン（株）
（株）ダイワ
（株）タカギセイコー
（株）チューブフォーミング
東洋ドライルーブ（株）
東洋紡（株）
所沢軽合金（株）
●栃木県
鹿沼光商事（株）
（株）共栄デザイン 
共立精機（株）
共和工業（株）
（株）コスモスウェブ
（株）小藤製作所
（株）TANOI
富士フィルター工業（株）
三福工業（株）
（株）湯原製作所
日型工業（株）
日本省力機械（株）
ネクサス（株）
（株）ノリタケカンパニーリミテド
（株）半谷製作所
冨士端子工業（株）
堀正工業（株）
三ッ和工業（株）
（株）ヤマシナ
ユニオン合成（株）
（株）Luci
ADVANCED INTERNATIONAL 

MULTITECH CO., LTD.(明安国際企業（株）)
第7回 自動車部品＆加工 EXPO
（株）IHI物流産業システム
●愛知県
（株）アサヒメッキ
旭鍍金（株）
（株）アドウェルズ
アネスト岩田（株）
アユミ工業（株）
石井工業（株）
いすゞ エンジン製造北海道（株）
（株）伊東NC工業
（株）イナック
（株）井上鉄工所
●いばらき成長産業振興協議会（茨城県）
茨城スチールセンター（株）
（株）神戸製作所
三和ニードルベアリング（株）
（株）スペースフォトン
（株）ハシバモールド
（株）ハリガイ工業
（株）ベテル
（株）宮本製作所
岩谷産業（株）
宇都宮螺子（株）
エア・ウォーターＮＶ（株）
（株）エイチワン
ATAキャスティングテクノロジー
ジャパン（株）
江崎工業（株）
エステック（株）
（株）エデックリンセイシステム
大阪真空化学（株）
大橋鉄工（株）
●（公財）岡山県産業振興財団
オーティス（株）
（株）ゴフェルテック
大松精機（株）
水島機工（株）
（株）ラピート
（株）小野測器
（株）加藤製作所
（株）カトー
（株）兼松KGK
（株）カネミツ
（株）キャスト
協和工業（株）
極東技研工業（株）
桑原鋳工（株）
●経済産業省
（有）アートスクリュー
アダマンド並木精密宝石（株）
（株）IMUZAK
北川精機（株）
久保田鐵工所
（株）小西金型工学
（株）松徳工業所
（株）タマリ工業
（株）動研
（株）戸田レーシング
日本マテリアル（株）

（株）ハイタック
北陽電機（株）
森鉄工（株）
（株）コイワイ
紅品科技東京（株）
（株）サンウェル
島津産機システムズ（株）
（株）ジュピターコーポレーション
誓和工具（株）
ゼノー・テック（株）
双和化成（株）
（株）タイガーサッシュ製作所
（株）大日工業
タイメック（株）
（株）タイヨーアクリス
（株）橘技研
塚田理研工業（株）
ティエフオー（株）
TBK木村可鍛（株）
デザインパーツ（株）
●東海国立大学機構 岐阜大学
大垣精工（株）
（株）岐阜多田精機
（有）シバ金型
（株）セントラルファインツール
東邦工業（株）
（株）遠山機材
●栃木県企業立地促進協議会
戸畑鉄工（株）
（株）友栄精密
豊橋鍍金工業（株）
（株）名高精工所
ナミテイ（株）
西岡可鍛工業（株）
（株）日進製作所
日本コーティングセンター（株）
日本積層造形（株）
日本プラズマトリート（株）
（株）野口製作所
ハーマン・ウルトラソニック・ジャパン（株）
服部板金工業（有）
パナソニック（株）
パナソニック デバイスSUNX（株）
パルステック工業（株）
●東大阪商工会議所
（株）アオキ
（株）アリック・ティ・シー
（株）カツロン
共栄ダイカスト（株）
クラスターテクノロジー（株）
（株）三晃鍍金工業所
（株）サンコー技研
タチバナテクノス（株）
（株）ユニックス
ヨコタ工業（株）
（株）ファソテック
ブラザーインダストリアルプリンティング（株）
ブラザー工業（株）
ブラザー工業（株）
（株）プロト
ホッティーポリマー（株）
松山技研（株）
真辺工業（株）
（株）丸菱電子
三菱マテリアル（株）
（株）ミナミダ
（株）ミヤタ
山下電気（株）
大和電機工業（株）
（株）ユニティトレーディング
横山興業（株）
（株）吉則螺子製作所
（株）リガク

AEROSPACE SIYUAN AUTOMOTIVE 
MATERIAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) 
CO., LTD.（航天思遠自動車材料技術（上海）（有））

BANGKOK AI-TOA CO., LTD.
（バンコク アイ・トーア）
CHIPS INVESTMENT CASTING INC.
（CHIPS精密鋳造（株））
GFM GmbH
HANGZHOU SEENPIN ROBOT 
TECHNOLOGY CO., LTD. 
（杭州新剣ロボットテクノロジー（株））
JIANGSU JINHU FUEL FEED 
PUMP CO., LTD.

Smeral Brno a.s.
SUZHOU IWATANI METAL PRODUCTS 

CO., LTD.（蘇州岩谷金属製品有限公司）
The Lee Company
ZHONGSHAN IWATANI  
CO., LTD.（中山岩谷有限公司）

ZHONGSHAN KASATANI CO., LTD.
（中山笠谷精密機電有限公司）

第9回 コネクティッド・カー EXPO

出展社・製品一覧
最新の出展社情報はWebへ

▲ ▲ ▲ www.automotiveworld.jp/eguide/

下記の出展社一覧は 会期 約3カ月前（2020年10月12日現在）のものです。 
最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。
なお、開催時には増減する可能性があります。


