
お問合せ・お申し込み先
兵庫県立大学 産学連携･研究推進機構
金属新素材研究センター 担当：東間
兵庫県姫路市書写2167 姫路工学キャンパス
TEL：079-269-8774 FAX：079-269-8775
e-mail：kinzoku@eng.u-hyogo.ac.jp

ひょうごメタルベルトコンソーシアム会員相互に、各会員の事業･活動内容や得意技術、重点施策等をアピールする
ことで、情報交流･意見交換を促進し、ビジネスチャンスの拡大を図るとともに今後の共同取組の契機とすることを
目的にしています。ニーズ･シーズマッチングの一環と位置付けておりその第1弾の発表会開催です。
発表応募は会員限定でしたが、発表会参加は、会員の皆様の他、会員からの紹介者も参加頂けます。

参加申し込みは
e-mailで
お願いします。
＜申込受付期間＞
6/18 (木) ～7/6 (月)

参加

無料

シーズ発表会2020
Web会議システム利用でのオンライン開催

金属新素材研究センター 兵庫県立大学・兵庫県立工業技術センター

ニーズ･シーズマッチング
第１弾

【受付】 13:00～ インターネット接続済みパソコン等を準備の上、「招待状」にて接続し参加ください。
接続し「会議に参加」で受付完了です。

14:00 開会挨拶 コンソーシアム副委員長 長野 寛之

14:10 ［第一部］ 特別講演
「３Ｄプリンティングの業界地図と歩き方」
イントリックス株式会社 シェアラボ編集室 編集長 伊藤 正敏 様

15:00 休憩

15:10 ［第二部:前半］ シーズ発表 Ａコース発表(5件)
A-1 大阪アサヒ商事株式会社 ------- 北畠 洋 様
A-2 日本アエロジル株式会社 ------- 石黒 慶 様
A-3 日新技研株式会社 ----------- 石川 光義 様
A-4 金属技研株式会社------------ 米本 朋弘 様
A-5 伊福精密株式会社 ----------- 杭田 真梨子 様

15:45 休憩

15:50 ［第二部:後半］ シーズ発表 Ａコース発表(4件)
A-6 株式会社神戸工業試験場 -------岡田 昌実 様
A-7 ＭＨＰＳエンジニアリング株式会社 -- 重本 勝久 様
A-8 株式会社カワニシホールディングス-- 本田 佳範 様
A-9 兵庫県立工業技術センター ------吉岡 淳也 様

16:20 閉会挨拶 コンソーシアム副委員長 長野 寛之

16:30 終了（退室）

［申込書式］
送信先：kinzoku@eng.u-hyogo.ac.jp

メール件名：[企業名等]シーズ発表会参加申込
メール本文：参加者氏名、e-mailアドレス
企業団体等の組織名、所属部門名
事前接続のお試し希望の有無、問い合わせ等

Web会議システムに必要な準備
✓ インターネット接続されたパソコン（スマートホン、タブレット可）
聴講のみの方：スピーカ･ディスプレイのみでOK(ﾏｲｸ･カメラ不要)

✓ 招待状のメール受信可能なメールアドレスが参加申込に必要
✓ 使用会議システム：Cisco Webex meeting(事前準備不要)



ひょうごメタルベルトコンソーシアム
シーズ発表会２０２０

講演・発表・出展テーマの一覧

ニーズ・シーズマッチング
第1弾

【特別講演】 テーマ 概要

イントリックス(株)
シェアラボ編集部
伊藤 正敏 様

３Dプリンティングの業界地図と歩き方
コロナで大きく注目を集めた３Dプリンターですが、どんな企業が何をやって
いるのか。どんな装置があるのか、どんな取り組み方があるのかなど、
わかりやすく解説します。

【Aコース発表】 Webオンライン発表＋pdf資料

順番 発表 テーマ 概要
A-1 大阪アサヒ商事(株)

北畠 洋 様
Ｔｉ、Ｚｒ等活性金属の小ロットでの合
金試作

ＩＳＭ炉、ＰＡＭ、ＶＩＦによる合金試作及びアサヒメタルグループの紹介
（原料調達～分析）

A-2 日本アエロジル(株)
石黒 慶 様

ミクロの魔法使い 超微粒子シリカ
（AEROSILR）製品のご紹介

超微粒子シリカがもたらす流動性向上、チキソトロピー性の付与、
補強効果等のご紹介

A-3 日新技研(株)
石川 光義 様

金属粉末作製装置のご紹介 各種アトマイズ装置のご紹介

A-4 金属技研(株)
米本 朋弘 様

金属積層造形への取り組み ①会社概要 ②金属積層造形への取り組み ③金属技研にできること

A-5 伊福精密(株)
杭田 真梨子 様

金属3Dプリンターでの試作事例とデジ
タル倉庫サービスについて

当社で受注した3D金属プリンターを使った試作製品事例と
デジタル倉庫サービス(2020年5月特許認定)のご紹介

A-6 (株)神戸工業試験場
岡田 昌実 様

造形品の品質向上を支援します 当社の業務紹介と３Dプリンタ材の品質評価の例

A-7
MHPSエンジニアリング(株)
重本 勝久 様

3D 設計において品質を確保する手
法

3D プリンタの造形に自由は多い分、3D 設計において品質保証が欠かせ
ない。設計の自動化も含め、3D モデルの品質を確保する取り組みについ
て紹介する。

A-8

(株)カワニシホールディングス
本田 佳範 様

医療機器販売業の立場で取り組む医
工連携

医療機器にも鉗子やメスといった一般的なものから人工関節の様な高機
能なものまで金属を用いたものが沢山ある。医療や福祉の現場で役立つも
ので我々でも開発可能なものの具体例とニーズ例を挙げさせて頂き医療機
器開発の機運を高めたい。

A-9 兵庫県立工業技術センター
吉岡 淳也 様

トポロジー最適化を用いた手工具の軽
量化設計

手工具に対してトポロジー最適化を適用し、
最適化形状を従来形状と比較する。

【Cコース出展】 pdf資料

順番 出展 テーマ 概要
C-1

山陽特殊製鋼(株) ３Dプリンタ用銅合金粉末の開発 造形後の導伝性が純銅の約9割を示す銅合金粉末の紹介

C-2
福田金属箔粉工業(株) 金属３Dプリンタに適した金属粉末 金属粉末の特性と造形事例のご紹介

C-3
(株)松浦機械製作所 想像を超える創造力 世界初のハイブリッド金属3Dプリンタ“LUMEX Avance-25”の紹介

C-4
多田電機(株)

国産初の電子ビーム金属３Dプリンタ
のご紹介

電子ビーム金属３Dプリンタの特徴、メリットと適用分野

C-5

虹技(株)
金属3D プリンタによる積層造形技術
開発に関する当社の進め方

弊社は昨年、金属3D プリンタを導入しました。まだ手掛け始めたばかりで
すので、弊社の紹介を含め、積層造形技術開発の進め方について報告い
たします。

C-6 (株)金属積層造形サポート
システム

AM用データベースシステムの紹介
ＡＭ用データシステム(Ｂａｍｂｉ)の概要と
クラウドによる熱変形シミュレーションサービスを紹介

C-7 一般財団法人
近畿高エネルギー加工技術
研究所(AMPI)

(一財）近畿高エネルギー加工技術研
究所における技術支援事業の紹介

(一財）近畿高エネルギー加工技術研究所における技術支援事業(機器利
用・依頼試験・機器講習会)、阪神南リーディングテクノロジー事業などにつ
いて紹介します。

C-8 公益財団法人
ひょうご科学技術協会

ひょうご科学技術協会のご紹介
産業支援機関として(公財)ひょうご科学技術協会の取り組みなどを
紹介します。

C-9 公益社団法人
兵庫工業会

課題解決支援事業 企業が抱えている悩み、課題・問題についての解決策のサポート

C-10

特別出展
姫路市

姫路市
金属３Dプリンタ活用促進<補助金>
募集

姫路市では、市内中小企業の技術の向上・開発、技術者の育成を促進す
るため、金属3Dプリンタを利用された場合、その経費の一部を助成していま
す。この機会にぜひ、金属3Ｄプリンタを活用し、新たな分野への進出を目
指してください。

C-11
金属新素材研究センター

金属３Dプリンタを使った基礎講習か
ら応用演習

ひょうごメタルベルトコンソーシアムの拠点として各種企画を立案し実施し
ています。


