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前回開催レポート
サーマルテクノロジー 2015
第 3回工業炉・関連機器展＆シンポジウム

会　　期：2015年 10月 29日（木）- 30日（金）
会　　場：新大阪ワシントンホテルプラザ＆イベントホール「レ ルミエール」
出展者数：47社（57小間）
来場者数：988名

10月 29日（木）- 30日（金）10:00 - 13:50：全 14枠

アズビル（株）/ Ipsen（株）/ AGCセラミックス（株） /大阪ガス（株）/オリエンタルエンヂニアリング（株）/
CAL GAVIN JAPAN -日鉄住金物産マテックス（株）/（株）ケー・ブラッシュ商会 /大同特殊鋼（株）/
中外炉工業（株）/東洋炭素（株）/トクデン（株）/パーカー熱処理工業（株）/三浦工業（株）

10月 30日（金）14:00 - 16:50

第１部「高度化した自動車部品を支える熱処理技術の進化」
アイシン・エィ・ダブリュ（株） 執行役員 生産技術本部 副本部長　大林 巧治
第２部「自動車の環境・エネルギー技術に関する将来展望」
早稲田大学理工学術院 教授　大聖 泰弘

10月 29日（木）14:00 - 16:50

基調講演「戦後 70年の歩みと海外展開」
（株）東研サーモテック 代表取締役社長　川嵜 修
パネルディスカッション「海外展開について～課題と対応～」
ファシリテーター 経済産業省製造産業局 素形材産業室長 遠山 　毅
パネリスト （株）東研サーモテック 代表取締役社長 川嵜 　修
 三建産業（株） 代表取締役会長 万代 　峻
 東洋炉工業（株） 代表取締役社長 天野 博之
 （株）ナリタテクノ 代表取締役 成田 春樹
 中外炉工業（株） 常務執行役員 藤田 和久

講演会

基調講演・パネルディスカッション

製品・技術発表会

2019年10月17日（木）－ 18日（金）
グランフロント大阪 北館
ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

主催：一般社団法人日本工業炉協会
オーガナイザー：メッセフランクフルト ジャパン株式会社
www.thermaltechnology-expo.com

出展のご案内

サーマルテクノロジー2019
第4回 工業炉・関連機器展＆シンポジウム

工業炉と関連機器の製品・技術展示会および
セミナー発表と講演会で構成する
関西からの情報発信イベント



● 各種工業炉
● 環境関連設備
● 省エネルギー関連設備・技術、
　リサイクル関連設備
● 燃焼機器、発熱体
● 耐火物、耐熱鋼
● 計測・制御機器、搬送装置

● 表面加工処理技術、機器
● 遠赤外線関連機器
● 電熱関連機器、発電・電源装置、
　熱・熱流解析機器
● ボイラー・暖房機器
● 各種熱・冷熱関連機器、応用機器、
　冷熱技術、サービス

● 廃棄物関連設備、技術
● IT関連
● エネルギー供給機器（油・ガス・電力）
● 各種研究機関・大学
● その他関連製品・サービス

国内外の
● 鉄鋼、非鉄金属、鋳鍛造、熱処理、窯業
● 輸送機器、半導体、機械、化学
● 環境関連

● 廃棄物処理関連
● エネルギー供給関連
● 食品、塗装、製材、薬品等熱利用
● 電機・電子等

● 大学研究機関の研究者
● 官庁・地方自治体関係者
● 大学・高専・高校の教職員、学生
● その他関連業種

後援（予定）
経済産業省／大阪府／大阪市／大阪府商工会議所連合会（順不同）

協賛（予定）：（公財）日本小型貫流ボイラー協会／（一財）エンジニアリング協会／（一財）コージェネレーション・エネルギー高度利用センター／（一財）
省エネルギーセンター／（一財）素形材センター／（公社）日本金属学会／（公社）日本セラミックス協会／（一社）遠赤外線協会／（一社）電気学会／（一社）
電子情報技術産業協会／（一社）日本アルミニウム協会／（一社）日本エネルギー学会／（一社）日本エレクトロヒートセンター／（一社）日本ガス協会／（一社）
日本機械学会／（一社）日本機械工業連合会／（一社）日本建設機械工業会／（一社）日本産業機械工業会／（一社）日本真空学会／（一社）日本ダイ
カスト協会／（一社）日本鍛圧機械工業会／（一社）日本鍛造協会／（一社）日本鋳造協会／（一社）日本鋳鍛鋼会／（一社）日本鉄鋼協会／（一社）
日本鉄鋼連盟／（一社）日本電気計測器工業会／（一社）日本電機工業会／（一社）日本熱処理技術協会／（一社）日本燃焼学会／（一社）日本ボイラ協会／（一
社）日本冷凍空調工業会／（一社）日本ロボット工業会／ジャパンフレームリサーチコミッティ／石油連盟／耐火物技術協会／耐火物協会／ 電気事業連合会
／日本金属熱処理工業会／（一社）日本真空工業会／日本暖房機器工業会／日本バーナ研究会／ 日本粉末冶金工業会／日本築炉協会（順不同）

名　　　称 サーマルテクノロジー 2019　第 4回工業炉・関連機器展＆シンポジウム

会　　　期 2019年 10月 17日（木）10:00 - 17:00
10月 18日（金）10:00 - 17:00

会　　　場 グランフロント大阪 北館 B2F
 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター（〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1）

出展者数（予定） 80社（2015年実績 47社）

来場者数（予定） 1,200名（2015年実績 988名）

併催イベント 製品・技術発表会、基調講演／特別講演

主　　　催 一般社団法人日本工業炉協会

オーガナイザー メッセフランクフルト ジャパン株式会社

入　場　料 無料（招待状持参者、Web事前登録者、または当日登録者のみ）

製品・技術発表会 イメージ

※お申込みは出展者に限らせていただきます。
※出展申込書受領後に製品・技術発表会の申込書をお送りいたします。
　詳細は事務局へお問い合せください。

サーマルテクノロジー会場内にて行われる「製品・技術発表会」は、潜在顧客に直接貴社の製品や技術
を説明できる絶好のチャンスです。
展示会招待状やオフィシャルウェブサイトでも各プログラムを告知してまいります。
展示ブースとあわせて、貴社製品の PRの場として是非ご活用ください。

2018年
10月下旬……………出展者募集開始

2019年
4月 30日（火）……出展申込締切日
6月 …………………出展マニュアル送付
10月 16日（水）……搬入日

10月 18日（金）……展示会終了次第、搬出

出展ブースイメージ（1小間）
※仕様は変更となる場合がございます。詳細は事務局にお問合せください。

出展料金（1小間あたり）

右記ブースに含まれるもの

一般社団法人日本工業炉協会会員
￥170,000（消費税別）
一般関連企業
￥220,000（消費税別）
※1小間＝6㎡：間口 3m× 奥行 2m

カーペット（会場備え付け）、パラペット、社名板（社名、小
間番号）、折りたたみ椅子（2脚）、長テーブル（1台）、スポッ
トライト（100W）x2、2口コンセント（100V / 800W）x1、
パネルフック、施工・撤去・資材運搬費、電気幹線工事・小
間内結線工事、電気使用料金（※100V / 800Wまで。設定
容量超過分は費用が別途発生いたします。）

会　　場

基本設備

料　　金

会場内専用ルーム（定員約 60名、スクール形式）

パソコン用プロジェクター＆スクリーン、マイク（2本）、レーザーポインター
（1本）、演台、マイク用スピーカー、受付カウンター＆折りたたみ椅子（1脚）、
聴講者用折りたたみ椅子（60脚）、長テーブル（1台）
※接続用のパソコンやその他の備品は出展者にてご用意ください。

開 催 日 10月 17日（木）- 18日（金）
1枠 50分　※スケジュールは事務局までお問合せください。

1枠あたり
一般社団法人日本工業炉協会会員 ￥80,000（消費税別）
一般関連企業 ￥120,000（消費税別）

開催概要

ご挨拶

出展対象

来場対象

後援 / 協賛

出展料金

製品・技術発表会

出展までのスケジュール

10月 17日（木）- 18日（金）会期

展示会場

“JR大阪駅北口直結 ”
展示会場とカンファレン
スルームを備えたコンベ
ンション施設

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　本イベントは出展各社のビジネスチャンスの拡大及び工業炉に関わる技術の普及・啓蒙の場として貢献
することを目的として 2007年より開催しております。
　2011年の第 2回開催までは、弊協会の賛助会員が主体の展示会としておりましたが、前回 2015年
からは正会員の出展も増やし、自社製品をアピールする場として製品・技術発表会、製品・カタログ展示
ならびにシンポジウムを併催した複合イベントとして開催して参りました。
　今回は、活気ある関西の表玄関である大阪駅に隣接するグランフロント大阪を会場とし、開催規模も
拡大して開催する運びとなりました。
　来場者誘致にも今まで以上に力を入れて参りますので、本イベント開催の趣旨にご理解とご賛同を賜り、
皆様の積極的なご参加とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2018年 10月

一般社団法人日本工業炉協会 会長     小林  太郎

グランフロント大阪 北館 B2F
ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター
（〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1）
JR「大阪駅」・地下鉄御堂筋線
「梅田駅」・阪急「梅田駅」
より徒歩 3分

サーマルテクノロジー2019


