
開催報告書
2018. 2.14 wed. – 2.16 Fri.

主 催 ：一般社団法人表面技術協会・日本鍍金材料協同組合

東京ビッグサイト 東4ホール＆会議棟



名 称 ： SURTECH2018 表面技術要素展
日 時 ： 2018年2月14日（水）～ 16日（金）10:00～17:00
会 場 ： 東京ビッグサイト東4ホール
主 催 ： 一般社団法人表面技術協会、日本鍍金材料協同組合、株式会社JTBコミュニケーションデザイン
後 援： 一般社団法人日本表面処理機材工業会／全国鍍金工業組合連合会
特別協力： 材料技術研究協会／日本塗装機械工業会／日本塗装技術協会／

一般社団法人日本熱処理技術協会

展示会概要
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併催企画・行事

◆第28回表団協セミナー
自動車車体材料と表面処理（Ⅱ）－自動車の軽量化と環境対応を中心に－

◆表面技術協会 部会講演

◆日本表面処理機材工業会講演

◆特別企画コンセプトゾーン
「ものづくり」の基礎技術である表面技術をリードしているめっき企業が多数出展し、“日本の表面技術の今” が
わかるコンセプトゾーン。関東学院大学・千葉工業大学によるウエットおよびドライプロセスのめっき実演を実施。

◆機材工ブース
特別企画展示：“災害の影響を受けにくい・自ら災害を起こさない設備”

◆日本鍍金材料協同組合 プレゼントコーナー
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開催規模

開催規模（同時開催展含む）

来場者数（同時開催展含む）

出展者数 小間数

全体規模 1,431
社・団体

2,122
小間

SURTECH 88社・団体 133小間



実施プログラム：ASTEC表面技術会議、出展者プレゼンテーション

会場レイアウト

ASTEC/SURTECHセミナー会場SURTECHコンセプトゾーン

千葉工業大学、関東学院大学によるめっき実演コーナー 実施プログラム：主催者企画セミナー、出展者プレゼンテーション
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シーズ＆ニーズセミナー A会場

実施プログラム：出展者プレゼンテーション
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パネルディスカッション
「トライボロジーにおけるオープンイノベーションの課題と将来」



出展者一覧
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【日 時】 2018年2月16日（金）
【会 場】 東京ビッグサイト 東4ホール会場内 ASTEC/SURTECHセミナー会場
【参加方法】 登録不要、無料 ※希望者は別途テキスト代3,000円

第28回表団協セミナー
自動車車体材料と表面処理（Ⅱ）－自動車の軽量化と環境対応を中心に－

セミナー・カンファレンス
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13:00 ~ 13:50
「自動車における異種材料の接合」
大阪大学名誉教授 中田 一博氏

14:00 ~ 14:50
「自動車におけるCFRP技術の現状と展望」
金沢工業大学 影山 裕史氏

15:00 ~ 15:30
「自動車車体材料と塗装前処理」
日本パーカライジング 鈴木 普之氏

15:40~16:30
「自動車の表面処理技術 ～6価クロムレス、熱マネ技術を中心に～」
トヨタ自動車株式会社 別所 毅 氏

2月14日（水）
13:30 ~ 16:30

【技術委員会主催】
『表面処理の世界を拓く 新製品・新技術発表講演大会』

参加費無料
講演要旨集2,000円

2月15日（木）
13:20 ~ 16:50

【環境対策委員会主催】 環境セミナー
『表面処理排水の変遷と環境対応技術・海外の規制動向』

参加費3,000円
（講演テキスト代含む）

2月16日（金）
13:30 ~ 16:40

【青年会主催】 ～なぜなぜシリーズ第12弾～
今さら聞けない！！めっきの基礎・装置の基礎

参加費6,000円
（5,000円/2人目以降）

日本表面処理機材工業会 講演

【日 時】 2018年2月14日（水）～16日（金）
【会 場】 東京ビッグサイト 会議棟101会議室
【参加方法】 事前登録制



金属のアノード酸化皮膜の機能化部会（ARS） 2月16日（金）10：30～13：00

表面技術環境部会 2月15日（木）13：30～16：00
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表面技術協会 部会講演

講演1
「ウェットプロセスを用いたバイオミメティックナノコーティング」
慶應義塾大学 白鳥 世明氏

講演2
「動的濡れ性評価の重要性と撥液・親液性固体表面の設計制御」

工学院大学 吉田 直哉氏

講演3
「難付着性に優れた表面処理技術」

産業技術総合研究所 浦田 千尋氏

【日 時】 2018年2月14日（水）～16日（金）
【会 場】 東京ビッグサイト 東6ホール入口横会議室
【参加方法】 登録不要、無料 ※希望者は別途テキスト代2,000円

ナノテク部会 2月14日（水）13：30～16：00

講演1
「環境視点でめっき工程のコストダウンを実現する」
MFCA研究所代表（日本MFCAフォーラム運営委員） 安城 泰雄氏

講演2
「巡回指導の結果からみた亜鉛めっき排水処理の対策」
東京都立産業技術研究センター 小坂 幸夫氏

講演1
「微小電気化学セルを用いる局部陽極酸化」
北海道大学 坂入 正敏氏

講演2
「分子吸着による固体表面と細孔の評価-陽極酸化ポーラスアルミナへの適用」
首都大学東京 武井 孝氏

講演3
「ナノレベルまで解明できる最新の装置を利用した陽極酸化皮膜の解析事例」
日本電子堤 建一氏 / JEOL RESONANCE 矢澤 宏次氏

講演1
「交流陽極酸化によるアルミナ積層皮膜の形成」
物質・材料研究機構 瀬川 浩代氏

講演2
「アルマイトの生成効率に対する電解液中へのアルコール添加の影響」
工学院大学 阿相 英孝氏

講演3
「装飾アルマイトの各国実情と今後のビジネス」
奥野製薬工業 中岸 豊氏

ライトメタル表面技術部会 2月16日（金）13：30～16：00



◆ASTEC/SURTECHセミナー会場（東ホール会場内）

◆シーズ＆ニーズセミナー A会場（東ホール会場内）
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出展者プレゼンテーション



◆来場者の業種内訳 ※SURTECH2018来場者データより、有効回答数2,822名

◆来場者の職種分布 ※SURTECH2018来場者データより、有効回答数2,822名

来場者プロファイル
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業種

表面処理加工の専業者、自動車・機械メーカーの表面処理担当者などが
最新の表面処理技術を求めて多数来場されました。

職種

R&D層に次いで、製造現場の責任者・担当者、
経営トップが多数来場し、具体的な商談が行われました。



1億円以上

4%
5000万円～

9,999万円

5%

1,000万円～4,999万円

21%

500万～999万円

20%

1～499万円

50%

◆来場の目的について ※SURTECH2018来場者データより、有効回答数1,312名、2つまで回答可

◆技術や設備導入に関する予算について

「技術や設備を導入する予定がある」と答えた来場者の予算
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来場者が探していた製品・技術 上位キーワード

めっき 塗装 表面処理 コーティング 撥水

プラズマ 塗料 DLC アルマイト

0.5%

9.7%

12.2%

18.8%

34.2%

75.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

次回開催に向けての出展検討のため

競合他社の動向調査のため

提携先または協業先検討のため

具体的な出品製品購入・技術導入検討のため

業界動向のマーケティングのため

自社研究・開発促進に必要な製品・技術情報収集のため

※調査期間2017年11月1日～2018年3月15日、回答数のべ7,988件

製品や技術の購入、提携先の検討といった
具体的な検討事項をお持ちの方にご来場いただきました。

およそ7人に1人が一定の予算を持って来場し、
技術・設備導入について検討されました。 ※SURTECH2018来場者データより、有効回答数385名

測定

来場者の声



4.3%

4.4%
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10.5%
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13.2%

13.4%

14.0%

14.1%
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15.0%

16.1%

17.3%
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31.6%

33.7%

39.5%

45.7%
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ホットスタンピング

排ガス洗浄技術・装置

その他環境対策

マグネシウム

リサイクル

溶射

チタン

試験・検査委託

省エネ

溶解めっき

炭素材料

その他材料

その他表面処理

陽極酸化

気相処理（PVD、CVD）

プラスチック

排水処理技術・装置

アルマイト・化成処理

コーティング・ラミネート（ライニング含む）

熱処理・表面硬化

アルミニウム

研磨・洗浄

化成処理

無電解めっき

塗料・塗装

各種測定・試験・検査装置

電気めっき

◆来場者の課題 ※SURTECH2018来場者データより、有効回答数2,810名、複数回答可

4.2%

3.8%

5.2%

5.4%

10.4%

11.3%

11.3%

20.5%
28.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

その他

試作品製造や加工委託先

環境対策

検査・測定・分析の委託先

耐摩耗性・摺動性・耐食性など表面の高機能化

研磨・コーティング・鏡面仕上げ・バリ取りなど、表面仕上げ

プラスチック、樹脂など金属以外への表面処理、異種材料接合

製品・技術の研究・開発、共同研究パートナー開拓

めっき処理・化成処理・熱処理など表面改質

技術上の課題を抱える来場者が多い一方、
パートナー開拓に悩みを抱える方も、解決の糸口を求めて多数来場されました。
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◆来場者の関心ある製品・技術
※SURTECH2018来場者データより、有効回答数1,171名、複数回答可

具体的な表面処理技術に関心が
集まる一方、素材・材料分野では
「アルミニウム」「プラスチック」が

注目を集めました。



◆出展を決めた理由について ※有効回答数42件、複数回答可

◆出展した成果について ※有効回答数42件、複数回答可

出展者の声
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16.3%

18.6%

20.9%

20.9%

27.9%

46.5%
90.7%
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異業種との出会いなど新しい発見がある

開催時期が良い

既存顧客や関係者と一度に会える機会となっている

知名度がある

来場者数が多い

展示会のテーマが良い

来場者層が自社ターゲットに合致する

55.8%
見積依頼や後日説明の機会等、
次につながる具体的な引合いがあった

新製品・技術・サービスのアピールができた 46.5%

新たなビジネスチャンス、コラボレーションの
可能性がある来場者と会えた 41.9%

既存顧客とのコミュニケーションが深まった 37.2%

ユーザーの貴重な意見を得られた 25.6%

他の出展者とのネットワークができた 20.9%

企業PRや知名度／イメージ向上に役立った 20.9%

会期中に受注した 4.7%

新たな提携先・パートナーが見つかった 4.7%

あまり成果が得られなかった 4.7%

取引の無いメーカーとコンタクトができ、
後日プレゼンの機会をいただいている。

（表面処理加工業 K社）

全出展者の95%が、出展の成果を実感しています。

ターゲットの顧客と繋がりができ、
次週にアポイントを取り付けることができた。

（化学薬品輸入販売 D社）

接着・密着に関する問題点を抱えた
お客様のお話を伺うことができた。

（表面処理装置設計・製造業M社）



配信先数 約10,000件

クリック数 のべ21,674件

【主催者メルマガ対象者】
過去来場者・来場登録者、弊社主催展示会データベース

【協力配信】
Gichoビジネスコミュニケーションズ

広報・プロモーション

招待状の配布

メールマガジン配信

配布枚数 約85,000枚

【対象者】
協賛・協力団体、
過去来場者・来場登録者、
弊社主催展示会
他

広告・記事掲載
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Gichoビジネスコミュニケーションズ メールマガジン「G-マガ」配信3回

株式会社塗料報知新聞社 月刊誌「塗布と塗膜」広告掲載2回 / 「塗料報知新聞」広告掲載2回

一般社団法人電子回路工業会 月刊誌「JPCA News」広告掲載1回



Jtb communication design, Inc. All rights reserved.



最新レイアウトは展示会公式webで公開中！

＜お問合せ＞

SURTECH実行委員会事務局
株式会社JTBコミュニケーションデザイン内
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0757 FAX: 03-5657-0645 Email: surtech@jtbcom.co.jp

2019. 1.30 wed. - 2.1 Fri.

次回開催のご案内

東京ビッグサイト東4ホール


