
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mate2019 
第 ２5回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム 

 
参加申込：下記シンポジウムURLより、期日までに参加登録を行って下さい。参加費は銀行振込にてお

支払いいただき、当日現金でのお支払いはできるだけご遠慮願います。 
 

  【振込先】 三井住友銀行 千里中央支店  
        普通口座 0978673 
        口座名：Mate組織委員会  
            [メイトソシキイインカイ] 
  【振込期日】平成3１年２月２８日（木） 
  【URL】 http://sps-mste.jp/mate201９/src/ 

 

懇親会： シンポジウム１日目に懇親会を開催します。シンポ
ジウム参加申込時にお申し込みください。 

 (日 時) 平成3１年１月２９日（火）17:40～ 

 (場 所) パシフィコ横浜 会議センター6階  

「ベイブリッジカフェテリア」 

 (参加費) 5,000円 

《参加費》 

主催団体個人会員         ：20,000円 

大学・国公立研究機関   ：20,000円 

口頭発表者・座長         ：20,000円 

主催団体維持・賛助会員：25,000円 

共催団体会員               ：25,000円 

協賛団体会員               ：30,000円 

一 般                        ：35,000円 

学 生                        ：10,000円 

Second Circular 

25th Symposium on“Microjoining and Assembly Technology in Electronics” 

 日 時： 平成3１年１月２９日（火）、3０日（水） 

 場 所： パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい1丁目1-1） 

主 催： (一社)スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会 

    (一社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会 

共 催： (一社)エレクトロニクス実装学会、 (公社)化学工学会 エレクトロニクス部会 

    (一社)レーザ加工学会 

協 賛： 応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、 

 日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会 

～ ものづくりの未来に向けたエレクトロニクス生産科学の新たな挑戦～ 

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられ

た新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日

本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産

技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い

範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠に

なってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換

の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。  

  参加申込〆切：平成3１年1月1１日(金) 





組織委員会 

委 員 長  ： 藤本公三    (大阪大学) 

副委員長 ： 青柳昌宏    ((国研)産業技術総合研究所) 廣瀬明夫   (大阪大学) 

委   員 ： 渥美幸一郎 (大阪大学)      荒井栄司   (大阪大学)       岩本知広    (茨城大学) 

    大熊秀雄    ((有)ｴｲﾁ・ﾃｨｰ・ｵｰ)    小勝俊亘   (NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ(株))  河野英一    ((株)河野ｴﾑｲｰ研究所) 

    小林紘二郎 ((一財)電子科学研究所)   齋藤重正   ((株)GYシステムズ)    佐藤武彦    (大阪大学) 

    佐藤了平    (大阪大学)      嶋田勇三   (ナミックス(株))     菅沼克昭    (大阪大学) 

    清野武寿    ((株)東芝)      芹沢弘二   (千住金属工業(株))    高橋康夫    (大阪大学) 

    高橋良和    (東北大学)      高山智生   (三菱電機(株))     武井利泰    ((株)ジャパンユニックス) 

    竹本 正      (大阪大学)      田中敏宏   (大阪大学)      津久井 勤   (リサーチラボ・ツクイ) 

    寺前俊哉    ((株)日立製作所)    西田一人   (パナソニック(株))    貫井 孝      (大阪大学) 

    盆子原 學   ((株)ザイキューブ)    松村慶一   (インフイテックエム(株))  南 二三吉   (大阪大学) 

    南尾匡紀    (パナソニック(株))    宮崎則幸   (北九州市環境ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究所) 矢野 映      ((株)富士通研究所) 

    山本治彦    (富士通ICT(株))   

     

 

実行委員会 

委 員 長  ： 加柴良裕    (大阪大学) 

副委員長 ： 作山誠樹    ((株)富士通研究所)    福本信次    (大阪大学)      森 三樹      (東京大学) 

委   員 ： 青島正貴    (トヨタ自動車(株))    朝倉義裕    (神戸市立工業高等専門学校)  安部 元      (三菱電機(株))  

    新井 進      (信州大学)      安藤哲也    (室蘭工業大学)     池田 徹      (鹿児島大学)    
    石橋正朗    (凸版印刷(株))       出田吾朗    (三菱電機(株))     一山靖友    (日鉄住金ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)) 
    井上雅博    (群馬大学)      岩田剛治    (大阪大学)      于 強       (横浜国立大学)           
    上西啓介    (大阪大学)       上村泰紀    ((株)富士通研究所)    海老原伸明 (NECｽﾍﾟｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株))
    大口達也    (日本アビオニクス(株))   小川泰史    (ソマール(株))     小椋 智      (大阪大学)    
    折井靖光    (長瀬産業(株))     梶原隆志    (エスペック(株))    鎌田信雄    (化研テック(株))  
    苅谷義治    (芝浦工業大学)     木村文信    (東京大学)      木村裕二    ((株)村田製作所)           
    久保雅男    (パナソニック(株))    高齋光弘    (千住金属工業(株))    小山真司    (群馬大学)    
    阪元智朗    (オムロン(株))     佐藤 強      ((株)東芝)      佐名川佳治 (パナソニック(株))  
    佐野智一    (大阪大学)      柴崎正訓    ((株)タムラ製作所)    澁谷忠弘    (横浜国立大学)   
    荘司郁夫    (群馬大学)      髙尾尚史    ((株)豊田中央研究所)   高岡英清    ((株)村田製作所)  
    髙橋 邦夫   (東京工業大学)     冨岡泰造    ((株)東芝)      中田裕輔    (カルソニックカンセイ(株))
    西浦正孝    (大阪大学)      西川 宏      (大阪大学)      久田隆史    (日本アイ・ビー・エム(株)) 
    松岡 洋      (日本電気(株))     松坂壮太    (千葉大学)      松嶋道也    (大阪大学)    
    圓尾弘樹    (ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾌｧｸﾄﾘｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽ (゙株))  水野 潤      (早稲田大学)      満倉一行    (日立化成(株))   
    村井淳一    (三菱電機(株))     村山 啓      (新光電気工業(株))    森 貴裕      ((株)ADEKA)   
    森永英二    (大阪大学)      両角 朗      (富士電機(株))     安田清和    (大阪大学)    
    山内 啓      (群馬工業高等専門学校)  山口敦史    (パナソニック(株))    山田博之    ((株)デンソー)   
    山中公博    (中京大学)      山根常幸    ((株)東レリサーチセンター)  山部光治    ((株)東芝)    
    山本哲也    ((株)東芝))      横沢伊裕    (宇部興産(株))     和田剛優    ((株)弘輝)    
    渡邉 聡      (藤倉化成(株))     渡辺 潤      (長野沖電気(株))    渡邉裕彦    (富士電機(株)) 

 
                                 （依頼中を含む） 

 問合わせ先：Mate 2019 事務局 

(TEL) 06-6878-5628，(FAX) 06-6879-7568 

(E-mail) mate@sps-mste.jp，(URL) http://sps-mste.jp/mate2019/src/ 

会場アクセス 

パシフィコ横浜 会議センター 

* みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分 

* JR線・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩12分 

* 横浜駅よりタクシー7分、シーバス（船）で10分 


