ニュースリリース （6月5日配信）
会期：2018年6月27日[水]～29日[金]

10時～18時（最終日のみ17時まで）

会場：東京ビッグサイト
主催：リード エグジビション ジャパン㈱

製造ラインや大型実機が見られるのはココだけ！
弊社リード エグジビション ジャパン（株）は、2018年6月27日（水）から３日間、東京ビッグサイトにて「第31回インター
フェックス ジャパン」を開催いたします。同時開催展合わせて１,510社が出展する本展には“製造ラインの展示”“大型実機
の出展”が多く、加えてほとんどが新製品である点が大きな特徴です。最新の大型実機の実演、多数の製造ラインを一度に
取材できる貴重な機会となります。ぜひ取材にお越しください！

インターフェックス ジャパンとは？

医薬・化粧品業界 世界有数の専門展

医薬・化粧品・洗剤を製造・研究開発するためのあらゆる機器・ システム・技術が一堂に出展。 毎年、国内外から医薬品・化粧品・化学・洗剤メーカー
の方が多数来場する年に１度の欠かせない機会。 ますます生産技術や工場設備のグローバルスタンダード化が進む中、最新の機械設備、技術には
大きな注目と期待が寄せられています。 大型実機、ラインが一堂に並ぶ本展にぜひご注目ください。

前回（2017年6月）会場の様子

取材申込み受付中！
◆ 取材事前登録はこちら

>>> http:// www.interphex.jp/shuzai/ ◆
展示製品紹介（一部抜粋・予定）

コペリオンＫトロン社製 ファーマ仕様小型重量式
スクリューフィーダ
NEW

デモあり
日本初

連続式電解合成装置 ElectraSynflow
NEW

アプテジャパン（株）

新開発の小型ロードセルの採用により
省スペース化を実現。製薬プラント内
の狭隘なスペースにも設置可能。
基準等への準拠、FDA承認材料の
使用、各種バリデーション、細かな
表面仕上げなど厳格な要求に
対応可能。

デモあり
世界初
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IKAジャパン（株）
世界初スタンダードとなる電解合成
装置。連続して電解合成が可能。
重金属などの危険な酸化剤や
還元剤を用いることなくクリーンな
反応が可能。１０種類の選べる
電極。選べる電極間距離。
完全な密閉系での反応が可能。

Dシリーズ（机上置き型）
NEW

フルオート打錠試験機AUTOTAB-200TR
NEW

（株）石川工場

デモあり

机上でお使いいただくシリーズです。
筐体は鋼板製とオールステンレス製を
ご用意。推奨容量は0.05～2.0㍑が
あります。安全装置付きで、回転部分
はアクリルカバーで覆われています。

高いサニタリー性 ドラム
NEW

デモあり
日本初

デモあり
世界初

NEW

（株）SKブリッジ

デモあり

リッド部分を全周溶接した、
製品コンタミや清掃時の水滴を
残さない製薬業界向けドラム。

デモあり

NEW

エム・テクニック（株）

ULREA（アルリア）で、金属、合金、
複合酸化物、コアシェル、薬物のナノ
粒子を粒子径、結晶子径、表面
修飾を制御して容易に創製出来ます。
反応制御の難しい有機合成でも
安全に、高効率で応用可能です。

デモあり

（株）エヌ・ピー・ラボ

下ホモにする事で液体の循環を
促す循環羽根と粉体の粉砕分散
が出来る粉砕羽根の交換が簡単に
出来、メンテナンスの時間を短縮する
事が可能です。

デモあり
日本初

大川原化工機（株）

スプレードライヤの前処理装置
として開発しました、全く新しい
仕組みの乳化分散装置、
「Free Micro Mixer」5つの
FREEをご確認下さい！

無菌液体プロセス
デモあり

（株）菊水製作所

GEA グループ

GEAは、製薬およびバイオテクノロジー
業界向けの無菌プロセスプラントの
計画、建設および適格性評価を
専門とし、モジュール、コンポーネント
だけでなくフルラインの提供可能です。

AQUARIUS G-Jは、医薬・食品生産
設備向けに開発された回転盤脱着
高速回転式錠剤機です。
新開発の回転盤脱着機能と開放的な
機内デザインにより、製品切り替え
時間の短縮、メンテナンス性の向上を
実現しました。

湿式微粒化装置「スターバースト」
NEW

単層錠～三層錠、オプションで
有核錠の打錠可能なラボに
最適な打錠機です。

乳化分散装置「Free Micro Mixer」

AQUARIUS G-J
NEW

日本初

市橋精機（株）

ウルトラミキサー

強制薄膜式フローリアクター
ULERA（アルリア） SS-11
NEW

デモあり

複合撹拌装置NANOVisK
NEW

（株）スギノマシン

デモあり

最高245ＭＰａに加圧した原料を、
斜向衝突またはセラミックスボールに
衝突させ、分散・粉砕・乳化・表面
改質を行うコンタミレスな湿式微粒化
装置です。
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住友重機械プロセス機器（株）
新素材開発から少量多品種生産
までを担う複合撹拌装置です。槽内
微粒化システムにより超高粘度液の
乳化や分散、異粘度流体の混合など
今まで不可能だった撹拌を可能に
しました。

デスクトップロータリキルン
NEW

デモあり

連続造粒システムDOME-EX
NEW

高砂工業（株）

デモあり
世界初

NEW

DKSHジャパン（株）

デモあり

ラボからパイロットスケールまでを1台で
補うことが可能な、ハイフレキシブル
ジェットミルです。医薬品に特化した
デザインで、且つサイクロンを含めても
1.5平米以内の場所に設置可能な
超コンパクト設計が特徴です。

世界初

ポンプユニット
NEW

デモあり

デモあり
日本初

NEW

日東金属工業（株）

デモあり

ステンレス容器と撹拌機、ポンプを
1台の台車に載せたコンパクトで
扱いやすいユニットタンクです。

トーフレ（株）

バイオフレックスウルトラと
山状PTFE製ホースとの比較
衛生的でクリーン-内面平滑
流量-2倍以上 耐圧-1.5倍以上
自助排出-金具部のフレア加工で
100%排出

（株）ビー・エム・プロダクツ
高耐寿命/超音波洗浄や
酸アルカリ洗剤に対応。

脱泡機能付二軸スクリューポンプ

NEW

ファイク・ジャパン（同）

ラプチャーディスクとは、圧力容器・配管
系などの密閉された装置が過剰圧力
にて破損することを防止するド－ム状の
金属薄板で、あらかじめ設定された
破裂圧力にて破裂し、装置内の異常
圧力を放出する安全装置です。

デモあり
世界初

伏虎金属工業（株）

非接触ポンプでありながら高自吸力。
物理限界-10mを実現 完全ドライ
運転可。高粘度液の引き抜きに最適。
脱泡しながら、液移送を実現。軸封部
が接液しないため、メカニカルシール
不要。研磨性流体に強い。

錠剤印刷装置（外観検査機能搭載型）
TABREX Rev.

パウダーレオメータ™FT4
デモあり

打錠前顆粒の製造をワンステップ処理
する新しいシステムを構築。精密混合、
混練、造粒、乾燥の各バッチ処理
工程を連続処理するシステムです。
今展示会では新しく能力25kg/hの
装置を展示します。

マルチジルコニア臼

ラプチャーディスク
NEW

（株）ダルトン

バイオフレックスウルトラ

医薬向けハイフレキシブル・ジェットミル
NEW

デモあり

焼成や乾燥の基礎試験用に使用する
小型加熱装置です。様々な不活性
ガス雰囲気や真空雰囲気に対応します。

Freeman Technology
FT4は粉体の流動性特性を世界で
最も多面的に測定できる装置であり、
その幅広い計測機能により、粉体
挙動を計測し理解することができます。

【3/4】

NEW
デモあり
世界初

フロイント産業（株）
世界初 錠剤多色印刷
～ 薬を見やすく、わかりやすく ～

回転盤交換型高速打錠機MZ400

UL508A Listed 制御盤デモ機
NEW

NEW

（株）三笠製作所

デモあり

UL508Aの認証を受けた制御盤
デモ機です。SCCR=40kAであり、
米国のNEMA 4Xの保護等級を持つ
筐体に、米国の制御機器製品のみで
構成をしています。部材の一部変更を
すればSCCR=100ｋAも簡単に
達成できる構成です。

デモあり

モリマシナリー（株）
先進の技術で高い生産性と
錠剤品質を両立しました。
○予圧・本圧ともφ250の大径ローラー、
独自の圧力制御。
○前面支柱レス三面開放死角ゼロ設計、
安全で容易な回転盤交換。
○グラフィックスを用いたSOP表示。

Wi-Flo
NEW

（株）ヨシタケ

デモあり

ワイヤレス流体監視・分析システム。
Wi-floはいつでもパソコンで流体・
機器の稼動状態をモニタリングできる
IoT革命に対応したシステムです。

※招待券掲載情報、製品社・製品検索、出展企業ＨＰから引用。
当日の出展製品は変更になる可能性もございます。
予めご了承ください。

FDA、有力製薬メーカーなど120名が講演のセミナーも取材いただけます！
こちらも注目！

ぜひ取材にお越しください！ 本内容を、ぜひ貴媒体にてご紹介ください！

取材事前登録

本展への取材をご希望される場合は取材事前登録【 http:// www.interphex.jp/shuzai/ 】にてご登録いただくか
下記取材申込み書に基本情報をご記入のうえＦＡＸにて【 03-3349- 4922 】ご返信ください。

貴社名：
所属：

役職：

担当者氏名：
ＴＥＬ：

Ｅ-ｍａｉｌ：

媒体：
■■ 取材事前登録はＷＥＢからもできます！ ＞＞＞ http:// www.interphex.jp/shuzai/ ■■
※ 本展の取材は事前登録が必要です。 取材事前登録は「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
ご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は当日プレスルームでの受付をお断りする可能性がございます。

本リリースの問合せ先 主催者：リード エグジビション ジャパン（株） インターフェックスジャパン事務局
広報担当：：八木

TEL：03-3349-8509 FAX：03-3349-4922 Mail：yagi@reedexpo.co.jp

掲載の出展社数（共同出展社を含む）･講師数（同時開催展を含む）は、2018年3月20日時点の最終見込み数であり、開催時には増減の可能性があります。
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