来場のご案内

本案内状を持参いただいても、展示会への入場はできません。
公式ウェブサイトより来場登録をお願いします。

12/9 - 11

2020

（水）

来場登録はこちら
MEMS

10:00
（金）17:00 東京ビッグサイト 西

オンライン会期

1

2020.10月末〜2021.1月15日

検索

ホール/ 会議棟

主催 : 一般財団法人マイクロマシンセンター / 技術研究組合NMEMS技術研究機構 / 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

特別シンポジウム
12/9（水） 「MEMS次世代テクノロジーフォーラム」

事前登録制

「DX実現のためのMEMSデバイスとソリューション」

「脳＋五感MEMS」

アズビル 執行役員常務

慶應義塾大学理工学部 機械工学科 教授

西本 淳哉 氏

三木 則尚 氏

「センサ1兆個時代のセンサマネジメント」

「自動運転を支えるセンサ技術 」
ミライズテクノロジーズ センサ開発部 部長

産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター 副研究センター長

和戸 弘幸 氏

藤巻 真 氏

12/9（水）
13：30〜15：30

環境調和型MEMSの研究開発シンポジウム

事前登録制

（SSN研究会WG9公開シンポジウム）

「環境調和型MEMSとは」

「自然に溶け込む環境調和型MEMS実現を目指して」
防災科学技術研究所
先端的研究施設利活用センター 副センター長

伊藤 寿浩 氏

酒井 直樹 氏

「セルロースナノファイバー：
植物由来の自然に還るバイオ系先端材料」

「環境調和型プロセスとしての
プリンテッドエレクトロニクス技術」

東京大学 大学院農学生命科学研究科
生物材料科学専攻 特別教授

産業技術総合研究所
センシングシステム研究センター センター長

磯貝 明 氏

鎌田 俊英 氏

12/10（木） MEMS協議会フォーラム「MEMS講習会」

事前登録制

長谷川 英一 氏

「異種材料集積技術の進展」

「圧電MEMS技術：成膜、
評価および応用」
神戸大学大学院 工学研究科機械工学専攻 教授

神野 伊策 氏

12/10（木） 研究開発プロジェクト成果報告会

産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門
集積化MEMS研究グループ長

日暮 栄治 氏

事前登録制

マイクロマシンセンター HS-ULPAC研究センター長

池上 健 氏

「血中成分の非侵襲連続超高感度計測デバイスおよび
行動変容促進システムの研究開発」の取組み状況について
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 准教授

菅 哲朗 氏

参加費無料

会議棟1階 102会議室

13：30〜15：30

「小型高安定で超低消費電力な原子時計の基礎研究」

参加費無料

会議棟1階 102会議室

10：30〜12：00

マイクロマシンセンター 専務理事

参加費無料

会議棟1階 102会議室

東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻 教授
（環境調和型MEMS戦略策定委員会 サブプロジェクトリーダ）

「MEMSトップ企業の戦略と
SDGsへの対応について」

参加費無料

会議棟1階102会議室

10：30〜12：30

「超高効率データ抽出機能を有する
学習型スマートセンシングシステムの研究開発」
東京都市大学 総合研究所マイクロナノシステム研究室 教授

藤田 博之 氏

「医療・健康を目的とした経皮ガス成分の
超高感度バイオ蛍光センシング」
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所システム部門生体計測分野 教授

三林 浩二 氏

来場のご案内

本案内状を持参いただいても、展示会への入場はできません。
公式ウェブサイトより来場登録をお願いします。

光デバイス・レーザ技術総合展

主催 :
企画・推進:

来場登録はこちら
All about Photonics

深紫外（DUV）市場・
LED応用の最先端技術展

画像処理・センシング技術展

主催 :

12/9 - 11

2020

（水）

主催 :

10:00
（金）17:00 東京ビッグサイト 西

オンライン会期

検索

1

2020.10月末〜2021.1月15日

ホール/ 会議棟

主催 : 一般財団法人光産業技術振興協会 / 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

２０２０年度“光産業技術シンポジウム”

12/9（水） 一般財団法人光産業技術振興協会創立40周年記念事業
10:00～17:00
テーマ「ニューノーマル時代とフォトニクス」

基調講演：
「量子テレポーテーションを用いた
大規模光量子コンピューター」
東京大学 大学院工学系研究科 物理工学専攻 教授

古澤 明 氏

事前登録制
OITDA賛助会員会社無料
大学・公的機関無料
一般：5,000円

会議棟6階 605+606会議室

「フォトニックネットワーク技術の新しい潮流」
富士通 未来ネットワーク統括部 先行技術開発室長
兼 富士通研究所 R&D戦略本部 シニアディレクター

星田 剛司 氏

「生体への安全性が高い紫外線Care 222
「アフターコロナ見えてきた7つのメガトレンド」
日経BP 日経クロステック先端技術 編集長
(222nmUVC)の安全性確認とバクテリア殺菌
および、コロナウイルス等の不活化性能について」 加藤 雅浩 氏
ウシオ電機 技術統括本部 インキュベーションセンター
CARE 222nm プロジェクト 最高技術顧問

五十嵐 龍志 氏

「光産業の動向～40年の歩み～」
早稲田大学 参与・名誉教授

小林 直人 氏

「光技術の動向と展望」
東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授

中野 義昭 氏

「2020年度 櫻井健二郎氏記念賞 表彰式」

12/10（木） All about Photonics主催者セミナー
10：30〜14：10
「Withコロナ時代対策セミナー」
Withコロナ時代に向けた深紫外LEDの
活用法 〜深紫外LEDによるウイルス
不活化の試み〜
徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 准教授

事前登録制

会議棟7階

聴講無料

701＋702会議室

国産初の紫外線照射ロボット
「UVBuster
（UVバスター）
」
のこれからの試みについて
ファームロイド 代表取締役 日本大学医学部客員研究員

飯村 一樹 氏

南川 丈夫 氏

UVC-LEDとその応用
～新型コロナ対策を含めて～
旭化成 マーケティング＆イノベーション本部
UVCプロジェクト モジュール開発部 部長

三矢 伸司 氏

水銀フリー深紫外線UV-LAFi光源の
デバイス技術と応用
(空気や水の殺菌＆ウイルス不活化）
（仮）
紫光技研 執行役員

平川 仁 氏

出展者一覧

※オンライン展のみの出展者は、社名横に（●）の記載有

※2020年10月7日現在

interOpto / LED Japan / Imaging Japan 
あ アイテックシステム
旭化成
Crystal IS
アドコム・メディア
アドバンテスト
アプトス
ウシオ電機
応用物理学会 フォトニクス分科会
オプティカルソリューションズ
オプトゲート
オプトロニクス
オレンジアーチ
か 韓国光産業振興会（KAPID)
京セラSOC
京都光技術研究会

さ

た

な
は

グラビトン
クロマテクノロジジャパン
santec
GEE
シナジーオプトシステムズ
スペースフォトン/物質材料研究機構
テラヘルツテクノロジーフォーラム
徳島大学ポストＬＥＤフォトニクス研究所
トプティカフォトニクス
長岡技術科学大学
日東光器
浜松地域イノベーション推進機構
フォトンバレーセンター
アドバンスコンポジット
イメージテック

（50音順）

スカイロジック
ソフトワークス
ユニオプト
光産業技術振興協会（OITDA)
光電子融合基盤技術研究所（PETRA)
光パスコミュニケーションズ
ファームロイド
フォトテクニカ
ま 丸文（●)
ら リーグソリューションズ
レーザ協会
Laser Focus World Japan
理化学研究所

MEMSセンシング＆ネットワークシステム展
海
CEA-Leti
外
あ エーシングテクノロジーズ
SPPテクノロジーズ
SPTSテクノロジーズ
SPTマイクロテクノロジーズ
か 技術研究組合NMEMS技術機構（LbSS）
グローバルネット
計測エンジニアリングシステム
コシブ精密

さ 才
産業技術総合研究所 九州センター
ミニマルIoTデバイス実証ラボ
産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター
三明
次世代センサ協議会
シチズンファインデバイス
センサ＆ＩｏＴコンソーシアム
た 大日本印刷
田口電機工業

テラヘルツテクノロジーフォーラム テラヘルツビジネスセミナー

（50音順）

東京都立大学
東北大学マイクロシステム融合研究開発センター
MEMSパークコンソーシアム
は ハイソル
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細加工プラットフォーム（●)
ま マイクロマシンセンター
ミライズテクノロジーズ
ら ラムリサーチ（●)

会議棟７階



701＋702会議室

事前登録制

聴講無料

※当日に予稿集の販売します

12/9（水） テラヘルツ応用の概観と展望
理化学研究所 チームリーダー

13：00〜16：30

大谷 知行 氏

Beyond 5G
（6G）
ではどのような技術の実現が期待されているのか？～テラヘルツ無線の可能性～
寳迫 巌 氏

情報通信研究機構 センター長

テラヘルツ通信の長距離化とその応用
早稲田大学 教授

川西 哲也 氏

300GHz帯CMOSトランシーバと6Gに向けた超高速無線通信の展望
広島大学 教授

藤島 実 氏

テラヘルツ波を用いた半導体解析システムの紹介
アドバンテスト エキスパートエンジニア

加藤 英志 氏

量子科学技術研究開発機構 上席研究員

坪内 雅明 氏

テラヘルツ光による水中光音響波の発生 ～水中の物質を非接触で観測・操作する技術を目指して～
パッシブTHz近接場顕微技術による熱のナノスケール検出
東京大学 准教授

梶原 優介 氏

テラヘルツウォークスルーボディースキャナーの開発
理化学研究所 チームリーダー

まとめ

情報通信研究機構 企画室長

大谷 知行 氏

齋藤 伸吾 氏

出展者プレゼンテーション
12/9（水）
12/10（木）

10:30-11:15



PCR検査用蛍光フィルターの紹介
クロマテクノロジジャパン ゼネラルマネジャー

12/11（金）

聴講無料

入場自由

聴講無料

植田 憲一 氏

奥川 久 氏

注目される光技術セミナー
12/10（木）

入場自由

「光極限」公開シンポジウム（12/10）
～極限的な分光計測から最先端のイメージング技術やアプリケーション～ の紹介
電気通信大学 名誉教授 科学技術振興機構 さきがけ「光極限」領域 研究総括

14:30-15:00

展示会場内 プレゼンテーション会場



展示会場内 プレゼンテーション会場

15:20-15:50

「世界初のレンズ角度計LEAGを用いた高精度マーカの開発と応用
～あらゆるカメラで3次元位置・姿勢計測を～」

16:10-16:40

「視線による文字入力の開発で見えたアイトラッカーの可能性」

12:40-13:10

「非圧縮光信号の光ネットワーク伝送による超高精細映像のゼロ遅延配信技術」

15:10-15:40

「次世代車載表示器のための偏光特性を考慮した光散乱測定器」

リーグソリューションズ 技術顧問
オレンジアーチ 代表取締役

光パスコミュニケーションズ
GEE 代表取締役社長

田中 秀幸 氏

本山 功 氏
取締役

小川 太郎 氏

蒲原 正広 氏

リアルとオンラインのハイブリッド展示会開催
商談の参加方法はあなた次第！
リアルでもオンラインでも、
まずWEBにて来場登録をお願いします

来場登録で
できること

ご利用は簡単
� STEP
�

※本展は完全WEB来場登録制です

●資料ダウンロード ●動画視聴 ●オンライン商談（会期中のみ） ●セミナー聴講登録
●事前商談アポイント設定（レコメンド機能・メッセージ送信・スケジュール管理） ※セミナーアーカイブ配信 別途有料（１/��-��）

オンラインサービスがあなたの情報収集・商談活動を強くサポートします！

WEB来場・
課題を登録

�

あなたの所属や氏名のほか、解決したい
課題や入手したい製品・技術情報を登録。
登録した情報に基づいて出展者からご提
案メッセージを受信できるようになります。

出展者情報を検索・
メッセージ送信

��月下旬より公開される出展者情報か
ら自社の課題や製品・技術情報を検索。
気 になる出 展 者 には 、ご自 身からメッ
セージ送信が可能です。

�

アポイント日時の
設定

メッセージを通じてアポイントが成立す
ると、オンライン上で自動的に日時をアレ
ンジします。
当日はブースまたはテレビ会
議システムを通じて商談いただけます。

ニューノーマル時代を切り拓く最新テクノロジーが集結。
DX
�G

センシング

New Normal,
New Technology.

抗菌・抗ウイルス

脱炭素・環境対応
軽量化

全��展 相互入場可能
会議棟

次世代電池

東京ビッグサイト 西ホール �F

東京ビッグサイト
西ホール �F

会議棟

OITDAシンポジウム
MMCセミナー
● nano week ���� / 特別シンポジウム
● interOpto/LED JAPAN/Imaging Japan 各主催セミナー
● MEMSセンシング＆ネットワークシステム展主催セミナー
● SURTECH主催セミナー
● TCT Japan主催セミナー
● コンバーティングテクノロジー総合展主催セミナー
● ENEX×DER Japan×再生可能エネルギー世界展示会
＆フォーラム主催セミナー
● Aqua Week
●
●

本展では、コロナ対策を
徹底の上、開催いたします

マスクの着用

至 エントランス

最寄駅

検温の実施

りんかい線 : 国際展示場駅 徒歩�分 / ゆりかもめ : 東京ビッグサイト駅 徒歩�分

手指消毒

ソーシャル
ディスタンス

オンライン
ツールの活用

※会場にお越しの際は必ずマスクの着用を
お願いします。会期当日に体調不良の方
はご来場をお控えください。

