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全体開催概要 
1．名 称︓ 粉体⼯業展⼤阪 2019    併設︓未来材料・粉体シミュレーションゾーン 
 
2．テーマ︓ 粉づくり・ものづくり・夢づくり－粉の技術－ 
 
3．会 期︓ 2019 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）~18 ⽇（⾦） 10:00〜17:00 
 
4．会 場︓ インテックス⼤阪（南港) 4・5 号館 
 
5．主 催︓ ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 
 
6．同時開催︓ ⼀般社団法⼈粉体⼯学会 秋期研究発表会 
 （10 ⽉ 15 ⽇（⽕）･16 ⽇（⽔）主催︓粉体⼯学会、於︓センタービル 2F 会議室） 
 テクノプラザ〜⼤学研究者・企業技術者の交流会〜 
 （10 ⽉ 17 ⽇（⽊）於︓センタービル 2F 会議室） 
 
7．同時開催︓ FABEX 関⻄ 2019（業務⽤⾷品・⾷材・機器・容器の総合⾒本市）主催︓⽇本⾷糧新聞社 
    展⽰会 FASE 関⻄ 2019（⾷品⼯場⾃動化・安全機器展）主催︓⽇刊⼯業新聞社 
 
8．後 援︓ 経済産業省近畿経済産業局、農林⽔産省、⽂部科学省、⼤阪府、⼤阪市、 
 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 関⻄センター、⼤阪商⼯会議所、 
 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪産業技術研究所、公益財団法⼈関⻄・⼤阪２１世紀協会、 
 ⼀般財団法⼈⼤阪科学技術センター、⼀般社団法⼈ナノテクノロジービジネス推進協議会、ナノ学会 
 
9．特別協賛︓ ⼀般社団法⼈粉体⼯学会、公益社団法⼈化学⼯学会、⽇刊⼯業新聞社、フジサンケイ ビジネスアイ 
 
10．協 賛︓ 塩ビ⼯業・環境協会、⼤阪科学機器協会、カーボンブラック協会、 
 ⼀般財団法⼈化学研究評価機構、化成品⼯業協会、環境資源⼯学会、 
 ⼀般財団法⼈機械振興協会、合成ゴム⼯業会、⾻材資源⼯学会、 
 ⼀般社団法⼈産業環境管理協会、⼀般社団法⼈⾊材協会、⼀般社団法⼈資源・素材学会、 
 公益社団法⼈新化学技術推進協会、⼀般社団法⼈製剤機械技術学会、製粉協会、 
 ⽯灰⽯鉱業協会、⼀般社団法⼈セメント協会、耐⽕物技術協会、タングステン・モリブデン⼯業会、 
 ⼀般社団法⼈電池⼯業会、⽇本エアロゾル学会、⼀般社団法⼈⽇本化学⼯業協会、 
 ⼀般社団法⼈⽇本機械学会、公益社団法⼈⽇本空気清浄協会、 
 ⼀般社団法⼈⽇本計量機器⼯業連合会、公益社団法⼈⽇本下⽔道協会、 
 ⼀般社団法⼈⽇本砕⽯協会、公益社団法⼈⽇本材料学会、⼀般社団法⼈⽇本産業機械⼯業会、 
 ⼀般社団法⼈⽇本試薬協会、⼀般社団法⼈⽇本⾷品機械⼯業会、⼀般社団法⼈⽇本⾷品⼯学会、 
 公益社団法⼈⽇本⽔道協会、⽇本製薬⼯業協会、⽇本製薬団体連合会、⽇本⽯灰協会、 
 ⽇本⽯鹸洗剤⼯業会、公益社団法⼈⽇本セラミックス協会、⼀般社団法⼈⽇本鉄鋼協会、 
 ⼀般社団法⼈⽇本電気計測器⼯業会、⼀般社団法⼈⽇本塗料⼯業会、 
 ⼀般社団法⼈⽇本乳業協会、⼀般社団法⼈⽇本粘⼟学会、⼀般社団法⼈⽇本農業機械⼯業会、 
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 ⽇本肥料アンモニア協会、⼀般社団法⼈⽇本ファインセラミックス協会、 
 ⽇本プラスチック⼯業連盟、⽇本フレキシブルコンテナ⼯業会、⽇本粉末冶⾦⼯業会、 
 ⼀般社団法⼈⽇本包装機械⼯業会、⽇本無機薬品協会、⽇本薬科機器協会、 
 ネオマテリアル研究会、⼀般社団法⼈表⾯技術協会、⼀般財団法⼈ファインセラミックスセンター、 
 ⼀般社団法⼈粉体粉末冶⾦協会、⼀般社団法⼈レーザプラットフォーム協議会 
 
11．海外協賛︓ ニュルンベルクメッセ、ニュルンベルクメッセ中国 
 
12．⼊場料︓ 1,000 円招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料。 
 学⽣（⾼校⽣以上の⽅）は無料。 
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開催結果概要 

１．出展社数 215 社・団体 （前回実績 203 社・団体) 
 （内 未来材料・粉体シミュレーションゾーン 26 社・団体） 

 内訳 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 会員 109 社 （前回実績 95 社） 
  ⼀  般 99 社 （前回実績 102 社） 
  団  体 7 団体 （前回実績 6 団体） 
  *会員と⼀般の⽐  52︓48 

２．展⽰規模 660 ⼩間 （前回実績 621 ⼩間) 
 （内 未来材料・粉体シミュレーションゾーン 26 ⼩間） 

 内訳 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 会員 488 ⼩間（前回実績 434 ⼩間） 
  ⼀般 135 ⼩間（前回実績 142 ⼩間） 
  主催者関連ブース 37 ⼩間 （前回実績 45 ⼩間） 
  *会員と⼀般の⽐  78︓22 
 
３．登録⼊場者数 

 天気 
粉体⼯業展⼤阪2019 

登録⼊場者数* 
内 同時 

開催展**から 
前回（2017年） 

実績 
内 同時 

開催展**から 

10⽉16⽇
（⽔） 

晴れ 3,328名 438名 3,102名 218名 

10⽉17⽇
（⽊） 

晴れ 3,725名 448名 3,064名 305名 

10⽉18⽇
（⾦） 

晴れ時々

曇り 3,794名 492名 3,810名 215名 

計  10,847名 1,378名 9,976名 738名 

 

*登録⼊場者︓開催期間 3 ⽇間に受付して⼊場した者。 
 
注）上記の発表には、主催関係者、運営事務局関係者、出展関係者は含めておりません。 

また、リピーター（会期中の複数の⽇にわたって来場した⼈）は１名としてカウントしております。 
 
 
**同時開催展 ︓ 1.2 号館で⾏われた FABEX 関⻄ 2019／FASE 関⻄ 2019 の来場者で、 

粉体⼯業展⼤阪 2019 に⼊場した⽅。 
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４．登録来場者分析 （⼊場登録カードおよび事前登録で回答されたデータ) 
 
 【業態分析】 （ ）内は 2017 年実績 

 
 
 【粉体機器・装置ユーザー／商社／官・学の業種分析】 （ ）内は 2017 年実績 

 

粉体機器・装置ユーザー, 
58.8%（56.4％）商社, 18.1%

（18.9％）

官・学, 4.2%
（4.2％）

粉体機器・装置メーカー, 
18.9%（20.5％）

化学・ゴム・プラス
チック・紙・パルプ, 

30.4%
（28.8％）

⾷品・飼料, 14.4%
（18.0％）

機械・電気・電池・エレクトロニクス, 
13.8%（12.9％）

無機材料・セラミックス, 
10.7%（10.1％）

鉄鋼・⾦属・鉱業・セメント, 
8.3%（7.0％）

医薬品・健康⾷品・化粧品, 
7.0%（7.4％）

官公庁・学校・国公
⽴研究機関、他, 
5.1%（5.7％）

⾦融・保険・商社, 
4.9%（5.0％）

環境・エネルギー・リサイクル, 2.8%（2.2％）

エンジニアリング・建設, 
2.7%（2.9％）
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 【粉体機器・装置ユーザー／商社／官・学の職種分析】 （ ）内は 2017 年実績 

 

 
 【粉体機器・装置ユーザー／商社／官・学の役職分析】 （ ）内は 2017 年実績 

 
 
 
 
 
 
 

技術・⽣産, 37.4%
（35.1％）

研究・開発, 23.6%
（23.6％）

営業, 22.2%
（23.1％）

経営・社業全般, 
6.2%（6.2％）

設計, 3.3%
（3.4％）

企画・調査, 2.5%
（2.7％）

その他, 4.9%
（5.9％）

⼀般社員, 37.2%
（36.6％）

係⻑・主任, 19.5%
（19.1％）

課⻑, 15.4%
（15.2％）

部⻑・次⻑, 12.4%
（12.3％）

経営者・役員, 
10.3%（11.0％）

その他, 5.2%
（5.8％）
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 【粉体機器・装置ユーザー／商社／官・学の粉体⼯業展⼤阪への来場回数】 （ ）内は 2017 年実績 

 

 
 
 【粉体機器・装置ユーザー／商社／官・学の地域別分析】 （ ）内は 2017 年実績 
 

 
 
 

 

 

 

初めて, 
52.8%(57.2%)

2回⽬以上, 
47.2%(42.8%)

近畿, 63.8%
（68.2％）

東海, 10.6%
（9.7％）

中国・四国, 9.2%
（8.8％）

関東, 8.7%
（7.8％）

九州・沖縄, 3.7%
（2.8％）

甲信越・北陸, 2.7%
（1.8％）

北海道・東北, 1.3%
（0.9％）
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 【粉体機器・装置ユーザー／商社／官・学の年齢別分析】 

 
 
 
５．海外来場者 
下記の国々からの来場があった。海外来場者は全体来場者の 2.7％。 

韓国 
インドネシア 
シンガポール 
タイ 
台湾 
中国 
ネパール 
フィリピン 
オーストラリア 
アメリカ 
イタリア 
スウェーデン 
ドイツ 
ベルギー 

 
 
 
 
 

〜20歳代, 17.4%
（16.5％）

30歳代, 25.3%
（25.7％）

40歳代, 26.7%
（28.1％）

50歳代, 19.9%
（19.7％）

60歳代, 8.4%
（7.7％）

70歳代〜, 2.3%
（2.2％）
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オープニングセレモニー、開催記念レセプション 

オープニングセレモニー 

⽇ 時 ︓ 10 ⽉ 16 ⽇（⽔） 9:45〜10:00 
会 場 ︓ インテックス⼤阪 4 号館前 
 
式次第︓ 主催者挨拶 
 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会  代表理事会⻑ ⼭⽥ 幸良 
 ご来賓祝辞 9:48〜9:51 
 ⼤阪府 商⼯労働部 中⼩企業⽀援室 ものづくり⽀援課 
  課⻑補佐 岡 正⼈ 様 
 
 テープカット 
 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 代表理事会⻑ ⼭⽥ 幸良 
 ⼤阪府 商⼯労働部 中⼩企業⽀援室 ものづくり⽀援課 
  課⻑補佐 岡 正⼈ 様 
 ⼤阪市経済戦略局 産業振興部 産業振興課⻑代理 井場﨑 昭則 様 
 ⼤阪商⼯会議所 産業部       産業・技術振興担当課⻑ 吉村 保範 様 
 ⼀般社団法⼈粉体⼯学会 会⻑ ⾕本 友秀 様 
 ⼤阪粉体⼯業展委員会  委員⻑ 菅原 ⼀博 
 
演奏︓⼤阪経済⼤学 吹奏楽部 
 
 

開催記念レセプション 

⽇ 時 ︓ 10 ⽉ 16 ⽇（⽔） 17:30〜19:00 
会 場 ︓ ハイアット・リージェンシー⼤阪 3F リージェンシーボールルーム D・E 

 
式次第︓ 主催者挨拶 
 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会  代表理事会⻑ ⼭⽥ 幸良 

 来賓祝辞 
 ⼀般社団法⼈粉体⼯学会 会⻑ ⾕本 友秀 様 

 乾  杯 
 ⼤阪粉体⼯業展委員会 委員⻑ 菅原 ⼀博 

 ⼀般社団法⼈粉体⼯学会 秋期研究発表会 技術セッション 技術賞の表彰式 

 中締め 
 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 副会⻑ 牧野 尚夫 
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併催イベント 

【最新情報フォーラム】 
粒⼦積層技術－原料調製から塗布、コーティングまで－（企画協⼒︓粒⼦積層技術分科会） 
会期︓10 ⽉ 16 ⽇（⽔） 13:00〜15:40 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F CD 会議室 
参加⼈数︓92 名 
 

13:00〜13:40 
「湿式塗布乾燥の基礎と粒⼦積層への課題」 
⼭村 ⽅⼈⽒  九州⼯業⼤学⼤学院 ⼯学研究院 物質⼯学研究系 教授 

13:40〜14:20 
「ドライプロセスによる微粒⼦の直接積層」 
瀬⼾ 章⽂⽒  ⾦沢⼤学 理⼯研究域 フロンティア⼯学系 教授 

14:20〜15:00 
「50μm クラス微粒⼦へのポリマーナノ粒⼦のコーティング ― 医薬品を例として」 
市川 秀喜⽒  神⼾学院⼤学 研究⽀援センター 所⻑／薬学部製剤学研究室 教授 

15:00〜15:40 
「液中の粒⼦凝集構造とスラリーのレオロジー挙動」 
菰⽥ 悦之⽒  神⼾⼤学⼤学院 ⼯学研究科応⽤化学専攻 准教授 

 
【最新情報フォーラム】 
製造業における粉体シミュレーションの活⽤（企画協⼒︓粉体シミュレーション技術利⽤分科会） 
会期︓10 ⽉ 17 ⽇（⽊） 13:00〜15:25 
会場︓インテックス⼤阪 6 号館 2F F 会議室 
参加⼈数︓125 名 
 

13:00〜13:45 
「粉体シミュレーション技術とその未来展望」 
酒井 幹夫⽒  東京⼤学⼤学院 ⼯学系研究科レジリエンス⼯学研究センター 准教授 

13:50〜14:35 
「粉粒体挙動の DEM シミュレーション技術（粉体の流動化挙動から付着・凝集挙動まで）」 
⽥中 敏嗣⽒  ⼤阪⼤学⼤学院 ⼯学研究科 機械⼯学専攻 教授 

14:40〜15:25 
「⽇本製鉄における粉体シミュレーションの活⽤事例」 
三尾 浩⽒  ⽇本製鉄株式会社 技術開発本部 プロセス研究所 主幹研究員 
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【最新情報フォーラム】 
粉体プロセスインライン・オンライン計測技術の最前線 
会期︓10 ⽉ 18 ⽇（⾦） 13:00〜15:40 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F 国際会議ホール 
参加⼈数︓107 名 
 

13:00〜13:40 
「医薬品の連続⽣産における計測技術を活⽤したプロセス制御と管理戦略」 
⼩出 達夫⽒  国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所 薬品部 第 3 室 主任研究官 

13:40〜14:20 
「PAT を応⽤した連続⽣産装置の開発」 
浅井 直親⽒  株式会社ダルトン 執⾏役員 パウダー・システム機器事業部 開発統括部 統括部⻑ 

14:20〜15:00 
「医薬品メーカーにおける連続⽣産による品質管理と今後の展望」 
志⽅ 太⽒  エーザイ株式会社 メディスン開発センター PST 機能ユニット 製剤研究部 主任研究員 

15:00〜15:40 
「連続⽣産に⽤いられるインライン、オンライン計測技術」 
佐藤 ⽂章⽒  スペクトリス株式会社 マルバーン・パナリティカル事業部 

 

【APPIE 産学官連携フェア 2019】（企画協⼒︓産学技術交流推進部⾨） 
会期︓10 ⽉ 17 ⽇（⽊） 9:20〜15:00 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F 国際会議ホール、E 会議室 
シーズ発表︓43 件 
参加⼈数︓172 名 

シーズ発表テーマ⼀覧（敬称略） 

スマート多孔性材料を創れます 京都⼤学 渡邉 哲、宮原 稔 

無機・有機ナノ粒⼦の中空化技術を紹介します︕ 名古屋⼤学 ⼭本 徹也、河合 優介 

構造制御された微粒⼦を液相合成しませんか︖ 広島⼤学 上久保 ⼀希、荻 崇 

安価かつ瞬時にナノ材料を合成しませんか。 広島⼤学 平野 知之、荻 崇 

無機粒⼦は焼かずに作れ!! 株式会社カネカ ⾦井 和章、近藤 光、⼩澤 隆弘、内藤 牧男 

超薄シリカフィラーを活⽤してみませんか︖ ⼤阪府⽴⼤学 岩﨑 智宏 

⾦属基板上に直接酸化物ナノ構造を作れます 京都⼤学 ⻑嶺 信輔 

簡単な操作で⾼機能な材料を作ろう 岡⼭⼤学 ⽶⽥ 美佳 

新しい多孔性粒⼦の魅⼒を伝えます ⼤阪府⽴⼤学 ⼤﨑 修司 
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乾式混合でマイクロカプセルができます。 愛知学院⼤学 安永 峻也、⼭本 浩充、市川 秀喜（神⼾学院⼤学） 

粒⼦や液滴にシリカやポリマーでコーティングできます ⼭形⼤学 ⽊俣 光正 

3D プリンターで錠剤をつくりました。 名古屋市⽴⼤学 ⽥上 ⾠秋、尾関 哲也 

微粉体材料を気流と振動で⾃由にハンドリングできます 九州⼯業⼤学 ⾺渡 佳秀 

超⾳波で粉体をハンドリングしましょう︕ ⽇本⼤学 河府 賢治 

機能性⾷品粉体の開発をお助けします︕︕ ⼤阪薬科⼤学 ⾨⽥ 和紀、 内⼭ 博雅、⼾塚 裕⼀ 

ナノ粒⼦の細胞膜透過性を評価します ⼤阪府⽴⼤学 仲村 英也 

微粒⼦⼯学で、微⽣物現象を制す︕ ⼤阪府⽴⼤学 野村 俊之 

可逆的な微粒⼦凝集技術で粉が沈めない︕ 兵庫県⽴⼤学 佐藤根 ⼤⼠ 

分散剤フリーで疎⽔性粉体の⽔分散を実現︕ (国研)産業技術総合研究所 ⽔野 耕平、⼭本 和弘、飯⽥ 健次郎 

分散剤のオーダーメイド承ります︕ 東京農⼯⼤学 岡⽥ 洋平、神⾕ 秀博 

微粒⼦界⾯構造をトータルコーディネート︕ 横浜国⽴⼤学 飯島 志⾏ 

ドライプロセスでナノ粒⼦を直接薄膜化 ⾦沢⼤学 瀬⼾ 章⽂ 

粒⼦へのセラミックスコーティングを湿式で実現 北⾒⼯業⼤学 ⼤野 智也 

粉の顔がその場で分かります︕ 島根⼤学⼤学院 ⽥中 秀和 

「圧⼒」でスラリーを診断してみませんか︖ 法政⼤学 森 隆昌 

付着性粉体の流動評価で困っていませんか︖ ⼤分⼯業⾼等専⾨学校 尾形 公⼀郎 

粉の流動性評価を安く、簡単に︕ 岡⼭⼤学 三野 泰志 

微⼩粒⼦添加でスラリー流動性を向上︕ 同志社⼤学 吉⽥ 幹⽣、⽩川 善幸 

定容積せん断試験で⾼精度な流動性評価を︕ 株式会社ナノシーズ ⽻多野 重信、島⽥ 泰拓 

粉粒体濃度分布がリアルタイムに可視化計測できます 千葉⼤学⼤学院 唐津 貴志、王 志⿓、趙 桐、 
神澤 将典、武居 昌宏 

今さら鉛蓄電池が変わる︖ 兵庫県⽴⼤学 飯村 健次 

エネルギー利⽤のための⽊質粒⼦の作り⽅を紹介します︕ ⼭形⼤学⼤学院 ⼩⽵ 直哉 

混合粉体から安価に特定成分を回収できます 広島⼤学 深澤 智典 

消⽯灰粉体の粒状化、可視化、延命化を紹介します︕ 室蘭⼯業⼤学 ⼭中 真也、上井 幸司、徳樂 清孝 

電気パルス法でリユース・リサイクリング︕ 早稲⽥⼤学 Soowon LIM、所 千晴 
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粉砕で難処理鉱⽯からの資源が回収できます︕ 早稲⽥⼤学 加藤 達也、所 千晴 

われる、とける、粒⼦の挙動を計算します︕ 東北⼤学 ⽯原 真吾 

湿式ボールミルのメカニズムに基づく装置設計法を紹介します 東北⼤学 久志本 築、⽯原 真吾、加納 純也 

画像解析で得られた多孔体内部の流れをシミュレーションできます︕ 広島⼤学 ⽯神 徹 

熱に関する「あったらいいな」に挑戦︕ 岡⼭⼤学 中曽 浩⼀、三野 泰志、後藤 邦彰 

粉粒体挙動をシミュレーションで予測する ⼤阪⼤学 ⽥中 敏嗣、辻 拓也、鷲野 公彰 

微粉炭燃焼場をシミュレーションします︕ 名城⼤学 武藤 昌也、 
渡邊 裕章（九州⼤学）、⿊瀬 良⼀（京都⼤学） 

粉体シミュレーションの最先端技術を紹介します 東京⼤学 酒井 幹夫 

 

【粉じん爆発情報セミナー】（企画協⼒︓粉じん爆発委員会） 
会期︓10 ⽉ 16 ⽇（⽔） 14:00〜17:00  
会場︓インテックス⼤阪 6 号館 5F ホール G 
参加⼈数︓161 名 
 

14:00〜14:10 
【主催者挨拶、トピックス紹介】 
⼟橋 律⽒  東京⼤学 教授／⽇本粉体⼯業技術協会 粉じん爆発委員会 委員⻑ 

14:10〜15:00 
講演 1【国際規格（IEC）に基づく粉じん防爆危険場所の分類⽅法概説】 
⼭隈 瑞樹⽒ 公益社団法⼈ 産業安全技術協会 常務理事 
 ⽇本粉体⼯業技術協会 粉じん爆発委員会 副委員⻑ 

15:00〜15:10 休憩 

15:10〜16:00 
講演 2【NFPA（⽶国防⽕協会）規格の紹介 〜粉じん爆発関連〜】 
那須 貴司⽒ BS＆B セイフティ・システムズ株式会社 営業部⻑ 
 ⽇本粉体⼯業技術協会 粉じん爆発委員会 委員 

16:00〜16:10 休憩 

16:10〜17:00 
講演 3【先端産業における粉じん爆発危険性と安全対策】 
⼋島 正明⽒ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 労働安全衛⽣総合研究所 
 統括研究員・部⻑代理／⽇本粉体⼯業技術協会 粉じん爆発委員会 委員 
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【第 9 回海外情報セミナー】（企画協⼒︓海外交流委員会） 
会期︓10 ⽉ 17 ⽇（⽊） 13:30〜16:55 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F CD 会議室 
参加⼈数︓82 名 
 

13:30〜13:35 
【主催者挨拶】 
⽥辺 ⼤⼆⽒ 海外交流委員会副委員⻑ 

13:35〜14:15 

【講演 1】 
Continuous manufacturing of oral solid dosage forms in Europe 
（欧州における経⼝固形製剤の連続⽣産）（英語での講演） 
Dr. Martin Bornhöft  Managing Director 
International Association for Pharmaceutical Technology (APV)  

14:15〜14:55 
【講演 2】欧州への企業進出の展開の可能性や問題点などの状況 
福井 崇泰⽒  ⽇本貿易振興機構（JETRO）海外調査部 欧州ロシア CIS 課 課⻑代理 

14:55〜15:10 休憩 

15:10〜15:50 
【講演 3】アメリカにおける粉体⼯業業界 
⽯⼾ 克典⽒  トリプルエーマシン株式会社 代表取締役 

15:50〜16:30 
【講演 4】海外進出（ベトナム）にあたって 
植松 完⼆⽒  ベカメックス IDC 株式会社(BECAMEX IDC CORP.)マーケティング部 副部⻑ 

16:30〜16:50 【質疑応答】 ⽥辺 ⼤⼆⽒（司会） 海外交流委員会副委員⻑ 

16:50〜16:55 【閉会挨拶】 横⼭ 豊和⽒ 海外交流委員会副委員⻑  
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【ナノ粒⼦利⽤技術に関するセミナー】（企画協⼒︓ナノ粒⼦利⽤技術委員会） 
「ナノ粒⼦の合成と利⽤を安全に⾏うための課題と解決の⽷⼝」 
会期︓10 ⽉ 18 ⽇（⾦） 10:00〜12:30 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F 国際会議ホール 
参加⼈数︓105 名 
 

10:00〜10:05 
開会挨拶 
奥⼭ 喜久夫⽒ ナノ粒⼦利⽤技術委員会 委員⻑ 

10:05〜10:25 
ナノ粒⼦の利⽤におけるリスクアセスメントに関する最近の話題 
明星 敏彦⽒ 産業医科⼤学 産業⽣態科学研究所 労働衛⽣⼯学研究室 教授 

10:25〜11:05 
プラズマプロセスによるナノ粒⼦の合成と安全管理 
中村 圭太郎⽒ 株式会社⽇清製粉グループ本社 技術本部 ⽣産技術研究所 
 微粒⼦プロセス研究室 室⻑ 

11:05〜11:45 
液相法によるシリカナノ粒⼦の合成と安全管理 
⽥中 寛之⽒ 扶桑化学⼯業株式会社 電⼦材料事業部  
 電⼦材料本部 商品開発部 部⻑ 

11:45〜12:25 
ナノ材料を取り扱う⽣産現場の汚染評価・環境制御技術 
⾕ 英明⽒ 株式会社⽵中⼯務店 技術研究所 未来空間部 
  精密環境グループ 主任研究員 

12:25〜12:30 
閉会挨拶 
伊ヶ崎 ⽂和⽒ ナノ粒⼦利⽤技術委員会 副委員⻑ 
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【粉体機器ガイダンス 「乾燥」】（企画協⼒︓乾燥分科会） 
会期︓10 ⽉ 17 ⽇（⽊）10:00〜11:50 
会場︓インテックス⼤阪 6 号館 2F F 会議室 
参加⼈数︓161 名 
 

10:00〜11:00 
乾燥技術・機器の基礎と選定のポイント 
⽴元 雄治⽒ 
静岡⼤学⼤学院 総合科学技術研究科 ⼯学専攻化学バイオ⼯学コース 准教授 

参加企業によるプレゼンテーション 

11:00〜11:10 円錐型リボン混合／乾燥装置「リボコーン」の紹介 （株）⼤川原製作所 

11:10〜11:20 新型ディスクアトマイザ「シャーペッジ」 ⼤川原化⼯機（株） 

11:20〜11:30 「パドルドライヤー」と最新乾燥事例の紹介 （株）奈良機械製作所 

11:30〜11:40 ホソカワミクロンの乾燥技術 ホソカワミクロン（株） 

11:40〜11:50 ⽉島機械のスチームチューブドライヤ（STD）紹介 ⽉島機械（株） 

 
 
【粉体機器ガイダンス 「粉砕」】（企画協⼒︓粉砕分科会） 
会期︓10 ⽉ 18 ⽇（⾦）10:00〜12:00 
会場︓インテックス⼤阪 6 号館 2F F 会議室 
参加⼈数︓167 名 
 

10:00〜11:00 初歩から学ぶ粉砕技術ー基礎から応⽤までー 
内藤 牧男⽒  ⼤阪⼤学 接合科学研究所 教授 

参加企業によるプレゼンテーション 

11:00〜11:10 粉砕⽅式の異なる粗砕機のご紹介 槇野産業（株） 

11:10〜11:20 衝撃型分級機内蔵微粉砕機【ACM-F】 ホソカワミクロン（株） 

11:20〜11:30 乾式微粉砕機 ジェットミル （株）セイシン企業 

11:30〜11:40 粒度分布のシャープさを追求した『スーパージェットミル』のご紹介 ⽇清エンジニアリング（株） 

11:40〜11:50 媒体攪拌型乾式粉砕機（乾式ビーズミル） アシザワ・ファインテック（株） 

11:50〜12:00 媒体攪拌型湿式粉砕機 ⽇本コークス⼯業（株） 
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【こなもん ことはじめ 粉体⼯学ガイダンス&名刺交換会】 
会期︓10 ⽉ 16 ⽇（⽔）、17 ⽇（⽊）、18 ⽇（⾦） 10:10〜12:20 
会場︓展⽰会場 4 号館 A ルーム 
参加⼈数︓延べ 258 名 
 

16 ⽇ 
（⽔） 

10:10〜11:20 単位操作の基礎「粉を設計し、造る技術」 
綿野 哲⽒  ⼤阪府⽴⼤学⼤学院 ⼯学研究科物質・化学系専攻 教授 

11:20〜12:20 名刺交換会 

17 ⽇ 
（⽊） 

10:10〜11:20 液中での粒⼦の取扱い基礎「⽔中の粉のややこしさと⾯⽩さ」 
宮原 稔⽒  京都⼤学⼤学院 ⼯学研究科化学⼯学専攻 教授 

11:20〜12:20 名刺交換会 

18 ⽇ 
（⾦） 

10:10〜11:20 粉体の概要と乾燥状態での取扱い基礎「粉ってナニ︖」 
松⼭ 達⽒  創価⼤学 理⼯学部 ⼯学研究科 環境共⽣⼯学専攻 教授 

11:20〜12:20 名刺交換会 

 
 

 
 
 

【粒⼦径計測⼊⾨】（企画協⼒︓規格委員会） 
「粒⼦径計測の原理と粒⼦径分布の表⽰法」 
会期︓10 ⽉ 18 ⽇（⾦） 14:00〜15:30 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F CD 会議室 
参加⼈数︓75 名 

14:00〜15:30 
粒度と粒⼦径／粒⼦径と粒⼦径分布／平均径／分布の表⽰法／粒⼦径計測の諸原理／ 
粒⼦径計測に関する ISO と JIS 
松⼭ 達⽒  創価⼤学 理⼯学部 ⼯学研究科 環境共⽣⼯学専攻 教授 
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技術相談コーナー 
粉体現場でお困りのことや、普段からの疑問などを、お気軽に相談いただける技術相談コーナーを設置。 
相談は無料とし、展⽰会ホームページからの事前予約と各⽇ 11:00 から協会コーナー受付にて当⽇受付を⾏った。 
技術相談コーナーは、3 ⽇間とも 13:30 から 16:40 まで、1 枠 20 分単位。 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F ルーム 2・ルーム３。 
相談件数︓40 件。 
 

16 ⽇（⽔） 

内藤 牧男⽒ ⼤阪⼤学 接合科学研究所 教授 
（専⾨分野︓粒⼦複合化、セラミックスプロセス・評価、電池、粉砕、粉体物性、微粒⼦分散制御、スラリー特性評価） 

福森 義信⽒ 神⼾学院⼤学名誉教授 
（専⾨分野︓薬剤学、製剤学、製剤⼯学、粉体⼯学、粒⼦加⼯（製錠、コーティング）、医⽤ナノテクノロジー、ＤＤＳ） 

17 ⽇（⽊） 

藤 正督⽒ 名古屋⼯業⼤学 先進セラミックス研究センター 教授、合同会社 F-Plan 代表社員 
（専⾨分野︓粉体成形、粉体分散、複合材料、セラミックス） 
吉⽥ 英⼈⽒ 広島⼤学名誉教授 
（専⾨分野︓微粒⼦の分級（乾式及び湿式）、閉回路粉砕〜分級、集じん、焼却炉、粒度測定と検定⽤粒⼦、 

サイクロンや⽔簸による粒⼦分離沈降法による粒⼦径測定） 
18 ⽇（⾦） 

齋藤 ⽂良⽒ 東北⼤学名誉教授 
（専⾨分野︓リサイクル、粉砕、分離、粉砕による機能性粉体⽣成など） 

鈴⽊ 道隆⽒ 兵庫県⽴⼤学 産学連携・研究推進機構 研究企画コーディネータ 特任教授 
（専⾨分野︓粉粒体の充填、粉粒体の流動性、粉体の混合） 

 
 

【⼀般社団法⼈粉体⼯学会 秋期研究発表会】 
会期︓10 ⽉ 15 ⽇（⽕）・16 ⽇（⽔） 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F 国際会議ホール 及び CD 会議室  
 
16 ⽇（⽔）の技術セッション及びシンポジウムは公開。 
16 ⽇（⽔） 12:55~15:24 技術セッション （T-1~T-8） 
 15:30~17:00 シンポジウム 「粉体の静電気現象」 

Effect of Surface Treatment on Triboelectric Charging of Glass Beads 
Mojtaba Ghadiri ⽒ University of Leeds, UK 

種々粉体の摩擦帯電特性と帯電状態の⽐較評価 
上原 利夫⽒ トレック・ジャパン 

電場内の粒⼦帯電に伴う凝集・浮揚・分散機構 
松坂 修⼆⽒ 京都⼤学⼤学院 

ふるい操作による粉体の帯電 
松⼭ 達⽒ 創価⼤学 
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同時開催・併催企画 
1．学⽣ツアー＆交流会（企画︓⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 ⼈材育成委員会) 

会 期︓ 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）9:20〜13:00 
場 所︓ 学⽣ツアー 「粉体⼯業展⼤阪 2019」 会場 
 講演・交流会 インテックス⼤阪 会議室 F 
参加者数︓ 97 名（⼤学関係者・協会関係者、学⽣ 26 名、企業 46 名） 

 
2．テクノプラザ 2019〜⼤学研究者・企業技術者の交流会〜 

（企画︓⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 産学技術交流推進部⾨) 
会期︓10 ⽉ 17 ⽇（⽊）15:30〜18:00 
会場︓インテックス⼤阪 センタービル 2F A・B 会議室 
参加者数︓31 名 

 
3．カタログコーナー 

8 社 10 製品のカタログを展⽰。 
“新製品・新技術”、“ロングセラー製品”に分けて展⽰、紹介を⾏った。 
来場者が⾃由に閲覧し、⼊⼿希望のカタログをその場でお渡しし、出展社に希望者リストを後⽇送付した。 

 
4．製品技術説明会 

4 号館内の A・B ルーム 2 会場で、出展社が 39 テーマの製品技術説明会を⾏った。 
会 期︓ 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）〜18 ⽇（⾦)  
会 場︓ 4 号館 A ルーム・B ルーム 
参加者数 ︓延べ 1,518 名 

  16 ⽇（⽔） 

A ルーム B ルーム 

11:00 
〜 

11:35 

 ⽇清エンジニアリング（株） 
〜粒⼦径制御ならお任せ︕ 数百ミクロンからナノ粒⼦
まで〜 受託加⼯サービスの紹介 

11:45 
〜 

12:20 

ウインクレル（株） 
最新打錠技術︓多層錠／複数ユニットペレットシステム
打錠 

三洋貿易（株） 
標準法や動的・加熱・加圧下の流動性評価機等、粉
体物性評価装置群を紹介 

12:45 
〜 

13:20 

ホソカワミクロン（株） 
ホソカワミクロングループの最新分析・評価技術のご紹介 

（株）ダルトン 
低⽔分で造粒が可能な半乾式造粒機ディスクペレッター
の技術および⽤途のご紹介 

13:30 
〜 

14:05 

アシザワ・ファインテック（株） 
【粒⼦径分布をコントロール︕】乾式ビーズミルの機種選
定と運転条件の設定のしかた 

⼤川原化⼯機（株） 
粒度分布改善で⽣産性アップ︕粒⼦製造の最新技術
「シャーペッジ」ご紹介 

14:15 
〜 

14:50 

槇野産業（株） 
粉砕機の選び⽅ 〜トラブルのないプロセス構築を⽬指
して〜 

スペクトリス（株）マルバーン・パナリティカル事業部 
製造ラインにおけるインライン粒⼦径のリアルタイムモニタリ
ング事例 

15:00 
〜 

15:35 

（株）徳寿⼯作所 
粉粒体の乾燥は弊社にお任せください︕ 

プロメテック・ソフトウェア（株） 
⾮球形機能の紹介 

15:45 
〜 

16:20 

（株）アーステクニカ 
アーステクニカの最新製剤技術について 

東洋ハイテック（株） 
乾式粉砕にてナノ粉砕を実現︕ドイツ NETZSCH 社
（粉砕・分級装置）のご紹介 
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17 ⽇（⽊） 

A ルーム B ルーム 

11:00 
〜 

11:35 

 （株）徳寿⼯作所 
Taylor Vortex を活⽤した連続晶析装置「晶多」〜
均質な微細結晶の創製〜 

11:45 
〜 

12:20 

（株）堀場製作所 
画像法の粒⼦分析最前線。凝集・形状・個数濃度・
分⼦構造。粒⼦分析の新アプローチ 

（株）マウンテック 
画像解析式粒度分布測定ソフトウェア Mac-View 

12:45 
〜 

13:20 

⽇本コークス⼯業（株） 
湿式ビーズミルの新しい使い⽅ 

（株）セイシン企業 
オンライン/インライン測定の⾃動化技術 

13:30 
〜 

14:05 

（株）⼤川原製作所 
乾燥の基本を徹底解説〜よくわかる粉体乾燥講座〜 

ウインクレル（株） 
最新打錠技術︓多層錠／複数ユニットペレットシステ
ム打錠 

14:15 
〜 

14:50 

（株）アーステクニカ 
アーステクニカの最新乾燥技術について 

ツカサ⼯業（株） 
⾷品粉体の安全で衛⽣的な機器設備及び 
省⼒化機器の紹介 

15:00 
〜 

15:35 

DKSH ジャパン（株）テクノロジー事業部⾨ 
Lonza Engine™ジェットミルの最新技術のご紹介 

（株）パウレック 
流動層技術の最新動向〜微粒⼦コーティング技術につ
いてと直接顆粒化技術〜 

15:45 
〜 

16:20 

スペクトリス（株）マルバーン・パナリティカル事業部 
粉体中の「成分」の「分布」を類推する新⼿法の紹介〜
粒⼦画像分析＋ラマン＋ X 線分析 

⽇清エンジニアリング（株） 
超微細領域（サブミクロン〜ナノ）の粒⼦径制御技術
のご紹介 

 
 18 ⽇（⾦） 

A ルーム B ルーム 

11:00 
〜 

11:35 

 （株）奈良機械製作所 
環境・エネルギー分野に貢献する粉体処理技術
の紹介 

11:45 
〜 

12:20 

（株）IDAJ 
⾮球形粒⼦の挙動を⾼速で正確に予測する
「Rocky DEM」で設計を効率化 

マイクロトラック・ベル（株） 
粒⼦径分布・形状・構造解析のシンクロ技術に
より物性評価は次のステージへ 

12:45 
〜 

13:20 

プロメテック・ソフトウェア（株） 
Granuleworks の製品紹介と事例紹介 
 

三洋貿易（株） 
"超⾼分解能”な粒⼦径分布測定装置と最新の濃
厚分散体評価 

13:30 
〜 

14:05 

（株）セイシン企業 
粉体の球状化・複合化技術 

東洋ハイテック（株） 
ホッパーの排出不良を解消する機器のご提案 
 

14:15 
〜 

14:50 

（株）シンコーメタリコン 
夢を叶える魔法の技術『溶射』 
 

ホソカワミクロン（株） 
⾼温仕様流動層ジェットミル AFG-CRS 型と最
新型微粉砕機 ACM-F 型のご紹介 

15:00 
〜 

15:35 

⾚武エンジニアリング（株） 
フレコンバック・紙袋からの粉体抜取り装置の
紹介 

（株）ダルトン 
製造⼯程および製造環境を劇的に改善する粉体
の吸引・液中分散撹拌装置のご紹介 

15:45 
〜 

16:20 

アシザワ・ファインテック（株） 
ビーズ分離能⼒強化型プレミアム湿式ビーズミ
ル「ムゲンフロー®MGF」 

槇野産業（株） 
粉砕機の選び⽅ 〜トラブルのないプロセス構
築を⽬指して〜 
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7．未来材料・粉体シミュレーションゾーン 出展社プレゼンテーション 
5 号館内の特設会場で、未来材料・粉体シミュレーションゾーン出展社が、プレゼンテーションを⾏った。 
会 期︓ 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）〜18 ⽇（⾦)  
会 場︓ 5 号館 特設会場 
参加者数 ︓延べ 368 名 

 

●未来材料ゾーン出展社 

10 ⽇ 17 ⽇（⽊） 

13:10〜
13:25 

（株）アイテック 
透明反射フィルム パルミルのご紹介 

13:30〜
13:45 

⽇清エンジニアリング（株） 
熱プラズマ法（気相合成）を⽤いて製造した様々なナノ粒⼦の紹介 

13:50〜
14:05 

（有）IMP 
粉体の特性評価と粉体操作に関する注意点の解説 

14:10〜
14:25 

（株）NBC メッシュテック 
ふるいの⽬詰まりを解消し、⽣産効率を⾼める「Nafitec®ふるい網」のご紹介 

14:30〜
14:45 

（株）アイシンナノテクノロジーズ 
時間あたり 1.8g の超微量定量供給も可能な「マイクロンフィーダー」のご紹介 

14:50〜
15:05 

⽇清オイリオグループ（株） 
油脂 100％の機能性粉末状油脂「コナファット」のご紹介 

15:10〜
15:25 

東京ダイレック（株） 
〜粉をドライ・ウェット両⾯からの個数濃度測定〜 

15:30〜
15:45 

⽇本電⼦（株） 
微粒⼦供給可能な新型粉末供給装置と⾼周波誘導熱プラズマ技術の紹介 

 

●粉体シミュレーションゾーン出展社 

10 ⽇ 16 ⽇（⽔） 

13:30〜
13:45 

（株）IDAJ 
実形状を使った⾼精度で⾼速な粉体シミュレーションの適⽤で設計を効率化︕  

13:50〜
14:05 

（株）CPFD Lab. 
粒⼦流動ソフト P.D.の最新機能の紹介 

14:10〜
14:25 

（株）ソフトウェアクレイドル 
CFD 視点からの DEM 開発（Discrete Element Method） 

14:30〜
14:45 

（株）ナガオシステム 
3 次元ボールミル(3 次元リアクター)と従来の 2 次元遊星ボールミルの効果⽐較。 

14:50〜
15:05 

（株）SPH 研究所 
SPH 法による粉体撹拌充填圧縮解析 
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10 ⽇ 18 ⽇（⾦） 

13:30〜
13:45 

（株）インサイト 
粉体解析と機械学習の連携についてー粉体パッキングと、解析結果の評価の例 

13:50〜
14:05 

（株）構造計画研究所 
【粉体の落下偏析解析事例公開】粉体シミュレーション「iGRAF(アイグラフ)」のご紹介 

14:10〜
14:25 

ステイシフト（株） 
GPU 対応・汎⽤⾮球形 DEM ソルバー"ROCKY"のご紹介 

14:30〜
14:45 

DEM Solutions Japan/サイバネットシステム（株） 
粉体シミュレーションソフトウェア EDEM の最新機能紹介と活⽤事例 

14:50〜
15:05 

（株）フォトロン 
スーパースロー動画による粉体挙動の可視化 

15:10〜
15:25 

プロメテック・ソフトウェア（株） 
粉体シミュレーション・ソフトウェア「Granuleworks」のご紹介 
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広報宣伝活動 
主催者では、来場者動員のため下記の広報活動を⾏った。 
１．和⽂招待状の配布 

出展社へ 約 175,800 部 
主催者より 約 38,400 部 
*ユーザー誘致のため、主催者より下記の来場対象者に向けて、招待状を送付した。 

 これまでの来場者からセレクト 
 関連ユーザーの⼯場⻑ 
 関連ユーザーの研究所⻑ 
 関連ユーザーの技術・研究開発部⾨／製造・⽣産／購買・資材 担当者 
 関連する研究者（⼤学・研究機関など） 
 関連する教育機関（⼤学・⾼等専⾨学校など） 
 主要ユーザーの所属する団体の会員企業の近畿地⽅ 研究所⻑・⼯場⻑ 
 近畿、中国・四国、中部、九州地⽅の 

商⼯会議所メンバーの関連ユーザー 
⼯業技術センター・⼯業技術研究院 

 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会会員 
 ・新聞・雑誌等 プレス 
 ・協賛団体等の関連団体 

 
２．英⽂招待状の配布 

出展社・主催者より 約 10,000 部 
 主な送付先 前回および東京展への海外来場者 
 国内主要領事館 

 
３．A1 ポスターの配布 約 700 部 
 関連団体や近畿、中国・四国、中部、九州地⽅の⼯業技術センター・⼯業技術研究院へ送付。 
 また、出展企業・⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会の研究機関会員などに送付し、掲⽰を依頼した。 
 
4．Osaka Metro 駅構内へのポスター掲出 
 梅⽥駅、なんば駅、天王寺駅をはじめとする主要駅に会期前 1 週間にわたり、B2 ポスターの掲⽰を⾏った。 
 
5．同時期開催展⽰会との連携 

・同時期に１・2 号館で開催された FABEX 関⻄ 2019（主催︓⽇本⾷糧新聞社）・FASE 関⻄（主催︓⽇刊
⼯業新聞社）と、来場誘致に関して 印刷物、Web サイト、広告等での相互告知を⾏った。 
・同時期に、グランフロント⼤阪 コングレコンベンションセンター（⼤阪駅）で開催されたサーマルテクノロジー2019（⼯
業炉・関連機器展＆シンポジウム、主催︓⼀般社団法⼈⽇本⼯業炉協会）とは、各々の展⽰会場で招待状の配
布を⾏った他、来場促進メールに PR 広告の掲載を⾏った。 
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6．関係媒体への広告掲載 

媒体名 発⾏元 
化学⼯学 化学⼯学会 
化学装置 ⼯業通信 
実⽤産業情報 ニューマチック 
製剤機械技術学会会誌 製剤機械技術学会 
フードケミカル ⾷品化学新聞社 
粉体⼯学会会誌 粉体⼯学会 
粉体技術 ⽇本粉体⼯業技術協会 

化学⼯業⽇報 化学⼯業⽇報社 
⽇刊⼯業新聞 ⽇刊⼯業新聞社 
⽇経産業新聞 ⽇本経済新聞社 

 
7．検索サイトでのリスティング広告 
 「Yahoo︕プロモーション広告 スポンサードサーチ」 「Google (アドワーズ)」の検索サイトにおいて、 
 粉体技術、機器、技術に関するキーワードおよび出展企業名で検索した際に表⽰されるリスティング広告を実施した。 
 掲載期間 ︓ 2019 年９⽉ 1 ⽇〜10 ⽉ 17 ⽇ 
 表⽰回数 ︓ 177,989 回 
 クリック数 ︓ 2,275 回 
 
8．特別協賛・協賛団体への協⼒依頼 
 特別協賛 4 社・団体、および協賛 57 団体に対し、下記のような PR 協⼒を依頼した。 
  ・ホームページ上での「粉体⼯業展⼤阪 2019」 バナー広告の掲載 
  ・機関紙・会報などへの「粉体⼯業展⼤阪 2019」 開催記事掲載 
  ・「粉体⼯業展⼤阪 2019」 ポスターの掲⽰ 
  ・会員への招待状の送付 
 
9．プレスリリースの発⾏ 

また、広報⽀援・プレスリリース配信サービス @Press に委託し、ニュースサイト・新聞・雑誌などのメディア関係者に対し、 
本展⽰会のプレスリリースを配信した。 
配信⽇と配信数および掲載件数 
 8 ⽉ 27 ⽇ 704 配信 49 掲載 
 9 ⽉ 27 ⽇ 705 配信 53 掲載 
 10 ⽉ 9 ⽇ 705 配信 53 掲載 

記事が掲載された媒体 
@nifty ビジネス 
Barclay Global BIZ 
Ba-ter.News 
BIGLOBE ニュース 
bizocean 
Blogpeople 

BREAK TIME NEWS 
Business Times 
Catch Our News 
Culture Post 
DIGINEWS 
Django 

Every Life 
Excelletor 
excite.ニュース 
GOOD LUCK NEWS 
IDENTITY 
Increment Timeline 
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Infoseek ニュース 
Jungle! 
LIVE HOUSE.COM 
Mapion ニュース 
N+NewsRelease 
NC network 
News Create 
NEWSCAST 
RBBTODAY 
REGUTAR 
rentaloffice.bz 
Resemom 
Response 

SankeiBiz 
SANSPO.COM 
SEOTOOLS 
Skylish News 
StartHome 
Tommorow with you 
Trend Times 
WAKUWAKU POST 
You Know News 
zakzak 
いっしょのニュース 
インディー 
クイックオーダー 

コミュニティ・ポスト 
コミュニティ・ポスト 
とれまがニュース 
トレミー 
ニュース・アニマルズ 
ビズハック︕ 
フーーード︕︕︕ 
マチパブ 
国際商業オンライン 
財経新聞 
朝⽇新聞デジタル＆M 
徳島新聞 Web 
⽇刊⼯業新聞 

 
10．インターネットホームページによる案内 －公式サイトアドレス  http://www.appie.or.jp 

⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会のホームページより、展⽰会バナーを掲⽰し、本展の詳細を記したページにリンク
設定をし、開催に関する案内や出展社のみどころなど、ネット上でもさまざまな情報が得られるような案内を⾏った。 
主な掲載内容は下記のとおり 

 開催概要 
 主催者 Information と出展社ニュース 
 出展社⼀覧 
 出展製品検索システム 
 出展製品紹介 
 ユーザー別 TOPICS・新製品情報 
 機種別新製品・主要製品紹介 

YouTube 動画による出展製品紹介 
フロアマップ 
併催イベントプログラム 
同時開催・併催企画のごあんない 
会場へのアクセス 
来場事前登録 

また、インターネット情報には、英語・韓国語・中国語のサイトを設け、海外来場動員も積極的に⾏った。 
 

11．メールニュースの配信 
過去来場者および事前登録申込者に対し、メールニュースを配信し来場を促進した。また、メールニュースには、希望する出展
社の“5 ⾏ PR 広告”を掲載した。あわせて、⽇本粉体⼯業技術協会が発信するメールマガジン “APPIE メルマガ”でも、会期
まで数回にわたり展⽰会情報を掲載した。 
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主催者－⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会コーナー 
１．協会活動案内  

協会の事業⽅針、活動⽅針の紹介。 
協会誌 “粉体技術”の紹介をはじめ、各種資料の配布を⾏った。 
 

2．20 分科会ポスター展⽰  
⽇本粉体⼯業技術協会の 20 分科会が、活動報告・粉体の近未来技術をポスター展⽰。 

粉体ハンドリング分科会／粉砕分科会／分級ふるい分け分科会／乾燥分科会／集じん分科会 
／混合・成形分科会／造粒分科会／計装測定分科会／湿式プロセス分科会／輸送分科会 
／クリーン化分科会／環境エネルギー・流動化分科会／晶析分科会／微粒⼦ナノテクノロジー分科会 
／電池製造技術分科会／リサイクル技術分科会／⾷品粉体技術分科会 
／粒⼦加⼯技術分科会／粉体シミュレーション技術利⽤分科会／粒⼦積層技術分科会 

 
3．標準粉体展⽰コーナー  
⽇本粉体⼯業技術協会で取り扱っている標準粉体（JIS（Z 8901）試験⽤粉体・ダスト、APPIE 標準粉体（⽇本粉体
⼯業技術協会規格）、AC ダスト・検定⽤粒⼦）について、本展で紹介した。 
 
4．協会誌“粉体技術”の紹介 
⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会が編集・発⾏する粉体産業に係わる⽅々のための総合情報誌 “粉体技術”の紹介
を⾏った。 
 
5．来場者に、「粉体技術総覧 2018/2019」を先着で配布した。 
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出展社⼀覧 

社名は、2019 年 10 ⽉ 16 ⽇現在。 *印は 2019 年 10 ⽉ 16 ⽇現在の⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 会員を⽰す。 

（株）アーステクニカ  * 5-G51 

（株）アイシス 4-D02 

アイシン産業（株）  * 5-H51 

（株）Isaac 4-C02 

愛知電機（株）  * 5-J02 

⾚武エンジニアリング（株）  * 4-I01 

（株）アコー  * 4-C07 

アシザワ・ファインテック（株）  * 4-I51 

アマノ（株）  * 5-K57 

アルファーミラージュ（株） 5-G01 

（株）アントンパール・ジャパン  * 5-A53 

（株）⽯垣 4-J57 

伊勢久（株）  * 4-J51 

ヴァーダー・サイエンティフィック（株）  * 4-B03 

ウインクレル（株）／コルシュ  * 4-L52 

（有）ウエスト 5-L58 

（株）エイ・エム・シィ 5-B05 

ATEX 爆発防護（株）  * 4-K05 

（株）SK ブリッジ／フロイント・ターボ（株） * 5-J53 

エステック（株）  * 5-B03 

エムテック化学（株） 5-M51 

⼤川原化⼯機（株）  * 4-K51 

（株）⼤川原製作所  * 4-E51 

⼤塚電⼦（株）  * 4-I53 

オーメータテクノ 4-D54 

（株）化学⼯業⽇報社 5-L57 

（株）カナック 5-J57 

鎌⻑製衡（株） 5-B02 

（株）カワタ  * 4-D05 

（株）環境衛⽣研究所  * 5-K56 

（株）菊⽔製作所  * 5-F51 

協和ステンレス（株）  * 4-C03 

（株）⾦星 5-J54 

倉敷紡績（株） 5-B01 

（株）クリーンバルブ⼯業 4-J01 

（株）グリーンプラス 4-C06 

（株）栗本鐵⼯所／⼋洲化⼯機（株）  * 5-I01 

グローバルマテリアルズエンジニアリング（株）  * 4-H52 

（株）⼯業通信  * 5-J03 

（株）興和⼯業所  * 5-B52 

（株）コーレンス 4-F52 

児⽟帆布⼯業（株）  * 5-L52 

佐⽵化学機械⼯業（株）  * 5-E01 

サマック（株）  * 4-A01 

（株）サンコウ電⼦研究所 4-L03 

三庄インダストリー（株）  * 4-E52 

三洋貿易（株）  * 5-L51 

三⽴機器（株） 4-D04 

（株）GF（旧社名︓藤崎電機）  * 4-B51 

ジェイピーネクスト（株）  * 5-H53 

（株）静岡プラント／（株）兼蔵  * 5-H52 

（株）品川⼯業所  * 5-J01 

（株）島津製作所  * 5-I51 

（株）島津テクノリサーチ 5-I52 

ジャスコインタナショナル（株） 4-D55 

ジャパンマシナリー（株）  * 5-D53 

ジューザパウダーパック（株） 4-C52 

シルバーソン ニッポン（株） 
／（株）テクノサポート 

5-K54 

（株）シンキー 4-I52 

（株）シンコーメタリコン  * 5-D04 

シンフォニアテクノロジー（株）  * 5-I02 

菅原精機（株）  * 4-F51 

（株）スギノマシン  * 4-I56 

杉⼭重⼯（株）  * 5-H01 

スターライト⼯業（株） 5-L54 

スペクトリス（株）マルバーン・パナリティカル事業部* 5-J51 

住友重機械ファインテック（株）  * 4-J04 
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⻄華デジタルイメージ（株） 4-L01 

（株）セイシン企業  * 5-B51 

（株）⻄部技研  * 4-K53 

（株）セイロアジアネット 5-D02 
ダイカテック（株） 
／ダイカ（株） 

5-A01 

⼤平洋機⼯（株）  * 4-A51 

⼤有（株） 5-D03 

太洋マシナリー（株） 4-B01 

タイヨーインタナショナル（株） 4-C01 

⾼砂⼯業（株）  * 4-L04 

（株）タテックス 5-K02 

（株）タナベ  * 5-G02 

（株）ダルトン  * 5-D51 

中⼯精機（株）  * 5-G52 

ツカサ⼯業（株）  * 4-H01 

⽉島機械（株）／⽉島マシンセールス（株）* 5-C51 
（株）椿本バルクシステム 
／椿本メイフラン（株）  * 

4-H51 

DKSH ジャパン（株）テクノロジー事業部⾨ 
／ヒールッシャー社 

4-I55 

DKSH ジャパン（株）テクノロジー事業部⾨ 
／ロンザ社 

5-J55 

帝⼈フロンティア（株） 4-C55 

東英産業（株） 4-C53 

東京アトマイザー製造（株）  * 4-E53 
東京スクリーン（株）              * 
／筒井理化学器械（株） 
／（株）セムテックエンジニアリング 
／英弘精機（株） 

4-K02 

東拓⼯業（株） 4-J53 

東洋スクリーン⼯業（株）  * 4-B53 

東洋ハイテック（株）  * 4-G51 

東洋ハイテック（株）リユース事業部  * 4-F55 

東和制電⼯業（株）  * 4-J55 

（株）徳寿⼯作所  * 4-J02 

（有）トムデータ 
／⽇本測器（株） 

5-K55 

中井機械⼯業（株） 5-A52 

（株）永瀬スクリーン印刷研究所 4-C05 

（株）奈良機械製作所  * 4-F01 

（株）⻄村機械製作所  * 4-E54 

⽇華化成（有） 4-C54 

⽇刊⼯業新聞社  * 4-A52 
⽇清エンジニアリング（株）  * 
／（株）NBC メッシュテック 

5-C03 

⽇新化成（株） 5-J05 

⽇東⾦属⼯業（株） 5-C53 

ニップンエンジニアリング（株）  * 4-E01 

⽇本ヴァリティー 4-J56 

⽇本エアロゾル学会 主催者コーナー内 

⽇本エリーズマグネチックス（株）  * 5-C54 

⽇本興産（株）  * 4-K54 

⽇本コークス⼯業（株）  * 4-L51 

（⼀社）⽇本⾷品機械⼯業会 5-M53 

⽇本ニューマチック⼯業（株）  * 5-D52 

⽇本フェンオール（株）  * 5-E03 

⽇本ブッシュ（株） 4-C57 

⽇本マグネティックス（株）  * 4-D51 

（株）⽇本レーザー  * 5-J56 

（株）ニューマチック 5-L55 

（株）布引製作所 5-C04 

（株）ノリタケカンパニーリミテド  * 4-F03 
（株）パウダーシステムズ 
／（株）写真化学 

4-K52 

（株）パウレック  * 5-E02 

ハカルプラス（株）  * 4-E02 

林電化⼯業（株）  * 4-J52 

BS&B セイフティ・システムズ（株）  * 4-I54 

（株）不⼆ WPC 4-B52 

不双産業（株） 
／友和産業（株） 

4-L53 

（株）プリス  * 5-A51 

フリッチュ・ジャパン（株） 5-J04 

フロイント・ターボ（株）  * 4-G01 

（株）粉研パウテックス  * 5-C01 

（⼀社）粉体⼯学会 主催者コーナー内 

ベックマン・コールター（株）  * 4-F02 
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ホソカワミクロン（株）  * 5-G03 

（株）堀場製作所  * 5-M01 

マイクロトラック・ベル（株）  * 4-B04 

(株)マウンテック  * 4-C04 

（株）前川⼯業所  * 5-C52 

槇野産業（株）  * 
／（株）翔和 

4-C51 

（株）マグネテックジャパン 5-K52 

増幸産業（株） 5-A02 

（株）マツシマ メジャテック  * 4-F54 

（株）マツボー  * 4-G01 

真鍋⼯業（株）  * 5-F52 

丸祥電器（株） 5-C02 

丸⽂（株） 5-L53 

三菱ロジスネクスト（株） 4-J54 

三星⼯業（株） 4-L02 

宮﨑鉄⼯（株） 4-D01 

（株）ムラコシ 5-K53 

（株）メイワ 4-K03 

（株）ヤナギヤ 4-C56 

⼭崎⾦属産業（株） 4-D52 

（株）ヤマダコーポレーション 4-K04 

ユーグロップ（株）  * 5-D05 

ユーシー・ジャパン（株）  * 4-K01 

（株）ユニックス  * 4-J03 

（株）ユニバック 4-B02 

吉⽥機械興業（株） 5-D01 

（株）レイケン 4-D03 

REMBE GmbH 5-K51 

（株）ワイ・エム・エス 5-K01 

広東鑫信⼯業有限会社―⾦型·機械事業部 5-J52 

POWTECH World 5-M52 

Qingdao Xiguanya Mining Industry Co.Ltd 5-B04 

SHE HUI MACHINERY CO.,LTD. 4-F53 

苏州博涛机电设备有限公司 5-I53 
UBM Canon LLC 
／AAAmachine Japan, Inc. 

5-L56 

未来材料ゾーン   
（有）IMP 
／（株）ビオスタ 

Z-20 

（株）アイシンナノテクノロジーズ  * Z-06 

（株）アイテック  * Z-13 

エフ・アイ・ティー・パシフィック（株） Z-14 

（株）常光 Z-02 

ディ・エス・シィ（株） Z-19 

東京ダイレック（株）  * Z-12 
⽇清エンジニアリング（株）  * 
／（株）NBC メッシュテック 

Z-01 

⽇清オイリオグループ（株） Z-03 

⽇本電⼦（株） Z-05 

（株）フジミインコーポレーテッド Z-04 

  

粉体シミュレーションゾーン   

（株）IDAJ  * Z-18 

（株）インサイト  * Z-08 

（株）SPH 研究所 Z-11 

（株）構造計画研究所  * Z-23 

（株）CPFD Lab.  * Z-21 

ステイシフト（株）  * Z-10 

（株）ソフトウェアクレイドル  * Z-16 
DEM Solutions Japan  * 
／サイバネットシステム（株） 

Z-15 

トーワ電機（株） Z-09 

（株）ナガオシステム Z-17 

（株）フォトロン  * Z-07 

プロメテック・ソフトウェア（株）  * Z-22 
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会場図 
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⼤阪粉体⼯業展委員会名簿 
役職 ⽒名 会社名 所属・役職 

委員⻑ 菅原 ⼀博 菅原精機株式会社 代表取締役会⻑ 

副委員⻑ 
／会場運営主査 ⾼倉 正紀 株式会社栗本鐵⼯所 機械システム事業部 機能材プロセスユニット 

兼 資源エネルギーユニット 副ユニット⻑ 
副委員⻑ 
／出展促進主査 花川 忠⼰ ホソカワミクロン株式会社 執⾏役員 企画管理本部 副本部⻑ 

副委員⻑ 三宅 康雄 ハカルプラス株式会社 代表取締役社⻑ 

会計監査 
／出展促進委員 海⽼原 裕之 ⽇清エンジニアリング株式会社 営業部 ⼤阪営業所⻑ 

会場運営副主査 浅野 誠 東洋ハイテック株式会社 ⼤阪営業部 第四グループ リーダー 

出展促進委員 阿⾷ 英⼆郎 株式会社⼤川原製作所 常務取締役 

広報委員 今仁 惠清 株式会社セイシン企業 ⼤阪⽀店 ⽀店⻑ 

出展促進副主査 原 喜宣 株式会社ダルトン パウダー・システム機器事業部 
事業推進統括部 統括部⻑ 

併催⾏事委員 
／学会担当委員 ⾨⽥ 和紀 ⼤阪薬科⼤学 製剤設計学研究室 准教授 

出展促進委員 川⼝ 敏和 フロイント・ターボ株式会社 ⼤阪営業所 課⻑ 

併催⾏事主査 
／学会担当委員 後藤 邦彰 岡⼭⼤学⼤学院 ⾃然科学研究科 応⽤化学専攻 教授 

会場運営副主査 榊原 資浩 ツカサ⼯業株式会社 執⾏役員 営技部 副部⻑ 

広報委員 ⾼⽥ 誠 株式会社椿本バルクシステム 営業技術本部 本部⻑ 

出展促進委員 増島 ⾼昭 ⾚武エンジニアリング株式会社 本社営業部 部⻑ 

広報主査 増⽥ 泰久 株式会社⽇刊⼯業新聞社  ⼤阪⽀社 業務局企画部 部⻑ 

広報委員 松尾 安朗 株式会社マツボー ⻄⽇本⽀社 ⼤阪⼀部 次⻑ 

併催⾏事委員 
／学会担当委員 宮原 稔 京都⼤学⼤学院 ⼯学研究科 化学⼯学専攻 教授 

東京粉⼯展委員⻑ 
／出展促進委員 村⽥ 博 ⽇清エンジニアリング株式会社 取締役社⻑ 

広報委員 ⼭本 努 三庄インダストリー株式会社 代表取締役社⻑ 

併催⾏事委員 
／学会担当委員 ⼭本 浩充 愛知学院⼤学 薬学部 製剤学講座 教授 

副会⻑ 
（展⽰会担当） 細川 悦男 ホソカワミクロン株式会社 代表取締役会⻑兼社⻑ 
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会場運営委員・ワーキンググループ委員 

会場運営主査 ⾼倉 正紀 株式会社栗本鐵⼯所 機械システム事業部 機能材プロセスユニット 
兼 資源エネルギーユニット 副ユニット⻑ 

会場運営副主査 浅野 誠 東洋ハイテック株式会社 ⼤阪営業部 第四グループ リーダー 

会場運営副主査 榊原 資浩 ツカサ⼯業株式会社 執⾏役員 営技部 副部⻑ 

会場運営 
ワーキンググループ委員 渡邉 亮太 ⾚武エンジニアリング株式会社 営業部 

会場運営 
ワーキンググループ委員 松本 正⾂ 株式会社⼤川原製作所 ⼤阪営業部 ⼤阪営業課係⻑ 

会場運営 
ワーキンググループ委員 寺⻄ 学 株式会社栗本鐵⼯所 機械システム事業部 産機システムユニット 産機営業本部 

営業１部 ⻄⽇本営業課課⻑代理 
会場運営 
ワーキンググループ委員 松本 昭宏 菅原精機株式会社 営業部取締役 部⻑ 

会場運営 
ワーキンググループ委員 藤井 秀博 株式会社セイシン企業 ⼤阪機器営業課課⻑ 

会場運営 
ワーキンググループ委員 ⼩⼭ 健 株式会社ダルトン パウダー・システム機器事業部 粉体機械営業統括部  

⻄⽇本営業部課⻑ 
会場運営 
ワーキンググループ委員 ⾼⽥ 誠 株式会社椿本バルクシステム 営業技術本部本部⻑ 

会場運営 
ワーキンググループ委員 友成 康⼆ 東洋ハイテック株式会社 ⼤阪営業部 第３グループ 

会場運営 
ワーキンググループ委員 ⼿島 尚紀 ⽇清エンジニアリング株式会社 粉体事業部 機器販売センター 

会場運営 
ワーキンググループ委員 三宅 康太 ハカルプラス株式会社 取締役 

会場運営 
ワーキンググループ委員 川⼝ 敏和 フロイント・ターボ株式会社 ⼤阪営業所課⻑ 

会場運営 
ワーキンググループ委員 ⼤⽉ 壮和 ホソカワミクロン株式会社 総務本部 総務⼈事部 総務課 

会場運営 
ワーキンググループ委員 松尾 安朗 株式会社マツボー ⼤阪営業部 第 1 グループ次⻑ 
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次回開催予定 

 

粉体⼯業展⼤阪 2021 
POWTEX OSAKA 2021 

 

 

会期  :  2021 年 10 ⽉ 13 ⽇（⽔）〜15 ⽇（⾦） 

会場  :  インテックス⼤阪（南港） 

主催  :  ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 

 

 

 

 

 

 

 

●問い合わせ先 : ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 
http://www.appie.or.jp 

Tel. 075-354-3581   Fax. 075-352-8530 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■主催者 
 ⼀般社団法⼈⽇本粉体⼯業技術協会 
 〒600-8176 京都市下京区烏丸通六条上ル北町 181（第 5 キョートビル 7 階） 
 Tel. 075-354-3581  Fax. 075-352-8530 
 

 ■展⽰会事務局 
 株式会社シー・エヌ・ティ 
 〒101-0041 東京都千代⽥区神⽥須⽥町 1-24-3（FORECAST 神⽥須⽥町 4 階） 
 Tel. 03-5297-8855  Fax. 03-5294-0909  info2019@powtex.com 
 




