
“第９回総合紹介展-東海から世界へ！前進を支える紹介展”のご案内 

主催 （一社）日本ゴム協会 東海支部  

新製品・新技術の紹介講演会および展示会を下記の通り開催致します。 

各社の自信作の揃った出展内容となっておりますので、多数のご参加をお待ちしております。 

記 

日 時  ２０１７年２月２８日(火) ９:３０～１８:００ 

場 所  名古屋国際会議場 2 号館   

名古屋市熱田区熱田西町１－１  電話 052-683-7711 

           http://www.nagoya-congress-center.jp/ 

 

 

   今回の総合紹介展は、紹介講演会（ミニ講演会含む）、展示・説明会で開催いたします。 

     紹介講演会は、２F（２２２,２２３室）で開催いたします。 

展示会（ミニ講演会）は、１F(２１１,２１２室)で開催いたします 

Ⅰ．紹介講演会（ミニ講演会含む） （９：３０～１８：００） 

合計１８社から新製品・新技術の紹介講演をしていただきます。  

講演テーマ、 発表者 は変更する場合があります 

内訳 会社名 講師 講演タイトル

9:30 ～ 9:35 支部長挨拶 東海支部支部長 平井 洋一 開会の挨拶

1 9:35 ～ 9:55 紹介講演① アイ・テイ-・エス・ジャパン株式会社 池永 　仁　氏
加硫試験から動的試験まで、Ｍontech社Ｄ-ＰRA3000及びGABO社高荷
重動的粘弾性装置EPLEXORのご紹介

2 10:00 ～ 10:20 紹介講演② 株式会社 東ソー分析センター 高取　永一　氏
リサイクルプラスチック・セルロース－低炭素社会を創る材料の分析に
ついて

3 10:30 ～ 10:45 ＪＳＲ株式会社 溥井　涼二　氏 耐油性TPVのご紹介

4 10:50 ～ 11:05 株式会社 島津製作所 萩原　大輔　氏 電磁式疲労耐久試験機EMTシリーズ、MMTシリーズのご紹介

5 11:15 ～ 11:35 紹介講演③ 山東道恩高分子材料股份有限公司 田　洪池　氏 自動車用途向けTPVのご紹介

6 11:40 ～ 12:00 紹介講演④ 日本システム開発株式会社 柳沼　有希　氏
配合設計支援システム「MDSS」の最新版のご紹介
～化学物質管理機能搭載・Excelライクな操作性～

＜昼食休憩＞

7 13:00 ～ 13:20 紹介講演⑤ 株式会社 加藤事務所 加藤   進一　氏 サウジアラビアSABIC製EPDMのご紹介

8 13:25 ～ 13:45 紹介講演⑥ レオ・ラボ株式会社 堀田　栄一郎  氏 Ｍetravib動的粘弾性測定装置とXplore社卓上混練機のご紹介

9 13:50 ～ 14:10 紹介講演⑦ 株式会社 ジェイク
オリンパス㈱ 土井　氏

㈱ジェイク 伊藤　氏
バルブ及び減速機等の内視鏡スコープによる点検について

10 14:20 ～ 14:35 日本ゼオン株式会社 召田　郁哉  氏 特殊架橋ZETPOLのご紹介

11 14:40 ～ 14:55 株式会社 日本製鋼所 木村　嘉隆　氏 二軸押出機ＴＥＸを使用した脱水・脱揮技術について

12 15:05 ～ 15:25 紹介講演⑧ 日本曹達株式会社 橋本　裕輝　氏 1,2ポリブタジエンゴムのご紹介

13 15:30 ～ 15:50 紹介講演⑨ 株式会社  東洋精機製作所 三浦　康洋　氏
ロータスレオメータのオプション機能を中心としたゴム関連試験機を総合
的にご紹介

14 15:55 ～ 16:15 紹介講演⑩ ダウ・ケミカル日本株式会社 服部　勲　氏 次世代型分子触媒によるＥＰＤＭの開発について

15 16:20 ～ 16:40 紹介講演⑪ GTRテック株式会社 辻井　弘次　氏 GC-SHED法を用いたチューブ、ホースの新燃料IE10とCE10の透過度比較

16 16:45 ～ 17:05 紹介講演⑫ 株式会社 平泉洋行 服部　佑二　氏 ２色成型及び難接着用との熱可塑性エラストマーのご紹介

17 17:10 ～ 17:30 紹介講演⑬ エムアンドケー株式会社 荒木　貴光　氏 バージョンアップしたフィラー分散測定装置のご紹介

18 17:35 ～ 17:55 紹介講演⑭ 三井化学株式会社 坂井　達弥　氏 新規合成ゴムのご紹介

17:55 ～ 18:00 副支部長挨拶 東海支部副支部長 今井 英幸 閉会の挨拶

開催時刻

展示場にて
ミニ講演

展示場にて
ミニ講演

 

服部　祐治



 

Ⅱ．展示会 （１０：００～１６：００） 

 合計２５社から新製品・新技術の展示と説明会をしていただきます。 

 出展企業、展示品概要は変更する場合があります。 

　　　展　示　会　の　ご　案　内 （於 ： 2号館　1階211＆212室　　　10:00　～　16：00　）

出 展 会 社 名(順不同） 　　　　　展　　示　　物　　概　　要

Metravib動的粘弾性測定装置、Xplore社卓上混練機
パネルとカタログ、アプリケーションを展示にてご紹介

特殊架橋ZETPOL及び各種ゴムの最新品情報を資料、カタログ他にてご紹介

フィラー分散装置、デイスパージョンチェッカーDCF-50A、専用スライサのご紹介

1

振動精密診断事例、トライボロジーによる診断事例、内視鏡カメラによる診断事例
レーザーアライメント装置による芯ぶれ補正事例のご紹介

12 日油株式会社

13 株式会社　 東ソー分析センター

8 日本システム開発株式会社

11

燃料用樹脂チューブ・バルブ・パッキン・タンク等のバリア性評価装置について、パネル
展示にてご紹介

株式会社 島津製作所
電磁力式微小試験機マイクロサーボ MMTシリーズ（実機展示）、
フーリエ変換赤外分光光度計（パネル展示）のご紹介

日本ゼオン株式会社

三井EPT、ミラストマー、アブソートマー最新品揃え情報のご紹介

ＪＳＲ株式会社

ムーニー粘度試験機、加硫試験機等の最新機種の写真展示及びカタログ配布

JSR機能性エラストマーのご紹介

配合設計支援システム最新版について、「化学物質管理機能」「Excelライクな操作性」
の機能をデモにてご紹介

GＴＲテック株式会社

2

レオ・ラボ株式会社

3 エムアンドケー株式会社

三井化学株式会社

熱可塑性エラストマー各種品のご紹介

株式会社 東洋精機製作所

耐擦傷性改良剤「ノフアロイＫＡシリーズ」、耐熱性・耐油性・シール性に優れる熱可塑
性エラストマー「ノフアロイＴＺシリーズ」のご紹介

株式会社 日本製鋼所

18

10

ロータスレオメータのオプション機能を中心としたゴム関連試験機をパネルにてご紹介

15 日本曹達のポリブタジエン各種品・開発品、および、アプリケーション・使用例のご紹介

ＪＸエネルギー株式会社

ロールスクリーン、カタログ、パソコンによる動画にて、二軸押出機TEX他をご紹介

アイ・テイー・エス・ジャパン株式会社

アルケマ材（柔軟なPPA、RilsanHT）などのサンプル-チューブ、プレート、ダンベルなど
アルケマ材を用いた自動車部品-水系冷却管（Daimler社採用事例）
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　-エアダクト（Volvo社採用事例）　　　　　　のご紹介

新開発熱可塑性エラストマーＥＮＥＯＳラバー”ジェラテイックＴＭ”について
展示パネルと展示物にてご紹介

アルケマ株式会社

4

7

5

9

株式会社　ジェイク

テックプロジャパン インク

6

株式会社 シンキー 自転・公転方式 撹拌・脱泡ミキサー「あわとり練太郎」、ナノ粉砕機、ナノ分散機をご紹介

17

日本曹達株式会社

低炭素社会に貢献するリサイクルプラスチック、セルロースの分子量、重合度分布を中
心とした分析事例のご紹介

三菱化学株式会社

16

19

14

会員募集、刊行書籍のご紹介、東海支部２０１７年度行事のご紹介

24

25

軽量化フィラー「エアポリックEY－01」、ADCA用発泡助剤「パミスマーPE-02S」のご紹介

Montecｈ社D-RPA3000、NETZCH CABO社 EPLEXORをパネルにてご紹介

21

白石工業株式会社 

LED封止材・レンズ用高透明シリコーンLUMISILシリーズ、自己接着タイプ熱硬化型液
状シリコーンエラストマー、耐熱性シリコーンエラストマーERASTOSIL R756シリーズの
ご紹介

22

株式会社 平泉洋行
Ｗａｌｌａｃｅ社：ＩＲＨＤマクロゴム硬さ計、自動高速可塑度計、ＳＩＧＭＡＳＯＦＴ：SIGMASOFT、Ｇ
ｏｌｄｌｕｃｋｅ社：PORESCAN（スポンジゴム用セル構造解析システム）
のご紹介

株式会社 加藤事務所
サウジアラビアSABIC製ＥＰＤＭについて展示用ポスター、ゴムサンプルにてご紹介
その他、天然ゴムサンプル、加硫促進剤ペレットサンプルを展示

23

ゴム・熱可塑性樹脂用離型剤キュアコート（溶剤希釈タイプ）、ラッシュコート（水溶性タ
イプ）のご紹介。お客様のご要望、ご相談受付コーナーをご用意。

20

中京化成工業株式会社

旭化成ワッカーシリコーン株式会社

26 (一社)日本ゴム協会  

  ※ 講演会・展示会への聴講・ご入場について 

    講演聴講・展示会入場共に 正会員、賛助会員、学生、その他一般の方、全て無料です。 

    なお、会場にて、講演テーマの要旨、展示概要をまとめた冊子をお配り致しますが、2 月 21 日

までにメール・FAX 等で下記の東海支部 事務局宛にお申し込みいただいた方は、優先登 

    録させていただきます。 

また、講演会場は定員の関係上、入場を制限することがございます。予めご了解ください。 

 

 

申込先  一般社団法人 日本ゴム協会東海支部 

〒466-0858 名古屋市昭和区折戸町 4-1 

TEL 052-880-7389  FAX 052-761-0520 

Ｅ-mail: srij-tokai@sf.commufa.jp 

 



 

--------- き  り  と  り  線 -------- 

 

【第９回総合紹介講演会 参加申込書】               

申込み者氏

名 

  

会社名  部署名  

住所 〒  

電話番号  Fax  

E-Mail  

 

複数名のご参加の場合は下表にご記入ください 

No 参加者氏名 部署名 電話番号 Fax 

１     

２     

３     

４     

５     

 

 

 


