
別紙１ 

ビジネスマッチング対象企業 

～コンポジットハイウェイコンソーシアム共同ブース出展内容 

 

１．株式会社浅野研究所 

住所 

愛知県愛知郡東郷町諸輪北山 158 

出展の見どころ 

CFRTP成形の予備加熱に適した赤外線ヒーター、クイックレスポンスヒーターシステムを紹

介 

主な出展品 

赤外線ヒーター クイックレスポンスヒーターシステム 

技術シーズ集 2016；P.66「高応答 IRヒーターを用いた CFRTPシートの加熱」 

 

２．一村産業株式会社 

住所 

  大阪府大阪市中央区瓦町 2-5-7 

出展の見どころ 

1)CFRTPシート材，板材 

2)CFRTP成形品 

主な出展品 

熱可塑性炭素繊維 板 

熱可塑性炭素繊維 成型品 

技術シーズ集 2016；P.18 「熱可塑性 CFRPシートの開発及び用途展開」 

 

３．カジレーネ株式会社 

住所 

 石川県かほく市高松ノ 75番地 2  

出展の見どころ 

熱可塑 CFRP向けの中間材料であるコミングルヤーンおよびコミングルヤーンを使用したア

プリケーション 

主な出展品 

コミングルヤーン（展示台含む）、コミングルヤーンを使用した成形品各種 

技術シーズ集 2016；P.21「高サイクル成形を実現するコミングルヤーン（繊維状中間材料）

の開発」 

 

 

http://www.asano-lab.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.ima-ichimura.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.kajigroup.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf


４．株式会社共和製作所 

住所 

 愛知県東海市名和町蕨山 7-239 

出展の見どころ 

CFRP 素材の高強度な板材とロッド材の開発、内外径切削加工及び微細加工、刃物の自社開

発等の技術が確立され、お客様のご依頼に高い評価を頂いております製品を展示致します。 

主な出展品 

CFRP の素材を使った切削・成形等の加工を行いボルト・シャフト・歯車・微細穴等の弊社

加工技術を展示 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

５．小松精練株式会社 

住所 

 石川県能美市浜町ヌ 167 

出展の見どころ 

 ＪＩＳ標準化に向けて動き出す耐震補強用炭素繊維より線、補修・補強用Ｐシート 

 素繊維補強木材商品を展示 

主な出展品 

 新規熱可塑性 CABKOMA ロッド、シート、チップ、UD材 及びそれらの成形品等を展示 

技術シーズ集 2016；P.24「新規な熱可塑性炭素繊維 TOW UD」 

P.25「新規な熱可塑性炭素繊維 TOWチップ」 

P.26「新規な熱可塑性炭素繊維シート」 

P.27「新規な熱可塑性炭素繊維ストランドロッド」 

 

６．株式会社三弘 

住所 

 名古屋市中区丸の内三丁目 17番地 28号 

出展の見どころ 

 ＳＥＭ内への設置も可能な小型材料引張試験機です。材料試験の、その場観察が可能な画

期的な試験機です。 

主な出展品 

 SEM内対応小型引張試験機 

設置概要：光学顕微鏡（試料台上に小型試験機設置）＋制御装置＋ノート PC 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

 

 

https://www.kyowa-tokai.com/
http://www.komatsuseiren.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.sanko-web.co.jp/


７．サンコロナ小田株式会社 

住所 

 石川県小松市木場町カ 81 

出展の見どころ 

 「フレックスカーボン」分繊固有技術により生み出した材料革命を起こす新たな CFRPスタ

ンパブルシート 

主な出展品 

 ランダムシート（FlexCarbon） 

（金沢工業大学共同研究） 

技術シーズ集 2016；P.29「熱可塑性ランダムシート」 

 

８．サンユレック株式会社 

住所 

 大阪府高槻市道鵜町 3丁目 5番 1号 

出展の見どころ 

 各種基材をプリプレグに出来るエポキシ樹脂シートおよび複合材料を軽量化出来るエポキ

シ発泡樹脂。 

主な出展品 

 ・各種基材をドライラミネート方式でプリプレグ化が出来るエポキシ樹脂シートの展示 

・複合材料を成形する際、一括で発泡体の作製が出来るエポキシ発泡樹脂の展示 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

９．澁谷工業株式会社 

住所 

 石川県金沢市大豆田本町甲５８ 

出展の見どころ 

 各種レーザによる CFRP切断比較及びアブレーションによる熱影響を抑えた高品質な切断サ

ンプルを展示。 

主な出展品 

 レーザ切断サンプル  

ウォータジェット切断サンプル 

自動積層装置 積層サンプル 

技術シーズ集 2016；P.123「レーザアブレーション加工機による CFRP（CFRTP)切断技術）」 

P.124「炭素繊維積層材のレーザ切断技術」 

 

 

 

http://www.sunoda.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.sanyu-rec.jp/
http://www.shibuya.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf


１０．株式会社島津製作所 

住所 

 京都市中京区西ノ京桑原町 1番地 

出展の見どころ 

 先端複合材料の三次元内部構造の評価・検査の最新技術紹介を説明パネル、製品カタログ

で行います。 

主な出展品 

 X線 CT装置 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

１１．株式会社スズイチ 

住所 

 静岡県浜松市中区元目町 120-17 

出展の見どころ 

 新開発ホットメルトによるカーボンと異種材料との接着を提案。ホットメルトはライン高

速化と自動化に最適です 

主な出展品 

 ・開発品反応性ホットメルトによる CFRPと異種材料との接着（非構造） 

・CFRPとアルミ・ゴム・アクリルなどの異種材料との接着 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

１２．精電舎電子工業株式会社 

住所 

 東京都荒川区西日暮里 2丁目 2番 17号 

出展の見どころ 

 熱可塑性 CFRTP の溶着工法として超音波・電磁誘導・振動溶着・レーザー溶着を紹介致し

ます。 

主な出展品 

 超音波溶着機を用いた溶着・溶断技術の紹介 

    ～CFRTPへの活用・加工提案～ 

技術シーズ集 2016；P.145「CFRTPを使用した成形品同士の溶着・溶断」 

 

 

 

 

 

 

http://www.shimadzu.co.jp/
http://suzu1.com/
http://www.sedeco.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf


１３．大同工業株式会社 

住所 

 石川県加賀市熊坂町イ 197番地 

出展の見どころ 

 熱可塑性 CFRPのロールフォーミング加工に関する技術や長尺成形品の展示紹介。 

主な出展品 

 ・「熱可塑性 CFRPのロールフォーミング」についての紹介 

・展示物：ロールフォーミングによる長尺部材 

技術シーズ集 2016；P.39「熱可塑性 CFRP材料のロールフォーミング工法による高効率成形」 

 

１４．津田駒工業株式会社 

住所 

 石川県金沢市野町 5丁目 18番 18号 

出展の見どころ 

 コンポジット機械～プリプレグスリッター,自動積層機,炭素繊維製織機など、炭素繊維複

合材加工設備の紹介 

主な出展品 

 コンポジット機械～炭素繊維複合材加工設備の紹介 

CFRP製品のものづくりにおける新しい製造技術の提案 

技術シーズ集 2016；P.41「炭素繊維複合材積層ライン」 

 

１５．ＤＩＣ株式会社 

住所 

 東京都中央区日本橋三丁目 7番 20号 ディーアイシービル 

千葉県市原市八幡海岸通 12 

出展の見どころ 

 ＨＰ－ＲＴＭ成形用エポキシ樹脂システムの紹介。樹脂物性および成形トライアル結果の

紹介。 

主な出展品 

 炭素繊維複合材料用エポキシ樹脂の紹介 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

 

 

 

 

 

http://www.did-daido.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.tsudakoma.co.jp/composite/japanese/index.html
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.dic-global.com/ja/


１６．株式会社ＤＪＫ 

住所 

 東京都港区赤坂 2-19-4 FORUM赤坂 10F 

出展の見どころ 

ＤＪＫで行われている高分子材料の受託研究・試験業務と、ＣＦＲＰ関連の加工・試験サ

ービスについて紹介 

主な出展品 

 対応可能な CFRP関連の試験・分析・加工サービスを紹介 

技術シーズ集 2016；P.155「CFRPにとどまらない高分子材料・複合材料の受託研究・試験」 

 

１７．テックワン株式会社 

住所 

 石川県能美市浜町ヌ 161-4 

出展の見どころ 

 炭素繊維チョップドテープシートを用いた HP-RTM成形用プリフォーム及びプリフォーム材

料 

主な出展品 

 HP-RTM用プリフォーム 

HP-RTM用成形品 

技術シーズ集 2016；P.42「RTMプリフォーム用 CFチョップドテープシート」 

 

１８．日本レヂボン株式会社 

住所 

 大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 22番 10号 

出展の見どころ 

 熱硬化性樹脂のプリプレグ製品と加工技術をご紹介。１５００幅の塗工や、少ロット生産

も可能。 

主な出展品 

 熱硬化性樹脂プリプレグと含侵処理技術の紹介 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djklab.com/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.tecone.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.resibon.co.jp/


１９．フドー株式会社（株式会社フドーテクノ） 

住所 

 横浜市港北区新横浜 2丁目 15番地 16 

（岐阜県可児市下切３２４８） 

出展の見どころ 

 連続炭素繊維フィラメントによる 3Dプリント造形品 

主な出展品 

 CFRP成形品（3Ｄプリント、3Dプリント＋プレス成型品など） 

技術シーズ集 2016；P.107「炭素繊維複合材の 3Dプリンタ造形」（株式会社フドーテクノ） 

 

２０．プロセスシステム株式会社（旧 サンドビック株式会社） 

住所 

 神戸市西区見津が丘 1丁目 18 

出展の見どころ 

 繊維系複合材料の含浸、金属系材料のラミネーション、ボード成形等の各プロセスに有効

なダブルベルトプレス 

主な出展品 

 連続式ダブルベルトシステム 

技術シーズ集 2016；P.122「CFRPと Ti合金重ね板穴あけ加工に最適化されたドリル刃形状の

開発」 

 

２１．株式会社ベテル 

住所 

 茨城県土浦市大和町 9-3 ウララ 3ビル 7階 

出展の見どころ 

 CFRPの内部構造を可視化する配向同定技術。 

活用事例と装置「Thermal evaluation of FOD」を紹介 

主な出展品 

 CFRPの開発を支援する繊維配向可視化技術 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fudow.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.processsystems.sandvik.com/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
https://hrd-thermal.jp/


２２．株式会社マルトー 

住所 

 東京都文京区春日 2-4-1 

出展の見どころ 

 炭素繊維複合材の品質管理に、「切る」、「削る」、「磨く」機器の提案 

主な出展品 

 ポスターによる会社紹介 

カタログ及びパンフレットによる製品紹介 

技術シーズ集 2016；未掲載 

 

２３．丸八株式会社 

住所 

 福井県坂井市丸岡町玄女 12-1 

出展の見どころ 

 １）ＴＰプリプレグ材料  

 ＵＤシート材、長尺クロスプリプレグ、積層板材 

２）水素用ＣＦＲＰ高圧容器／タイプⅣ 

主な出展品 

 高圧容器 

熱可塑、熱硬化プリプレグシート 

CFRP成形品 

技術シーズ集 2016；P.51 「熱可塑樹脂、熱硬化樹脂プリプレグシート及び先端複合材料の実

用化」 

P.109「タイプ４（樹脂ライナー） 106MPa 複合容器蓄圧器による 水

素社会インフラ構築」 

 

２４．ミズノテクニクス株式会社 

住所 

 岐阜県養老郡養老町高田 307-5 

出展の見どころ 

 スポーツ分野のノウハウを産業用途に応用した、炭素繊維複合材料製品 

主な出展品 

 ・産業資材関連の炭素繊維複合材料（CFRP）サンプル、他（スポーツ用品含む） 

・組物 CFRPサンプル；ベンドパタークラブ・他（岐阜大との共同研究） 

技術シーズ集 2016；P.111「組物技術を用いた炭素繊維強化複合材料(CFRP)の用途展開」 

 

 

http://www.maruto.com/
http://www.maruhati.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf
http://www.mizuno-technics.co.jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf


 

２５．三井化学株式会社 

住所 

 東京都港区東新橋一丁目 5番 2号汐留シティセンター 

出展の見どころ 

 ①CF-PP UDシート/テープ  

②CF-PP UDテープ成形品（パイプ、羽根、シート等） 

主な出展品 

 ・CF-PP UDテープ ・CF-PP UDテープの加工品（3-4種類） 

・CF-PP 成形パイプ 

技術シーズ集 2016；P.13「CFRTP向け TPX®樹脂」 

 

http://www.mitsuichem.com/jp/
http://www.nisri.jp/jisedai/docs/seeds_003.pdf

