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SPE 日本支部とは

米国コネチガソト州に本部を阻くSPE(Society of Plastics Engineers」nc.)は1942年に設立され、今日に至る長い

歴史を有する国際的なプラスチック技術者協会です。日本支部は、1956年に発足し、2016年で60周年を迎えました。

海外へ開かれたプラスチック関係の組織として、国内のプラスチック産業技術の牽引役として役立ってきました。 SPE日

本支部は、高度なプラスチック技術を保有する専門家の集まりとして、講演会、見学会、Asia Conferenceなどを開催

し、会員相互の交流を図ることにより、プラスチック産業の発展に貢献しています。

名 称：SPE日本支部 SPE Japan Section

支部長：伊藤浩志 Hiroshi Ito

理 事： 15名(2016年度）

会員数：約60名（日本支部）

事務所：東京都千代田区内神田3-2-12(陽光ピル6F)

（株）プラスチックスエ ー ジ内

［お問い合わせ】

HP : http://spejapan.org/index.html
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l (President)
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カウンシル(Councilor)
会計(Treasurer)
会只(Membership)
庶務(Secretary)
広報(Publisher)
ニュ ー スレタ ー編集(Editor)
企画(Planning)
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Nano composites 
Composites for Auto
Energy Storage 
Medical Plastics/Bio Plastics
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入会の申し込みのお問い合わせ先 E-Mail : spe11@spejapan.org

SPE日本支部会員になると得られる特典
①日本支部各種講演会の参加費用が免除されます。
②参加されない場合もweb上から講演資料を入手できます。

会員の区分と特徴

SPE日本支部正会員
（議決権あり）

● SPE日本支部会員として、年会費を納め、支部活
動に参加される方。

●日本支部会員として、年会mo、 000円（個人） 、

100,000円（法人）を納める。法人会員は 5名まで
の参加が可能）

●日本支部各種講演会への参加四用免除。（参加出
来ない場合も資料等の入手は出来る。conference
百料はInternetからのd ownloadで実施する。）

●特別行事(ASIA conference、RETEC等は追加の
参加費用が必要な場合がある。）

SPE本部会員
（議決権なし）

●日本支部のイベントヘは、一般の
方として参加いただく。

●日本支部正会員の方で、本部との
共同行事、支部理事等の役員を務
める方等は本部会員であることが
必要です。

さらにSPE本部会員になると得られる特典 (SPE本部の HP :www.4spe.org/より）--

r
① ON LINEで入手出来る 一- -..

情報が増えました。
On-line Technical Library 
Polymer Engineering&Science と

Polymer Composites 
Wiley lnterScienceより5記事の入手
＂プラスチックエンサンクロペディア ＂

"SPE会員名簿e-LivがWebinars"
Virtual Conferences 
Digitized Presentations 
Facebook& Linkedlnでの活動
コンサルタント会貝名簿の入手

③本の入手が容易になります

月刊誌 "Plastics Engineering"無償
トレーニング用の教科杏等有償
CD/DVD有償

教育セミナーと特定テ ー マ謡演会
現場研修
ANTEC"、SPE's Annual 

Technical Conference 
展示会への参加

スポンサーヘの参加
広告

学生向け活動
ブロと学生向け表彰制度

④経歴向上
⑤顧客獲得

L 
⑥技術情報入手

I ⑦国際的な知名度の向上
. J
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SPE 日本支部正会員になれは各種講演会へ無料で参加できます

2015年度の主な行事 (2015-2016年）

SPE-ANTEC/ 
2015/07/27 I NPE2015紹介講演会／

最新の加工技術紹介

炭素繊維CFRPの現状
2015;10;23 I 飛行機と自動車への展開

環境 ・ エネルギ ーと
2015;12n s I 成形加工部材

201 6;0211 7 I
第NA9N

回
O/SPE合同訊演会

自動車用TPOの
2015;04;25 I 基礎と技術動向

機能性フィルムの潮流と
2015;0511 o I 食品 ・ 医薬品包装 ・

工業用途への展開

ANTEC2015&NPEトピックス紹介

1 

-射出成形およびエ菜物性構造のトレンド～

発泡成形·工業レオロジーの扇新動向

N P Eトピックス＆最新の押出成形技術

CFRP、加工概詰I CFRPと自動車への展開

CFRPと航空機への展開

管路更生工法「SPR工法」の開発

水累エネルギーは低炭緊社会を揖築し明るい来来を切り開けるか

太陽電池市湯の変化と求められる長寿命化の課題

水累社会実現に向けたNEDOの取り組みI 2020年に向けたデジタルサイネー ジのトレンドと可能性

塗って作れるポリマー太恩霞池の材料開発と高効率化

TPO技術の変遷と今後

I 自動車メ ーカー からみたTPOの動向

ポリプロピレンの製造技術

エラストマ ー による改質技術

機能性フィルムの潮流

透明ハイパ リアフィルムGL BARRIERの展開

医療包装分野におけるTOPAS COCの展開

2014年度の主な行事 (2014-2015年）
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2014/08/28 

2014/10/17 

2014/12/16 

2015/02/17 

2015/04/17 

2015/06/10 

I: "l't, ---..,�,1

医療分野における
プラスチック材料とその応用

光学デバイスを支える
材料および精密加工技術

環境・エネルギ ーと
プラスチック技術

第8
回

NANO/SPE合同闘演会

自動車の軽紐化と
炭素繊維の活用

医療用途に求められる
高分子材料

II ..,..... 

シクロオレフィンポリマーの特性と医葵品容器月途への展開

生体橙楼補助月途におけるプラスチックの活月—PEEKを中心に

カルド構造を有するフルオレンポリエステルの光字持仕と反彩セ

新たな光学デパイスを創出する微細加工技術

射出成形CAEシステムによる光学性能の評価

高電圧機器の絶縁性能からみた材料への期待

バイオマスによる光然変哀材科開発と太目供利月涯水淡水化への活月

工程内璽合•ポリエステル系熱可塑性ブリブレグの紹介

CNTを用いた導電性粘汀剤への分散技術と設計

ナノ絨維やナノ粒子を利用した機能性透明フィルム

アジアにおけるゴム事情

自動車とCFコンポジット

CFコンポジットの成形加工
r海外展示会(JEC2014
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に見る自動車とCFコン トJ

医預機器と高分子材料

中間水コンセプトによる生体親和性高分子

1 3 Church Hill Rd Newtown, CT 064 70 USA 

伊藤浩志 山形大学

杉本昌隆 山形大学

梅田杉也 （株）テクノペル

仲井朝美 岐阜大学

浦山裕司 トヨタ自動車（株）

新玉阻貞 川崎重工（株）

藤井田樹 栢水化学工業（株）

久米辰雄 大阪ガス（株）

太和田祖久 大阪大学

大平英二 （目ffi)面エネルギー・巨菓枝府g合月発痘員

山本 孝 （株）ジェイアール束日本企画

尾坂 格 理化学研究所

小林 豊 （株）ブライムポリマ ー

大金仁 （株）本田技術研究所

大坪彰博 サンアロマ ー（株）

小野道夫 ダウケミカル日本（株）

廷良忠彦 包装科学研究所

山本俊巳 凸版印刷（株）

大） II秀俊 ポリプラスチックス（株）

u 玉lL 口●
池田功 一 日本ゼオン（株）

澤田克己 ダイセル ・ エポニック（株）

加藤只理子 大阪ガスケミカル（株）

高岡俊充 ナルックス（株）

多田和美 サイパ ネットシステム（株）

武藤浩隆 三蕊電機誅

近藤義和 京都工芸絨維大学

赤松弘 一 アピリティゲート（株）

大 高 翔 リンテック（株）

坂尻浩一 東京工業大学

西 敏夫 東京工業大学

影山裕史 金沢工業大学

大谷迂夫 岐阜大学

長岡 猛 名古屋大学

川西徹朗 テルモ（株）

田中 賢 九州大字先導物質化学研究所

Phone: + 1 203-775-0471 Fax: + 1 203-775-8490 E-Mail: info@4spe.org HP: http://www.4spe.org/ 
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