
循環型社会の実現を目指して　～トータルライフコストへ貢献する新技術～

当社はブース番号　 　　　に出展しております。

ご来場を心よりお待ち申しあげております。

会　期  2022年12月7日水〜9日金　10：00〜17：00
主　催  公益社団法人化学工学会　　一般社団法人日本能率協会
会　場  インテックス大阪 協　力  大阪府
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）

出展者一覧（順不同 2022年8月31日現在） >出展者の展示予定製品はWEBガイドに10月17日より公開！

プラントショー
一ノ瀬
ウソンバルブ
エイチツー
英和/宝計機製作所
エカート
大川原化工機
大阪化学プラント協会
オーメータテクノ
カルモア
関西化学機械製作
キッツ
協和機工
極東貿易
クラウスアンドナイマー
ケイ・エイチ工業
ゲミュージャパン
神戸製鋼グループ
コロコートジャパン
コンサス
佐竹マルチミクス
三進製作所
昭和バルブ製作所
ジョージフィッシャー
住重アテックス
西部電機
綜研テクニックス
第一物産
ダイキン アプライドシステムズ
DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン
帝国電機製作所
帝人フロンティア
テム化学工業
東京貿易メカニクス
トーケミ／プロミネント
凸版印刷
巴工業
巴バルブ

中村科学器械工業
日建
日工
日本カンタム・デザイン
日本コーティング工業
日阪製作所
フローバル
ブロンコスト・ジャパン
マツボー
三重県環境保全事業団
三菱ケミカルエンジニアリング
メイク
メスナージャパン
ヤマダコーポレーション
LiLz／NBK／Arithmer
ルッドリフティングジャパン
レックス
ワシノ機器

産業向け 水処理対策展
アイ・アール・システム／sglux GmbH
阿波製紙
エンザイム
オプテックス
片岡バイオ研究所／ミヤコ化学
国連工業開発機関（UNIDO）
ゴーダ水処理技研
サイバネットシステム
しが水環境ビジネス推進フォーラム
大同メタル工業
タキエンジニアリング
テクノ・モリオカ
4S Limited
マイクロテック
水戸工業
安原環境テクノロジー

製造業向け 
環境・エネルギー対策展
宇部興機
オキツモ
クレハ環境
TESSHA
白山
フタムラ化学
マブチ・エスアンドティー
ヤンマーホールディングス
リオン

防爆・防災リスク対策展
アークテイク／Xciel
鎌倉製作所
ケー・エヌ・エフ・ジャパン
島田電機
ジャパンマシナリー
システムギア
第一実業
大同工業所
竹中電子工業
中村電機製作所
日本ノヴァシステム
ビーエヌテクノロジー
宮木電機製作所

ご案内状
本状だけでは入場できません

入場には来場事前登録が必要です。
詳細は本状にてご確認ください。

詳細情報はこちらから

https://www.jma.or.jp/plantosaka/

検索プラントショーOSAKA

同時開催展



来場事前登録のご案内（10月17日より受付開始予定）

来場についての問い合せ先  一般社団法人日本能率協会 来場者ヘルプデスク 受付時間：9：30～18：00（土日祝は除く） （ 株）ケイ・スリー・クリエーション　電話：03-6809-2707　e-mail:helpdesk@k3c.co.jp

日本能率協会主催展示会における新型コロナウイルス感染症対策はホームページをご参照ください。 ▶https://www.jma.or.jp/corona/exhibition.html

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（予定）　　　 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
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

※最新情報はホームページをご確認ください。
※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。

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（予定）　　　 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
次世代技術開発部 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。

ご来場には事前登録が必要です。本展HPトップページから事前登録フォームにお進みいただき、来場事前登録をしてください。

2
STEP 来場者バッジ引換券をダウンロード
来場事前登録の完了画面から、来場者マイ
ページに移動し、来場者バッジ引換券をダウン
ロードの上、印刷し会場へお越しください。
事前登録完了後に届く、登録完了メール記載
の「来場者バッジ引換券（PDF）URL」からも、
来場者バッジ引換券をダウンロードが可能。

来場者バッジ引換券　Visitor Badge Voucher 

ご入場方法　Admission Method

1
STEP 来場事前登録
来場事前登録フォームにて事前登録をし、
来場者マイページのログイン情報を取得
してください。

ID

会社名

Mail

登 録

4
STEP 会場へ入場
来場者バッジを、会場で配布
されるバッジホルダーに入れて
首から下げて会場へご入場くだ
さい。

営業（メーカ）Sales(Manufacturers)
株式会社能率カンパニーマーケティング部　第１課山田花子

JUL 0000000

来場者 ID：

TECHNO-FRONTIER2022 / INDUSTRY-FRONTIER2022

3
STEP 会場にて
会場の専用読み取り機にQRコード
をかざし、来場者バッジを発行。
※来場者バッジ引換券のプリントア
ウトまたはスマホで画面をご準備
ください。

営業（メーカ）
Sales(Manufacturers)

株式会社能率カンパニー
マーケティング部　第１課
山田花子

JUL 0000000来場者 ID：

TECHNO-FRONTIER2022 / INDUSTRY-FRONTIER2022

※来場者マイページでは、出展者セミナーの
　聴講登録が可能です。


