
NEIA 会員および会員からの紹介により、６月末現在で企業約３０社、

新潟県庁（交通政策局）から参加意向をいただいていますが、今回は

正式に会員・一般・各種団体に向けて“正式出展募集”を行います。

【出展概要】
名称：NEIA エレクトロニカ新潟 2022

～電子機械・ソフトウエア技術 展示商談会～

コンセプト：『未来の新潟は、みんなと創る』

テーマ：安全で快適な暮らしと次世代の賑わいを支える技術の交流

・貴社の技術や製品をアピールできるだけでなく、当工業会の

主要会員企業の購買担当者も多数訪れるので、大きな商談

チャンスとなります。

・これからの地域を担う大学生・高校生等が多数見学に来ま

すので、貴社の技術や将来性をＰＲできます。

主催：一般社団法人新潟県電子機械工業会 共催：長岡市

後援：新潟県・（公財）にいがた産業創造機構 NICO・(一社)新潟県商工

会議所連合会・新潟県商工会連合会・長岡技術科学大学・新潟

大学産学連携協力会・(公財)新潟工学振興会

開催期間：令和 4 年 11 月 16 日(水)10：00-17：00

～11 月 17 日(木)10：00-16：00

会場：ハイブ長岡 大展示ホール（1/2 スペース）

長岡市千秋 3 丁目 315 番地 11

設置ブース数：約 90 小間（複数小間のご利用が可能です）

主な来場者：・会員企業の購買担当者、技術部門担当者

        ・会員外企業の購買担当者、技術部門担当者

        ・県内の大学・専門学校・高校の学生・生徒

特色：・購買、技術部門の上位職者など商談に直結する関係者が多数

来場します。・出展企業の技術、将来展望など学生・生徒にア

ピールできます。・話題性のあるテーマ講演会を併催し、無料

で聴講できます。・出展企業の技術・製品の紹介やＰＲをステー

ジにて無料でプレゼンできます。

・詳細は別紙「出展案内書」をご覧ください。
２１年振りの当会主催のリアル展示商談会です。

多くの出展参加をお願いいたします。

なお、新型コロナ感染症が心配されますが、施設管理者と緊密に連

携し、必要な対策を速やかに講じてまいります。

NEIA６つのプロジェクトの一つである“展示会プロジェクト”第３回会

合が７月２１日に開催され、展示商談会開催に向けて準備を加速す

ることが決定されました。長岡市も共催として参加頂きます。

n e w s l e t t e r

一般社団法人 新潟県電子機械工業会

『ＮＥＩＡエレクトロニカ新潟 2022』 正式募集開始！
コンセプト ： 未来の新潟は、みんなと創る  11 月 16-17 日
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【出展までの予定】
1．第 1 回出展者説明会

日時：８月 24 日(水) 14:15 から受付 14:30～16:00

会場：まちなかキャンパス長岡 3F 301 会議室

     長岡市大手通 2-6 フェニックス大手イースト

内容：出展概要および小間・会場・運営 等

２．出展申込期限：9 月 15 日(木)必着

    別途「NEIA エレクトロニカ新潟 2022 出展申込書」に記入

の上、NEIA 事務局まで  FAX：0258-21-5488 や E-mail：

neia@neia.or.jp でお願いします。

  出展申込書受理後に請求書を発行します。

３．出展費用納入期限：9 月 30 日(金)

     請求書記載の指定口座にお振込み下さい。

４．第２回出展者説明会

日時：10 月 11 日(火)  13:15 から受付 13:30～15:00

会場：まちなかキャンパス長岡 3F 301 会議室

   内容：会場レイアウトおよび小間配置・搬入日時 等

５．搬入日：11 月 14 日(月) 13:00-17:00

11 月 15 日(火) 10:00-17:00

  ・搬入日及び時間は、小間配置や設置工事を考慮して

主催者から連絡します。

６．開催 : 11 月 16 日(水) 10:00-17:00

～11 月 17 日(木) 10:00-16:00

７．搬出： 11 月 17 日(木) 16:00～

【基本小間(１小間)の概要】
・NEIA 会員：7 万円（税込）・一般（非会員）：12 万円（税込）

・小間スペースサイズ W:2500✕D:1500✕H:2400

・社名板（t5 ウッドラックパネル） W:900✕H:300✕1 枚

・バックパネル W:1250✕H:2400✕２台

・サイドパネル W:900✕H:2100✕２台

・長机 1 台 W:1800✕D:450✕H:700 ・折りたたみパイプ椅子 ２脚

・長机掛け用 白布 ・２口タップ✕1 台（100V・MAX450W）

・複数小間も申し込み可能です。



ＮＥＩＡ事務局から

『 11 月、21 年ぶり展示会 新潟県電子機械工業会 』
（日刊工業新聞 2022 年 6 月 20 日 27 面 掲載記事抜粋）

【新潟】新潟県電子機械工業会（NEIA、長岡市）は

2001 年以来、21 年ぶりに会員中心の展示商談会

「NEIA エレクトロニカ新潟 2022」を開催する。近隣

の燕三条地域では産学官連携のモノづくりで地域

をアピールしており、「知名度向上を」、「地元でマッ

チングの機会がほしい」と地元長岡市の会員の声を受け再開するこ

とにした。定期開催する方針で、新潟県や長岡市、にいがた産業創

造機構が後援する予定。

11 月 16、17 日に開催する。出展者は電子・機械・ソフトウエア企業

などで 50-60 社・90 小間程度。来場者は会員・非会員企業の社員や

学生を見込む。

首都圏で大規模なリアル展示会の再開が相次ぐ中、地元開催で会

員企業の金銭的負担を低減。社員が他社の技術や将来性を学べる

機会にする。単独主催だった展示会は、信濃川テクノポリス開発機構

（現にいがた産業創造機構）の展示会と統合。「テクノフェア＆エレクト

ロニカ in にいがた」として 2001 年に開催して以降、途絶えていた。

新潟県電子機械工業会は、1986 年に創立。会員企業は約 50 社で、

電子部品・材料・電子応用製品の関連企業が占める。定期的に交流

会を開くなどしてロボットや IoT（モノのインターネット）の推進などに取

り組んでいる。

No.37

日本海計測特機(株) 新潟支店

観察・計測・分析・制御機器 総合商社

多種・多様な計測機器の中からお客様のニ

ーズに合わせて、機器の選定・システムの

構築・ソフトウェアの製作・FA 化・特注機器

や治具・検査システム・実験評価システム・

生産工程・省 力化をご提案 させ て頂きま

す。

・工学顕微鏡・レーザー顕微鏡・デジタルマ

イクロスコープ・表面形状測定機・硬さ試験

機・三次元測定器・万能試験機・マルチメー

タ 等

本社：富山県富山市赤田 970

新潟支店：新潟市西区流通センター1-3-1

https://nihonkaikeisoku.co.jp/

No.38

ネギシ電機(株)

通信ネットワークは“コネクタ”がつなぐ

産業用および民生用電子機器に用いられる

コネクタや通信コネクタケースなど小型プラ

スチック部品の、プラスチック成形金型から

成形から組立までの一貫生産を行っていま

す。特に、情報ネットワークの「つなぐ」キー

パーツである.通信機器用コネクタ製品、熱

硬化性コンプレッション成形、可塑性インジ

ェクション成形、それらの加工および組立を

行っており、高信頼性をモット－に時代のニ

ーズに対応しながらハイクオリティーな製品

作りを目指し取り組んでいます。

本社：新潟市南区根岸 1495 番地

TEL.025-362-5447

No.39

(株)日立産機システム 中条事業所

Beyond the Future

地球温暖化防止に対応した超低損失＝省エ

ネ化を実現し、1999 年度省エネ大賞を受賞

したアモルファス変圧器を始じめ、クリーンエ

アの環境を作り出す”クリーンエア装置”など

省エネ・環境を配慮した製品づくりを中心に

国内はもとより、世界に向けても 「MADE IN 

NAKAJO」と誇れる産業機器の開発・設計・

製造に取り組んで行きます。

開閉器、遮断器、変圧器、(配電・ユーティリ

ティ監視システム)、PLC、エアクリーナ 等

本社： 胎内市富岡 46 番地 1

https://www.hitachi-ies.co.jp/

エレクトロニカ新潟 2022 開催にむけて

   「未来の新潟は、みんなと創る」
いずれも無料で参加できます。

◇実験や体験などのイベント

科学実験や工作体験など、来場した児童・生徒が興味関心を持

って参加したり、自ら手を動かして作品を作り上げるイベントを２

日間とも開催する予定です。

◇会場の中央ステージを使った出展者の製品・サービス等 PR

出展各社がブースでの説明や展示だけでなく、ステージ上で１

社当たり持ち時間 15～20 分程度のアピールを行います。（希望

制、社数枠あり）
◇事前告知イベントと開催期間中のセミナーの開催

（事前告知イベント）

『製造業 DX セミナー in 長岡』（8 月 30 日開催）

現在参加者募集中

・生産性向上に向けた可視化ツール、データ活用法

・DX 時代の情報セキュリティ

（開催期間中のセミナー）

『メールセキュリティに関するセミナー』

『新潟港、直江津港の利用セミナー』（県庁交通政策局）

など予定。

※今後も追加イベントを提示予定です。

T H E  N E I A  M O N T H L Y  T I M E S  

展示 商 談会 「NEIA エレク トロ ニ カ新潟

2022」は、ビジネス交流だけでなく、人材

獲得に向けたアピールチャンスであること

が注目され、会員外の企業様からの関心

も高まってきています。次号で事例などを

ご紹介します。

お盆休みをいただきますので、8 月 12 日

（金）・15 日（月）両日は事務局が不在とな

ります。

今年度第 1 回会合を開催いたします。

詳細は 8 月半ばまでにお知らせします。

日時 9 月 29 日（木）13:30 から 16:00

会場 NICO テクノプラ２F 会議室（予定）

『 製造業 DX セミナー in 長岡 』
開催：8 月 30 日（火）13:30～15：20

会場：NICO テクノプラザ ２F 会議室

  （長岡市新産 4 丁目 1 番地 9）

開催形式：集合セミナー 定員：35 名

対象者：企業の DX に関心のある方など

参加費：無料（事前登録制）

申込期限：8 月 23 日（火）

共催：株式会社 IT スクエア

詳細は NEIA 事務局まで連絡下さい。
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IＳＯ内部監査員養成セミナー

職場を元気にする女性の会 展示会事前告知イベント

・9001 品質マネジメントシステム

開催日：10 月 19 日～21 日 新潟市内

・14001 環境マネジメントシステム

開催日：9 月 14 日～15 日 長岡市内


