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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』 開催に向け始動！
コンセプト ： 未来の新潟は、みんなと創る  11 月 16-17 日

Niigata Electronic Industries Association
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【ＮＥＩＡエレクトロニカ新潟 2022 出展までの予定】
1．第 1 回出展者説明会 【開催済】

日時：８月 24 日(水) 14:15 から受付 14:30～16:00

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) 【募集中】

「NEIA エレクトロニカ新潟 2022 出展申込書」は、NEIA ホームペ

ージからも入手下さい。http://www.neia.or.jp/

  ◆現在出展検討中やこれから検討したい、そして詳細説明を知

りたいなどの皆様には、若干の予備小間数内での対応もでき

ます。９月末まで事務局にご相談ください。

３．出展費用納入期限：9 月 30 日(金)

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)/11 月 15 日(火)

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 ・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。

11 月に開催する「エレクトロニカ新潟 2022」のプレイベントとして

『 製造業 DX セミナー in 長岡 』

を開催いたしました。

日時：8 月 30 日(火) 13:30-15:20

会場:：NICO テクノプラザ 会議室

長岡市新産 4-1-9

参加者：19 名

現在 DX(デジタルトランスフォーメーション)は、さまざまな産業におい

て注目され、その重要性は一層高まっています。製造業においても

生産性の向上や生産情報の見える化、エンジニアリングチェーンの

構築による付加価値の創造など、様々な効果が期待されておりま

す。今回は、生産現場におけるデータの収集から分析、経営戦略に

繋げるデータ活用をカーボンニュートラルの事例を踏まえた紹介と、

年々巧妙化しているサイバー攻撃から情報漏洩を防ぐため、情報セ

キュリティ対策ポイント等について紹介いただきました。

日時：8 月 24 日(水) 14:30～15:30

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・運営について説明・質疑応答

・出展者説明会でのご要望等も踏まえ、以下のとおり申込

書類、参考写真等をメールにてお送りしました。

１．レンタル備品、電気工事、エアー等のオプション関係

２．小間（ブース）写真：装飾や展示品のレイアウト検討

３．出展社・団体紹介原稿：開催期間中の来場者や事前の PR

に使用する印刷物に掲載するデータとして提出

４．要望のあった梱包資材の置き場を会場内に設置

５.展示会のポスター、一般向け開催案内パンフレット：10/11(火)予

定ですが、当会のホームページにデータを公開しておりますの

で、広く周知にご利用頂ください。

http://www.neia.or.jp/news/2172

※なお、新規出展予定されている方には個別対応致しますので、

お気軽に事務局までご連絡お待ちしております。

展示会事前告知イベント開催される ８月３０日

『 製造業DXセミナー in 長岡 』

第 1 回出展者説明会開催される ８月２４日

【第一部】「生産現場のデータに基づいた現状把握と現場改善～迫

るカーボンニュートラルへの対応」 講師：WingArc1st 株式会社

サステナビリティ推進室長 鹿島忍氏  概要：CO２削減に向けた

自社の取り組み事例の紹介と製造業にお

いて CO２削減に直結する生産性の向上

や不良率の改善など、可視化ツールによ

る生産現場で発生するデータの活用方法

について、動画連携などの最新情報を交

えて紹介されました。

【第二部】「DX 時代に求められるサイバーセキュリティ対策」講師：

経済産業省「情報セキュリティサービス基準」適合企業(情報セキ

ュリティ監査サービス、脆弱性診断サービス) 株式会社 IT スクエ

ア 営業本部第二営業部 部長代理 齊藤雅之氏  概要：本セミ

ナーは「情報セキュリティ 10 大脅威」を基

に、最近の重大な情報セキュリティにおけ

る脅威の動向と対策事例を紹介し、DX 時

代に求められるセキュリティ対策について

紹介されました。

「NEIA エレクトロニカ新潟 2022」に多くの方々に来場いただき、頑張

ってる地元企業やサービス活動を知ってもらいたいです。ポスターと

開催案内パンフレットが完成し、会員および産学官関係者に配布開

始します。また、出展企業様のホームページでも広報いただいてお

ります。最新情報は http://www.neia.or.jp アップ中です。

一般来場者に向けて、広報活動準備できました！



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・長岡技術者協会

開催期間：令和 4 年 11 月 16 日(水)～11 月 17 日(木)

会場：ハイブ長岡 大展示ホール 長岡市千秋 3 丁目 315 番地 11

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

◆詳細は事務局ホームページ公開中 http://www.neia.or.jp/

ＮＥＩＡ事務局から

＝ 共催の長岡市リリース（抜粋） 8 月 29 日 ＝
21 年ぶりの開催 電子機械メーカーがハイブ長岡に

勢揃い“NEIA エレクトニカ新潟 2022”の出展者を募集”

長岡市は一般社団法人新潟県電子機械工業会(NEIA)

とともに、展示商談会「NEIA エレクトロニカ新潟 2022」を

平成 13 年以来、21 年ぶりに開催します。展示会では現

在、新型コロナウイルス禍を積極的に打開しようと自社の技術や製品を

アピールしたい、将来性を地元の若者に伝えたいと希望する出展者を

募集している。

＝ 新潟日報 9 月 7 日 15 面 掲載記事（抜粋） ＝
電子機械の技、製品ＰＲを 長岡、11 月に

展示会 出展者募集 今月 15 日まで

県内の電子機械メーカーが長岡市に勢ぞろいする

展示商談会「NEIA(ネイア)エレクトロニカ新潟 2022」

が 11 月 16、17 日の両日、長岡市千秋 3 のハイブ長岡で開かれる。展

示会は 2001 年以来 21 年ぶりの開催。地元での商談の機会を増やし

てほしいという会員企業の要望で復活した。1988 年からほぼ隔年で計

7 回開かれた催しで、各回約 100 の企業・団体が出展、3 日間で延べ

数万人が訪れた。今年はハイブ長岡の大展示場ホールブースを 90 区

画以上設ける。当日は県内外のバイヤーや技術担当者、地元の大学

生、高校生らの来場が見込まれ、自社の技術や製品をアピールでき

る。出展の申し込みは 15 日まで。

◆詳細は事務局ホームページ公開中 http://www.neia.or.jp/

No.40

(株)日立産機中条エンジニアリング

お客さまとともに

「ベストソリューション」を追及します。

◆エンジニアリング事業：日立の総合力を活か

して、建築・電気・空調設備など工場設備の新

設・改修工事、生産設備の自動化・製造、製品

の製造受託、環境、省エネ、監視、保守他、設

計から販売・サービスまで、トータルソリューシ

ョンをご提案いたします。

◆製品事業：日立産機システムの連結会社と

して優れた技術と最新の生産設備とによって

生み出される、省エネルギーをはじめとする産

業機器製品を設計・製造しています。

本社：胎内市富岡 46 番地 1

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

No.41

ヒムエレクトロ(株)

モノづくりから、コトづくりへ。

生産用機械器具製造業・静電気除去装置、

除塵システムの製造販売・自動機及び省力

化設備の設計・製造販売

◆ロボットシステム：ロボットシステムによるオ

ートメーション化を構築し生産性向上、省人

化を実現する。◆間欠イオンエア・間欠イオン

エア・洗浄システム：除電器：間欠イオンで静

電気を中和し、チリ・ホコリを吹き飛ばし強制

的に集塵回収◆コイル巻線加工：世界に誇る

コイル巻き技術・極細線コイルなど、多種多

様なコイルの生産可能

本社：小千谷市大字坪野 853 番地

https://www.himuelectro.jp/

No.42

(株)フロンテア

プリント基板産業を、支援する企業です

プリント基板部品実装、検査、ハンダ付けに

伴う装置、機械、工具及びハンダ材溶剤の

販売◆提案段階から納入後のサポートまで

一貫した情報とサービスを提供します。◆ハ

ンダ付けに関わる全ての商品群を提供でき

ます。◆特殊自動機、ロボットの製作を行い

ます。◆工場内設備で、クリーンルーム関連

商品、静電気対策商品、圧縮エアー関連、

窒素ガス発生装置、棚、作業台類も提供さ

せていただきます。

本社： 長岡市摂田屋町 2613 番地 1 号

新潟営業所：新潟市西区的場流通 2-2-3

https://www.frontea.co.jp/

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

「NEIA エレクトロニカ新潟 2022」開催へ向

けて準備活動も本格化しています。出展

募集・関連打合せ・広報など。NEIA ホー

ムページトップに専用コーナーを設けまし

た。最新情報は http://www.neia.or.jp

今年度第 1 回会合を開催いたします。

日時 9 月 29 日（木）13:30-16:00

会場 Zoom によるオンライン配信

参加費 無料（事前登録）

内容 1)講演会：MAX・ZEN performance

consultants 代表取締役 丸山 結香氏

演題：私でも『リーダー』になれるの？～女性

特有の「強み」が理想のリーダーをつくる～

2)講演後に意見交換会を行います。

詳細は http://www.neia.or.jp/news/2247

発行：一般社団法人新潟県電子機械工業会 〒940-2127/新潟県長岡市新産 4-1-9 ＮＩＣＯテクノプラザ 1Ｆ
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ＮＥＩＡ会員紹介 （毎号３会員・社名順）※各社への取次を NEIA 事務局でも行いますのでご相談下さい。

NEIA エレクトロニカ新潟 2022 概要
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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

ISO9001 品質マネジメントシステム 募集中

開催日：10 月 19 日～21 日 新潟市内

http://www.neia.or.jp/news/1701

NEIA エレクトロニカ新潟 2022 広報開始


