平成３０年５月吉日
各位
第１３回エレクトロヒートシンポジウム
http://www.jeh-center.org/13thEHsympo.html
開催のご案内および技術展示出展者の募集
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当センター事業活動にご理解とご協力を賜り
厚く御礼申し上げます。
さて、このたび下記により第 13 回エレクトロヒートシンポジウムを開催いたしますので、ご案内申し上げます。
今回のシンポジウムでも、技術発表等の講演に加えて、「技術展示」を実施いたします。「技術展示」は、皆さ
まの技術・商品を展示いただき、会員のみならず、一般エレクトロヒートシステムユーザー、学協会の方々など
を含む参加者の皆さまと技術交流を図っていただく事を目的としております。
好評をいただいています技術展示は、第 13 回のシンポジウムでも、前回と同規模の小間を募集します。
会員内外の皆様との情報交換の場として活用いただきたく、多数の皆さまのご参加をお待ちしております。
敬具
開催ご案内
１． 開催概要
日 時：平成３０年１１月７日（水）１０：００～１７：００（予定)
(技術展示は９：３０～１７：００を予定；時間帯を拡張)
会 場：大田区産業プラザ PiO 大展示ホール（東京都大田区南蒲田 1-20-20）
２． プログラム

・基調講演

・技術発表

・技術展示（約６０小間）

３．特徴

・会員外にも開かれたオープンなシンポジウムを継続します。
・日刊工業新聞社の協力により、関係業界や業際関係の方々等に広く参加を呼びか
けます（昨年参加者実績；約１０００名）。
・技術展示は、前回と同様の規模を募集します。様々な業種・業態の方々との協業を
推進していただける場としてご活用いただけます。

４．共催
日刊工業新聞社
後援（第 12 回実績） 経済産業省、環境省、（公財）大田区産業振興会館
協賛（第 12 回実績） （一社）エネルギー・資源学会、（一社）遠赤外線協会、（公社）化学工学会、（一財）省エネルギーセンター、
（一財）素形材センター、（一社）電気学会、（一社）電気情報技術産業協会、（一財）電力中央研究所、
（一社）日本印刷産業連合会、（一社）日本機械工業連合会、（公社）日本技術士会、（一社）日本工業炉協会、
（一社）日本工作機械工業会、（一社）日本産業機械工業会、（一社）日本自動車部品工業会、
（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）日本厨房工業会、
（一社）日本電気協会、（一社）日本電気工業会、（特非）日本電磁波エネルギー応用学会、
（公社）日本冷凍空調学会、（一社）日本冷凍空調工業会、（一社）農業電化協会、
（一財）ヒートポンプ・蓄熱センター

５．参加者実績

トヨタ、本田技研工業、カルソニックカンセイ、ＩＨＩ、ＬＩＸＩＬ、リンテック、ウシオ電機、ノ
リタケ、へレウス、日本発条、三井製糖、三菱瓦斯化学、ユニバーサル製缶、ユニリーバ、旭硝子、
旭化成、岩井機械工業、京セラ、三菱化工機、新日本化学工業、新日鐵住金、大日本印刷、第一三
共、三菱化学エンジ、東レエンジ、味の素エンジ、新興プランテック ほかのメーカ／エンジニア
リング会社の皆様、金融会社、経済産業省、環境省、NEDO 他官庁／研究機関の皆様、他多様な業界、
業種、機関の皆様がご参加されました。

６．参加申し込み

事前登録が必要です。下記 URL からお申込み下さい。
https://e4023.secure.jp/~e4023113/13thsympo.html
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技術展示出展者募集――詳細は「技術展示出展者募集要項」による
募集概要
募集小間数：約６０小間
出展小間料金：会員 ５０,０００円（1 小間）、会員以外 １００,０００円（1 小間）
（複数小間申し込みもできます。詳細は「募集要項」をごらんください）
申込締切：平成３０年８月末日
（＊税込料金）
出展者サポート
＜事前＞；
（参加者動員と広告宣伝）
・センターホームページでの開催案内などで出展者名を宣伝します。
・参加者動員のために出展者から広く配布していただける招待状をお送りします。
＜当日＞；
・シンポジウム参加者全員に配付する「資料集」に、展示内容／出展者を広告宣伝
するページを設けます(各出展者 A４×１ページ)。

会場案内
大田区産業プラザ PiO 大展示ホール （東京都大田区南蒲田 1-20-20）
（京急線京急蒲田駅東口 徒歩 3 分
JR 蒲田駅東口 徒歩 13 分）
http://www.pio-ota.net/

お問い合わせ先
一般社団法人日本エレクトロヒートセンター（JAPAN ELECTRO- HEAT CENTER）
第 13 回エレクトロヒートシンポジウム事務局
〒103-0012 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 日本橋大富ビル 6 階
TEL：03-5642-1733 FAX：03-5642-1734 E-mail：sympo@jeh-center.org
URL：http://www.jeh-center.org/
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技術展示出展者募集要項
１．会場
大田区産業プラザ PiO 大展示ホール（東京都大田区南蒲田 1-20-20）
２．技術展示開設時間帯
9 時 30 分～17 時（予定）
。12 時～13 時 30 分は技術展示のみの時間帯になる予定です。
３．出展スペース、貸出備品等（参考資料参照）－詳細は別途「出展要領」でご案内します
○大展示ホールを、講演エリアと技術展示エリアに分けて展示し、講演中も展示を開設いただけ
ます。
○1 小間の寸法は、間口 3m×奥行 2m、面積は 6m2 とする予定です。
○小間背面および両側面にはシステムパネルを設置し、隣接小間との区切りとします。
（システム
パネルにはポスター類の貼付が可能です）
○小間の使い方は、小間スペース内に収まる限り出展者のご自由です（パネル掲示、パンフレッ
ト類の設置、小型製品／製品モデルの展示、モニターやプロジェクター利用 等）
○100V×1000W 電源はご希望により標準敷設。
○3Φ200V 電源、上水の給排水口を用意できます(有償)。その他の備品（パネルスタンド、カタ
ログスタンド等）の賃貸も含め、
「出展要領」でご案内します。
４．出展小間料金
○１者あたり最大３小間までの申込とさせていただきます
○ご出展料金表（税込）
区分
1 小間お申込み
2 小間お申込み
（間口 3m×奥行 2m）

会員
非会員

（間口 6m×奥行 2m）

50,000 円
100,000 円

3 小間お申込み
（間口 9m×奥行 2m）

90,000 円
180,000 円

130,000 円
260,000 円

５．申し込み方法
○本書末尾の
「第 13 回エレクトロヒートシンポジウム 技術展示出展申込書」
に必要事項を記入し、
E－mail または FAX にてお申込み下さい。
６．スケジュール
○申込〆切・請求書発送
○紹介冊子の原稿〆切

8 月末日
（但し、展示エリアが一杯になり次第締め切らせていただきます）
10 月中旬

７．その他
○小間配置のご希望には原則としてお応えできません。ご容赦下さい。

以上
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（参考資料）
１．昨年度第１２回実施状況

＜講演、展示会場風景＞

講演会場の風景
実機、モデル展示の小間

展示場通路のにぎわい

説明員に聞き入る参加者

＜これまでのご出展者の声＞
・商談まではゆかないが、電気加熱で何とかできないかとの問合せがあった。
・引合い案件があり、また同業と協業の話も進んだ。
・2～3 件（商談を）いただきました。
・数社様から後日個別の面談の約束をいただきました。
・顧客案件の仕様に対し同業との協業の検討が進みそうな話ができた。
・今年も 1000 名近い方が来場されたとのこと。ありがとうございました。

２．今年度第１３回の１小間の平面図（予定）

昨年とほぼ同様に、大ホールの中の約２５m×６０m のエリアに約６０コマを
配置する予定です。
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３．ご出展者編アンケート実施結果（抜粋）
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４．これまで（第８～１２回）の技術展示者実績（順不同、敬称略）
【抵抗加熱、計測制御関連】
○クアーズテック株式会社
○株式会社サーマル
○サンドビック株式会社
○大同特殊鋼株式会社
○株式会社テクノカシワ
○株式会社八光電機
○理化工業株式会社
○株式会社リケン環境システム
○株式会社デンソー
○日本電熱株式会社
○株式会社ヤマト
○株式会社アフィット
【遠赤外線加熱関連】
○ササキテック株式会社
○TPR 熱学株式会社
○メトロ電気工業株式会社
○株式会社ワイエイシイデンコー
○一般社団法人遠赤外線協会
【電化厨房関連】
○株式会社 AIHO
○株式会社中西製作所
○ニチワ電機株式会社
○日本調理器株式会社
○福島工業株式会社
○株式会社フジマック
○ホシザキ電機株式会社
○株式会社マルゼン
○三和厨理工業株式会社
【ヒートポンプ関連】
○MDI 株式会社
○荏原冷熱システム株式会社
○オルガノ株式会社
○木村化工機株式会社
○株式会社クロセ
○株式会社神戸製鋼所
○株式会社ササクラ
○昭和鉄工株式会社
○JFE エンジニアリング株式会社
○ゼネラルヒートポンプ工業株式会社
○ダイキン工業株式会社
○東芝キヤリア株式会社
○日本 BAC 株式会社
○日立アプライアンス株式会社
○株式会社前川製作所
○三菱重工業株式会社
○三菱電機株式会社
○サイエンス株式会社
○富士電機株式会社
○日本電技株式会社
【誘導加熱、電磁波加熱関連】
○北芝電機株式会
○高周波工業株式会社
○高周波熱錬株式会社
○三井 E&S パワーシステムズ株式会社
○第一高周波工業株式会社
○トクデン株式会社
○富士電機株式会社
○富士電子工業株式会社
○タツタ電線株式会社
○島田理化工業株式会社
○株式会社タイチク
○株式会社ダイヘン
○四国計測工業株式会社
○三菱電機株式会社
【電源、エネマネ関連他】
○日新電機株式会
○株式会社日立製作所 ○株式会社日立プラントサービス
○CONNEX SYSTEMS 株式会社
【大学、研究所、団体他】
○国士舘大学
○東京都市大学
○一般財団法人省エネルギーセンター
○一般財団法人電力中央研究所
○一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
○一般社団法人遠赤外線協会
○東京電力株式会社
○中部電力株式会社
○九州電力株式会社
○三菱 UFJ リース株式会社
○三菱 UFJ 銀行
○三井住友ファイナンス＆リース株式会社
○日刊工業新聞社
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一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター
第１３回エレクトロヒートシンポジウム事務局 宛
FAX：03-5642-1734
e-mail：sympo@jeh-center.org

第１３回エレクトロヒートシンポジウム
技術展示出展申込書

貴社名

会員区分

貴団体名

会員

会員以外

抵抗加熱

ｱｰｸ･プラズマ加熱

誘導加熱

電磁波加熱

遠赤外線加熱

ヒートポンプ

電化厨房

その他

＊1
〒

住所

関連技術
分野
＊1

所属
役職

申込小間数

担当者様

「

＊2

氏名

」小間

様

電話
FAX
e-mail
必要機材、電源、水等の概略

＊1 右欄の何れかに○を付して下さい
＊2「 」内にご希望数をご記入下さい。
料金はご出展料金表をご参照下さい。

（準備の参考にします。概略の計画をご記入ください。申込ではございません。
）

○ご出展料金表（税込）
区分
1 小間お申込み
（間口 3m×奥行 2m）

会員
非会員

2 小間お申込み

3 小間お申込み

（間口 6m×奥行 2m）

（間口 9m×奥行 2m）

50,000 円
100,000 円

90,000 円
180,000 円

130,000 円
260,000 円

・必要事項をご記入の上、e-mail または FAX にてお申し込みください。
・出展申込受付完了後、請求書をお送りします。
・申込〆切は、平成 30 年 8 月末日
（ただし、定数に達した場合〆切前でもお断りすることがございます）
一般社団法人日本エレクトロヒートセンター
第 13 回エレクトロヒートシンポジウム事務局
〒103-0012 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 日本橋大富ビル 6F
TEL：03-5642-1733、FAX：03-5642-1734、e-mail：sympo@jeh-center.org
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