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プラントショー OSAKA 2022　協賛

一般財団法人新エネルギー財団

一般財団法人省エネルギーセンター

一般社団法人電子情報技術産業協会

一般社団法人日本冷凍空調工業会

一般社団法人日本食品機械工業会

一般社団法人日本塗料工業会

一般社団法人日本機械学会

一般社団法人日本産業機械工業会

一般社団法人日本自動車部品工業会

一般社団法人日本電気計測器工業会

一般社団法人日本粉体工業技術協会

一般財団法人ファインセラミックスセンター

日本化学繊維協会

公益財団法人地球環境産業技術研究機構

石油連盟

石油化学工業協会

一般社団法人近畿化学協会

一般社団法人産業環境管理協会

公益社団法人高分子学会

公益社団法人石油学会

一般社団法人日本電子回路工業会

公益社団法人日本生物工学会

一般社団法人日本エネルギー学会

一般社団法人アルコール協会

一般社団法人日本鉄鋼協会

公益社団法人日本金属学会

公益社団法人日本化学会

一般社団法人プラスチック循環利用協会

日本石鹸洗剤工業会

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

一般社団法人日本ファインセラミックス協会

一般社団法人日本バルブ工業会

一般社団法人日本膜学会

特定非営利活動法人安全工学会

公益社団法人日本材料学会

一般社団法人強化プラスチック協会

（順不同）

プラントショー OSAKA 2022　特別協賛

一般社団法人日本ガス協会

公益社団法人日本水道協会

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技
術総合開発機構

公益社団法人日本下水道協会

一般財団法人化学研究評価機構

国立研究開発法人産業技術総合研究所

一般財団法人エンジニアリング協会

公益社団法人新化学技術推進協会

一般社団法人日本化学工業協会

関西化学工業協会

（順不同）

プラントショー OSAKA 2022 特別講演会
会  場  インテックス大阪５号館内特別講演会会場　　　 定  員  150名　　　 参加料  無料

参加方法  当日会場で先着順受付（展示会の来場事前登録を行い、当日は時間に余裕を持ってご来場ください）※各講演　完全入れ替え制
時　　間 講 演 テ ー マ 講 演 者 （ 敬 称 略 ）

12
月
７
日（
水
）

10：30 ～11：10 【基調講演】
関西経済の未来に向けて　～GXやDXなど最新の政策動向～ 経済産業省　近畿経済産業局長 伊吹 英明

11：30 ～12：10 住友化学におけるスマートファクトリーの取組み 住友化学㈱　生産技術部 担当部長 平石 康晃

13：30 ～14：10 冷熱を活用する大気中二酸化炭素直接回収プロセスの研究開発 名古屋大学　未来社会創造機構 教授 則永 行庸

14：40 ～15：20 脱炭素社会の実現に貢献する排水処理の新技術 栗田工業㈱　イノベーション本部 IC部門
IC開発グループ 開発チーム 研究主幹 小松 和也

15：50 ～16：30 グリーントランスフォーメーションに貢献するバイオプラスチック 三菱ケミカル㈱　グリーントランスフォーメーション推進本部
政策渉外部 部長付 佐野 浩

12
月
８
日（
木
）

10：30 ～11：10 ダイセル式生産方式が進化
～自律型生産システムによる自ら考える工場づくり～

㈱ダイセル
社長室長 兼 モノづくり革新センター長 　三好 史浩

11：30 ～12：10 AI活用による運転効率化・
トラブル予知を俯瞰したプラント操業全体最適化支援

千代田化工建設㈱　フロンティアビジネス本部 デジタルプロダクト部
先端デジタル技術開発セクション セクションリーダー 古市 和也

13：30 ～14：10 IHIのカーボンニュートラルに対する取り組み
～アンモニア，CCU，Power to X～ 

㈱IHI　戦略技術統括本部
戦略技術プロジェクト部 主幹 須田 俊之

14：40 ～15：20 マイクロミキサーを利用した連続乳化プロセス 花王㈱　加工・プロセス開発研究所 グループリーダー 高木 道哉

15：50 ～16：30 プラスチック資源循環を実現する日揮のソリューション 日揮ホールディングス㈱　サステナビリティ協創部
プログラムマネージャー 尾場瀬 崇裕

12
月
９
日（
金
）

10：30 ～11：10 AI取り組み事例（AIプラント運転支援ソリューション） 横河ソリューションサービス㈱　ソリューション事業本部
コンサルティング2部 部長 高橋 洋  

11：30 ～12：10 AIによる自律制御への挑戦 
～AIによるプラント連続制御成功の道のり～ 横河デジタル㈱　DXサービス事業部 事業部長 　小渕 恵一郎

13：30 ～14：10 R22冷凍機老朽化に対応した地球環境規制対応冷媒
クリアード　R-407H/R-448A

ダイキン工業㈱　化学事業部 営業部 乾 孝行
 化学事業部 エンジニアリング部 西川 明男

14：40 ～15：20 廃プラスチック油化技術の石油化学設備への融合 東洋エンジニアリング㈱ エンジニアリング・技術統括本部
次世代技術開拓部 プロダクトマネージャー 岡島 聡

15：50 ～16：30 カーボンニュートラルと資源循環の両立に向けた分離技術開発 早稲田大学　理工学術院 教授
東京大学　大学院工学系研究科 教授 所 千晴

※最新情報はホームページをご確認ください。
※都合により、講演の中止、または会場・講演者・テーマ・講演時間・開催形式が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

プラントショー OSAKA 2022 出展者セミナー
会  場  インテックス大阪５号館内出展者セミナー会場　　　 定  員  70名　　　 参加料  無料

参加方法  本展ホームページからの完全事前登録制（空席がある場合、当日受付）　※最新情報はホームページをご確認ください。

12 月 8日 ( 木 ) 11：00 ～11：50 神鋼環境ソリューション / 神戸製鋼所 KOBELCOグループのプロセス機器分野での取り組み紹介

12 月 9日 ( 金 )
12：10 ～13：00 凸版印刷 IoT 向け LPWA「ZETA」で実現する環境保全DXのご紹介
13：20 ～14：10 佐竹マルチミクス 環境保護型新Ｓミキサーと省エネ型スーパーミックス翼の紹介
14：30 ～15：20 ジョージフィッシャー 脱炭素化に向けた環境先進国での樹脂配管採用拡大の最新事情

※発表会社の都合により、セミナーの中止、または会場・発表会社・テーマ・講演時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

J-TECH STARTUP SUMMIT2021
JMA 産業振興賞　受賞記念特別セミナー

革新的で自社との連携・協業の可能性が高い 
スタートアップに授与される「JMA産業振興賞」。
昨年度同賞を受賞したマテリアルイノベーションつくば社の、グラフェンを活用した 
蓄電デバイスの紹介を中心に、同社の技術とビジネスの可能性を紹介します。

日  時  12月7日（水）　１３：００～１４：００
会  場  インテックス大阪5号館内 出展者セミナー会場
発表者  マテリアルイノベーションつくば　代表取締役　唐　捷　氏

分かる！使える！実践・中小企業のための IoT活用・DX・販路拡大相談・支援コーナー  5J-03

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 大阪産業技術研究所の業務を紹介、 技術に関するお困りごとへの相談・応対（無料）

INPIT-KANSAI
（独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部）

INPIT-KANSAIは、特許庁所管の独立行政法人です。中小企業のビジネス成長と海
外展開を知的財産面から支援します。海外展開における知財戦略及び知財リスク低
減、国内における事業成長を支える営業秘密管理等、様々な知的財産に関するご相
談に応じます。

公益財団法人大阪産業局
DX支援や設備投資支援、５Gを活用した製品・サービス開発支援や生産現場へのロ
ボット導入など、大阪産業局が実施するDX関連支援事業をご案内。専門家による相
談会もブースで実施。

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）
大阪産業局（MOBIO事業部）大阪府（ものづくり支援課） 大阪のものづくり力や大阪府ものづくりＢ2Ｂネットワークの紹介、相談等への対応。

参 加
無 料



団体名 相談内容

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）
大阪産業局（MOBIO事業部）大阪府（ものづくり支援課） 大阪のものづくり力や大阪府ものづくりＢ2Ｂネットワークの紹介、相談等への対応。

公益財団法人大阪産業局 DX支援や設備投資支援、５Gを活用した製品・サービス開発支援や生産現場へのロボット導入など、大阪産業局
が実施するDX関連支援事業をご案内。専門家による相談会もブースで実施。

INPIT-KANSAI
（独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部）

INPIT-KANSAIは、特許庁所管の独立行政法人です。中小企業のビジネス成長と海外展開を知的財産面から支援します。海外展開に
おける知財戦略及び知財リスク低減、国内における事業成長を支える営業秘密管理等、様々な知的財産に関するご相談に応じます。

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 大阪産業技術研究所の業務を紹介、 技術に関するお困りごとへの相談・応対（無料）
分かる！使える！
実践・中小企業
のための

IoT活用・DX・
販路拡大相談・
支援コーナー

参加
無料

10:40～11:20

11:50～12:30

13:30～14:10

14:40～15:20

15:50～16:30

12月7日(水) 12月8日(木) 12月9日(金)

大阪府におけるi-constructionの取組み

大阪府の産業振興施策について

アーク溶接に係る法規制の順守評価

職場における化学物質管理

エイジフレンドリー事業と
加齢に伴う新進の機能の変化

大阪市のインフラ整備の最新事情

大阪市のものづくり中小企業等への
支援施策について

スマホ認知症　
～脳疲労と注意力低下による労働災害について～

受動的管理から
能動的管理（自律的管理）の時代へ

企業に求められるCSR

大阪・関西万博のインフラ整備の状況や
今後について

ロボットとは多品種少量生産における
省力化装置である

近畿地方のインフラ整備について

製造向けメンテナンス事業者の課題解決と
デジタルトランスフォーメーション（DX）の
活用可能性

国土交通省が推進するインフラ分野の
DX（デジタル・トランスフォーメーション）

※最新情報はホームページをご確認ください。※発表団体の都合により、セミナーの中止、または会場・発表会社・テーマ・講演時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
参加方法　当日先着順会場　4号館 特別講演会場 定員　150名 参加料　無料 各セッション完全入れ替え制

2022年11月28日現在　（法人の種類、敬称略）メンテナンス・レジリエンス／労働安全衛生展 特別講演会

大阪府 都市整備部
事業調整室 技術管理課

主査
橋本 匡弘

大阪府 商工労働部 成長産業振興室
産業創造課
課長補佐

加賀城 直哉　他

労働安全衛生コンサルタント会
中井 知章

労働安全衛生コンサルタント会
清水 俊貴

労働安全衛生コンサルタント会
中丸 宜志

労働安全衛生コンサルタント会
植野 信

大阪市 建設局 企画部 企画課長
一ツ町 展也

大阪市 経済戦略局 産業振興部 産業振興課 課長
松本 孝史

公益財団法人大阪産業局 企業支援事業部 ものづくり支援チーム リーダー
江口 幸太

労働安全衛生コンサルタント会
田中 通洋

労働安全衛生コンサルタント会
山室 栄三

2025年日本国際博覧会協会
整備局 整備調整部 土木インフラ課長

丸橋 尚司

髙丸工業 代表取締役、（中小企業基盤整備機構 近畿本部）
（中小企業アドバイザー（経営支援））

髙丸 正

国土交通省 近畿地方整備局
企画部長

奥田 晃久

 富士経済
インダストリアルソリューション事業部 第1部2課 AD

麻生 忠宏

国土交通省大臣官房技術調査課建設生産性向上推進官
多田 直人

A１

A2

A3

A4

A5

B１

B2

B3

B4

B5

C１

C2

C3

C4

C5

13:20～14:10

14:30～15:20

15:40～16:30

12月7日(水) 12月8日(木) 12月9日(金)

壊さずに橋梁内部を可視化評価！
―中性子計測―

レジンコンクリートでお悩み解決！
～関西の無電柱化事例～

～コンクリ打設の見える化で安心・安全・高品質！
「透明型枠クリアーフォーム」～

AIで被害状況をリアルタイムに可視化！
最先端の防災テックの今

ニュートロン次世代システム技術研究組合

サンレック

高洋商会 Spectee

“紫外線で素早く固まる”補修用FRPシート
～UVPPS工法のご紹介～ ＳＣＦＲ工法協会

※最新情報はホームページをご確認ください。※発表団体の都合により、セミナーの中止、または会場・発表会社・テーマ・講演時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
参加方法　本展ホームページからの事前登録制会場　4号館 出展者セミナー会場 定員　70名 参加料　無料 各セッション完全入れ替え制

2022年11月28日現在　（法人の種類、敬称略）出展者セミナー

※最新情報はホームページをご確認ください。※発表団体の都合により、セミナーの中止、または会場・発表会社・テーマ・講演時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
参加方法　本展ホームページからの事前登録制会場　4号館 出展者セミナー会場 定員　70名 参加料　無料 各セッション完全入れ替え制

2022年11月28日現在　（法人の種類、敬称略）大阪府特別講演会

11:00～11:50

12:10～13:00

12月8日(木) 12月9日(金)
スマートファクトリーの実現にむけた
これからのロボット活用

今日知りましょう中小企業のDX。
そのイロハから話します

必見！３Ｄプリンターの基礎と市場動向と
お客様事例を交えた３Ｄプリンター活用術とは！？

i-RooBO Network Forum会長/IATCプロデューサ/ブリッジ・ソリューション代表取締役　坂本 俊雄
i-RooBO Network Forumオープンテクノロジーセンター長　白坂 紳滋

現場の困り事を解決！脱炭素やSDGsにも貢献！？
「からくり改善」の基本

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 中部事務所
山西 徹

大阪DX推進プロジェクト DXアドバイザー
折原 正博

エッジAIに焦点をあてた IoT、AI導入の秘訣

エーアイスピリッツCTO
辻野 孝一

リコージャパン エンタープライズ事業本部 インダストリアル事業部 技術支援室 ３Ｄ技術グループ
神原 正幸

出展者企業講演会・セミナー

12月7日(水)

会 場 案 内 図 の 見 方

ブース番号の見方後 援 国土交通省（メンテナンス・レジリエンス OSAKA 2022のみ）
公益財団法人大阪観光局

会 期 2022年12月7日（水）～12月9日（金）10：00～17：00
会 場 インテックス大阪 4号館・5号館

会 場 案 内 図会 場 案 内 図

主 催 一般社団法人日本能率協会
※プラントメンテナンスショー 主催：公益社団法人日本プラントメンテナンス協会／一般社団法人日本能率協会

特別開催協力 一般財団法人大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）
５Ｌ -０６

通し番号
ブロック番号
ホール番号

5号館A

４号館

出入口出入口 出入口出入口

点線内は、プラントショー
OSAKA 2022の出展
ブースです。

帝人フロンティア

マブチ・エスアンドティー

白山

リバースPRO

Cognite

バリューテクノロジー

TESSHA

フタムラ化学

ヤンマーホールディングス

ビーエヌテクノロジー

アークテイク/Xciel

鎌倉製作所

染めQテクノロジィ

スパイダープラス

BATROSS

リークラボ・ジャパンリークラボ・ジャパン

大阪府相談コーナー

三菱電機

インタフェース

ラウンジ

極東貿易 ドリンク
コーナー サンレー冷熱

BosaiTUBE Japan

コンサルタントオフィスヴォルト

Ａ＆Ｃサービス

トビー・テクノロジー
ビジオテックス

日本メンテナンス工業会
リバークル ニュートロン次世代システム技術研究組合

木幡計器製作所 ユニアデックス

リヴァックス

エーゼーゴム洋行 東レ

クアンド

大東潤滑

エクサ

富士ファーマナイト

システムプラス

レイズネクスト

ジェフコム

産業保安高度化(スマート保安)補助金事務局
日本プラントメンテナンス協会

愛知製鋼

泰成興業中央電機計器製作所
ＳＣＦＲ工法協会

西日本高速道路エンジニアリング関西
ＮＥＸＣＯ西日本イノベーションズ

ネクスコ・エンジニアリング北海道

インキュビット

西日本高速道路エンジニアリング中国

NIPPO

KEYTEC

クモノスコーポレーション クリーンレーザー工法協会

日揮

ラヴォックス

岩本石油/オリックス・レンテック

テイエルブイ/
ティティエス

アステックペイント

富士テクニカルリサーチ

アイ・アール・システム

愛知産業 東計電算

アドバンテスト

きもと

昭和製作所

SCSK北海道

MetaMoJi

イシザキ クボタ

大平洋機工

サトーパーツ

MENTENA/八千代エンジニヤリング

高知県産業振興センター／インフラマネジメント／関西仮設／西宮産業

ドコモビジネス｜NTTコミュニケーションズ

トライシクル

Liberaware

アンリツ セイコーエプソン

オールライナー協会

古河電気工業管清工業

ジオ・サーチ

ジビル調査設計

JERコンクリート補改修協会/日本ジッコウ
シンクロアイズ

タキゲン製造

オフィスケイワン

高洋商会

ユニチカ

新井組 足立建設工業

日本デコラックス

計測技術サービス

ユーピーアール
太陽誘電

Spectee 日東工業 日さく

高知県産業振興センター／インタレストプロダクション／四国浄管／タナカショク

クールスペース　ジャパン 加地

光アルファクス

レフィクシア

ビズリーチ

キッズウェイ

ファロージャパン

サンレック／日本レジン製品協会
国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所

塩化ビニル管・継手協会

東拓工業

フジトミ証券

太洋基礎工業

旭化成建材 Move

ナカシャクリエイテブ

L is B ビーイング

ダットジャパン

金沢大学振動発電研究室

エスワイシステム京セラ

サイバネテック

山崎産業

神奈中情報システム

ブルアンドベア

シーシーアイUSL

新東亜交易

オーク情報システム

石蔵商店エヌ・エス・ピー

サントリー
空調風神服

木村工機

グローバル・ジャパン

サンユー印刷

ダイオーズジャパン

赤穂化成

山真製鋸

メインマーク

タカハラコーポレーション

Sheng Yi Tech & Analytics / mPower Electronics

三徳コーポレーション

ピーケントTOWA

ミズノロボテック

コムシス情報システム

河陽電線

HITARP

CPD受付

4P-06

4号館
出展者セミナー会場

主催者事務局

メンテナンス・
レジリエンス
OSAKA/

労働安全衛生展
特別講演会会場

ドリンク
コーナー

伊藤忠
テクノソリューションズ

5C-05

5D-055D-06 5D-04

5F-035F-05

5G-035G-05

5H-03

5J-03

5L-025L-04

5A-035A-05 5A-01

5F-01

5G-01

5H-01

5L-05

5C-035C-04

5D-03

5J-01

4P-31 4P-30 4P-274P-28 4P-26 4P-214P-224P-234P-24

4M-294M-30

4L-294L-30

4K-33

4M-33

4H-29

4J-294J-30

4H-24

4L-25

4M-25

4L-26

4M-26

4L-27

4M-27

4L-24

4M-24

4L-20

4M-204M-21

4L-22

4M-22

4H-20

4J-20

4H-22

4J-22

4G-33

4F-264F-29

4B-33

4C-29

4D-29

4C-30

4D-30

4A-294A-30 4A-254A-264A-27

4C-24

4D-24

4C-25

4D-25

4C-26

4D-26

4F-204F-22

4G-20

4C-20

4D-20

4C-22

4D-22

4A-204A-22

4F-17

4H-16

4J-16

4H-17

4J-174J-18

4P-154P-164P-174P-18 4P-07 4P-04

4J-03

4K-01

4F-084F-09

4G-08

4H-08

4J-044J-08 4J-05

4H-09

4L-15

4M-154M-164M-17

4L-114L-12

4H-12

4J-12

4F-12

4M-114M-12 4M-054M-064M-074M-08

4L-054L-07

4P-084P-13

4M-13

4H-034H-04

4C-17

4A-164A-17

4P-12

4G-034G-04

4C-03

4D-034D-05

4A-08

4C-084C-09

4D-12

4A-12

4C-16

4A-03

4F-03

4C-05

4A-044A-05

4D-08

4C-12

4D-13

4C-14

4D-16

アイ・アール・システム 4D-29
愛知産業 4A-30
アステックペイント 4D-30
アドバンテスト 4C-29
イシザキ 4D-26
伊藤忠テクノソリューションズ 5C-04
岩本石油 /
オリックス・レンテック 4F-26
Ａ＆Ｃサービス 4P-30
エーゼーゴム洋行 4L-30
エクサ 4H-29
SCSK 北海道 4A-25
きもと 4A-27
クアンド 4M-33
クボタ 4D-25
木幡計器製作所 4M-29
Cognite 5D-03
コンサルタントオフィスヴォルト 4P-28
サトーパーツ 4C-24
産業保安高度化（スマー
ト保安）補助金事務局 4M-26
ジェフコム 4L-27
システムプラス 4J-29
昭和製作所 4A-26
スパイダープラス 5A-01
染め Q テクノロジィ 5H-03
泰成興業 4L-25
大東潤滑 4K-33
大平洋機工 4C-25
中央電機計器製作所 4L-26
テイエルブイ/ ティティエス 4B-33
東計電算 4A-29
東レ 4L-29
トビー・テクノロジー 4P-27
日揮 4G-33
日本プラントメンテナンス協会 4M-25
日本メンテナンス工業会 4P-26
BATROSS 5F-01
バリューテクノロジー 5C-03
富士テクニカルリサーチ 4C-30
富士ファーマナイト 4J-30
BosaiTUBE Japan 4P-31
MetaMoJi 4C-26
MENTENA/
八千代エンジニヤリング 4D-24
ユニアデックス 4M-27
ラヴォックス 4F-29
リークラボ・ジャパン 5G-01
リヴァックス 4M-30
レイズネクスト 4H-24

愛知製鋼 4L-24
アンリツ 4C-22
インキュビット 4M-20
インタフェース 5J-01
ＳＣＦＲ工法協会 4M-24
オールライナー協会 4D-20
管清工業 4A-22
KEYTEC 4H-22
クモノスコーポレーション 4H-20
クリーンレーザー工法協会 4J-20
計測技術サービス 4P-04

高知県産業振興センター／
インフラマネジメント／
関西仮設／西宮産業

4G-20

河陽電線 4P-23
JERコンクリート補改修
協会 / 日本ジッコウ 4J-18

ジオ・サーチ 4F-17
ジビル調査設計 4H-17
シンクロアイズ 4J-17
セイコーエプソン 4C-20
ドコモビジネス｜
NTTコミュニケーションズ 4F-22

トライシクル 4F-20
西日本高速道路エンジニ
アリング関西 4L-22

西日本高速道路エンジニ
アリング中国 4L-20

NIPPO 4J-22
ニュートロン次世代システ
ム技術研究組合 4P-21

ネクスコ・エンジニアリン
グ北海道 4M-21

ＮＥＸＣＯ西日本イノベー
ションズ 4M-22

ビジオテックス 4P-24
古河電気工業 4A-20
三菱電機 5H-01
リバークル 4P-22
Liberaware 4D-22

足立建設工業 4P-15
新井組 4P-16
高洋商会 4P-18
日本デコラックス 4P-07
HITARP 4P-06
ユーピーアール 4J-03
ユニチカ 4P-17

キッズウェイ 4M-17
ビズリーチ 4L-15
ファロージャパン 4M-16
レフィクシア 4M-15

塩化ビニル管・継手協会 4J-12
オフィスケイワン 4J-16
国土交通省近畿地方整
備局大阪国道事務所 4L-11

サンレック／
日本レジン製品協会 4L-12

タキゲン製造 4H-16
東拓工業 4H-12

高知県産業振興センター／
インタレストプロダクション／
四国浄管／タナカショク

4G-08

Spectee 4J-08
太陽誘電 4H-09
日さく 4J-04
日東工業 4J-05
光アルファクス 4H-08

フジトミ証券 4F-12

エスワイシステム 4P-08
L is B 4L-07
金沢大学振動発電研究室 4M-05
京セラ 4P-13
ダットジャパン 4M-08
ナカシャクリエイテブ 4M-06
ビーイング 4L-05
Move 4M-07

サイバネテック 4M-13

旭化成建材 4M-11
太洋基礎工業 4M-12

バス・トラック運行システムゾーン
神奈中情報システム 4H-03
駅と空港の設備機器ゾーン
山崎産業 4H-04

赤穂化成 4C-16
石蔵商店 4D-03
エヌ・エス・ピー 4D-05
オーク情報システム 4G-03
木村工機 4A-08
空調風神服 4C-09
クールスペース　ジャパン 4F-09
グローバル・ジャパン 4C-08
サントリー 4C-03
サンユー印刷 4D-12
新東亜交易 4P-12
ダイオーズジャパン 4A-12
山真製鋸 4A-03

加地 4F-08
コムシス情報システム 4D-16
三徳コーポレーション 4A-05
Sheng Yi Tech & Analytics / 
mPower Electronics 4A-04

タカハラコーポレーション 4C-05
TOWA 4D-13
ピーケント 4D-08
ミズノ 4C-12
メインマーク 4F-03
リバースPRO 5D-04
ロボテック 4C-14

シーシーアイ 4A-16
ブルアンドベア 4C-17
USL 4A-17

出 展 者 一 覧 （順不同2022年11月28日現在）

CPD受付のご案内
「メンテナンス・レジリエンス OSAKA 2022」は公益社団法人土木学会継続教育（CPD）のガイドライン
に基づき認定されたプログラムです。 CPD 受付（ブース番号：４K-01）で条件を満たした方に受講証明
書を発行します。

ドリンクコーナーのご案内
来場者バッジに記載された展示会の来場者アンケートにお答えいただいた方に無料でドリンクを差し上げま
す。是非ドリンクコーナー（ブース番号：４G-04、５L-04）にお越しいただき、来場者アンケートにお答え
ください。


