
粉体技術 第４巻（２０１２）総目次
太数字は号数、細数字は頁数

＜年頭所感＞
年頭にあたって 藤木 俊光 １ １４（ １４ ）

＜誌上年賀＞
会長・副会長からの誌上年賀 １ １６（ １６ ）

＜先達の言葉＞
坂下技術士事務所 所長 坂下 攝 氏

２ ６７（１７７）
元 日清エンジニアリング株式会社 代表取締役社長
土橋 健夫 氏 １２ ５８（１２２８）

＜巻頭言＞
新春に想う 真鍋 功 １ １５（ １５ ）
賢兄賢弟として 牧野 尚夫 ２ １２（１２２）
役 割 荻田 容宏 ３ １２（２３４）
海外への飛躍 三谷 陽一郎 ４ １４（３３８）
福島原発事故に想う 杉山 周宏 ５ １４（４５６）
活性化活動と懇話会・変化を求めて

松島 徹 ６ １４（５６４）
平成２４年度のスタートにあたって

大川原 武 ７ １４（６７２）
五輪と粉 星野 哲夫 ８ １４（７７４）
震災復興と少しの贅沢 齋藤 文良 ９ １４（８６６）
即興性とソウル 東田 龍一郎 １０ １４（９６８）
世界を舞台に成長するグローバル企業へ変貌するた
めに 斎藤 直史 １１ １４（１０７２）
企業の国際化と海外進出 細川 悦男 １２ １４（１１８４）

＜粉の最前線＞
将来の信頼を得るために

小森 健太郎 １ １７（ １７ ）
粉を扱うことの難しさ 籾井 浩二 ２ １３（１２３）
粉体の動き 堤 啓 ３ １３（２３５）
粉による摩耗の予測 磯 良行 ４ １５（３３９）
粉体技術者として大切なこと

西山 佑樹 ５ １５（４５７）
粉体と向き合い 吉永 茉莉子 ６ １５（５６５）
粉体と経口製剤のプロセス設計

藤原 麻矢 ７ １５（６７３）
「相和す」精神 萬谷 雄高 ８ １５（７７５）
粉体のエンジニア 田尻 隆志 ９ １５（８６７）
スケールアップ検証の重要性

木嶋 敬昌 １０ １５（９６９）
スラリーの「気分屋」ぶり

佐藤根 大士 １１ １５（１０７３）
ナノ粒子の有効利用と生体影響評価

堀江 祐範 １２ １５（１１８５）

＜特集記事＞
【これからのものづくり】
「これからのものづくり」を企画して

永禮 三四郎、伊ケ崎 文和 １ １８（ １８ ）
これからのものづくり 梅田 靖 １ １９（ １９ ）
セラミックスのミニマルマニュファクチャリング

北 英紀 １ ２５（ ２５ ）
原材料のロスを見える化するMFCA

渡辺 直文 １ ３２（ ３２ ）
MFCAに取り組んで 上野 秋実 １ ３９（ ３９ ）
後工程引取りによる生産方式

石川 秀人 １ ４６（ ４６ ）
当社の環境活動について

斉藤 好弘、渡辺 一重 １ ５１（ ５１ ）

【粉体工業展大阪２０１１を終えて】
粉体工業展大阪２０１１を終えて

寺田 勝信 ２ １４（１２４）
粉体工業展大阪２０１１ カメラルポ

鈴木 道隆、浅井 直親 ２ １８（１２８）
粉体工業展大阪２０１１ 見て歩き（その１）

小浜 弘幸 ２ ３２（１４２）
粉体工業展大阪２０１１ 見て歩き（その２）

立山 篤 ２ ３６（１４６）
「ナノ物質ばく露防止技術セミナー」聴講記

神谷 昌岳 ２ ４１（１５１）
最新情報フォーラムダイジェスト“EVの将来社会
に与える衝撃～今後のものづくりを考える”

大矢 仁史 ２ ４６（１５６）
APPIE 産学官連携フェア２０１１について

島岡 治夫 ２ ５０（１６０）

【デジタルディスプレイ関連技術】
特集「デジタルディスプレイ関連技術」を企画して

小波 盛佳、大矢 仁史 ３ １４（２３６）
FPD技術の歴史と展望 鵜飼 育弘 ３ １５（２３７）
タッチパネルの技術の流れ

板倉 義雄 ３ ２９（２５１）
電子ペーパー技術の現状と展望

北村 孝司 ３ ３９（２６１）
液晶スペーサの乾式散布技術

村田 博 ３ ４５（２６７）
液晶テレビのリサイクル技術

内海 康彦 ３ ５２（２７４）

【協会を支える分科会活動】
協会を支える分科会活動 杉田 稔 ４ １６（３４０）
分科会の活動状況（掲載順） ４ ２０（３４４）
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粉体ハンドリング分科会（旧バルクハンドリング分科会）／
粉砕分科会／分級ふるい分け分科会／
乾燥分科会／集じん分科会／混合・成形分科会／
造粒分科会／計装測定分科会／
湿式プロセス分科会／粒子加工技術分科会／
輸送分科会／クリーン化分科会／
環境エネルギー・流動化分科会／晶析分科会／
微粒子ナノテクノロジー分科会／
静電気利用技術分科会／電池製造技術分科会／
リサイクル技術分科会／食品粉体技術分科会

【湿式プロセスにおける水処理と材料創生】
特集「湿式プロセスにおける水処理と材料創生」を
企画して 東谷 公、石川 敏 ５ １６（４５８）
水処理技術と水環境ビジネスの動向

松本 幹冶 ５ １７（４５９）
ろ過脱水装置～加圧、真空脱水機の変遷と今後～

菅谷 謙三 ５ ２５（４６７）
MBR（Membrane Bio Reactor）の現状と今後の展開

川﨑 睦男 ５ ３２（４７４）
材料創生プロセスにおけるサスペンジョンレオロジー
の活用 菰田 悦之 ５ ３８（４８０）
インキの湿式分散 野口 典久 ５ ４５（４８７）
高圧スラリー供給装置の開発とその利用

飯田 勝康 ５ ５３（４９５）

【資源と粉体技術】
特集「資源と粉体技術」を企画して

加納 純也、大矢 仁史 ６ １６（５６６）
エネルギー・資源の動向と未来

別所 昌彦、西山 孝 ６ １７（５６７）
石炭資源と粉体工学

牧野 尚夫、野田 直希 ６ ２５（５７５）
鉄鋼資源の動向と製鉄プロセス

齋藤 公児 ６ ３１（５８１）
非鉄金属資源開発と粉体技術

岡本 秀征 ６ ３９（５８９）
非鉄金属および希少金属の資源動向

小林 幹男 ６ ４５（５９５）
石灰石鉱山採掘と粉体加工プロセス

鈴木 貴道 ６ ５３（６０３）
金属鉱業の歴史から見た粉体技術

井澤 英二 ６ ５９（６０９）

【食の安全・安心を考える】
特集「食の安全・安心を考える」を企画して

谷 正美 ７ １６（６７４）
食品製造業における“食品安全の課題と改善のトレ
ンド” 廣田 正人 ７ １７（６７５）
EHEDGと食品機械 JIS 鈴木 芳雄 ７ ２５（６８３）
食品工場における衛生的給粉システム

池田 康弘 ７ ３０（６８８）

過去の食品安全に関わる事件・事故から学ぶべきこと
山田 昌治 ７ ３６（６９４）

【BCP（事業継続計画）作成のポイント】
特集「BCP（事業継続計画）作成のポイント」を企画して

立山 篤 ８ １６（７７６）
防災の観点から見たBCPへの取り組み

細村 誠 ８ １７（７７７）
ITサービス継続マネジメントガイドライン

小島 智行 ８ ２４（７８４）
中小企業のBCP（事業継続計画）

永野 喜代彦 ８ ２７（７８７）
BCP対策、成功へのポイント

黒住 展尭 ８ ３１（７９１）
広がるBCPへの取り組み

藤崎 健司 ８ ３９（７９９）
BCPへの取り組み 小西 俊一 ８ ４４（８０４）
広がる自治体でのBCP策定支援

立山 篤 ８ ５１（８１１）

【海外市場への関心：中国事情とACHEMA】
特集「海外市場への関心：中国事情とACHEMA」
を企画して

伊ケ崎 文和、森田 章友 ９ １６（８６８）
市場としての中国の経済動向と日本企業の課題

真家 陽一 ９ １７（８６９）
中国の医薬品・製剤研究事情からの課題とアプローチ

盛本 修司 ９ ２９（８８１）
ACHEMA２０１２に参加して～全般の状況と環境、リ
サイクル技術～ 大矢 仁史 ９ ３３（８８５）
ACHEMA２０１２に参加して～分散技術の現状～

小野 努 ９ ４０（８９２）
ACHEMA２０１２に参加して～乾燥機を中心とした欧
州の設計に触れて～ 岩本 大輔 ９ ４５（８９７）
ACHEMA２０１２に参加して～粒子径計測～

後藤 邦彰 ９ ４８（９００）
ACHEMA２０１２に参加して～晶析と IPNF２０１２～

白川 善幸 ９ ５１（９０３）
「海外活動に関するアンケート」の集計結果から見
えるもの 鹿毛 浩之 ９ ５４（９０６）

【除染技術】
特集「除染技術」を企画して

大山 潤、簔口 隆志 １０ １６（９７０）
放射性物質の除染技術について

川瀬 啓一 １０ １７（９７１）
放射性物質汚染土壌の現状と多機能盛土による保管
対策 伊藤 洋 １０ ２６（９８０）
有機リン酸系殺虫剤汚染土壌のバイオレメディエー
ション 武尾 正弘 １０ ３３（９８７）
製薬工業における微生物汚染の除去、除染について

川﨑 康司 １０ ４０（９９４）

Vol．４，No．１２（２０１２） 85（1255）



医薬品製造施設におけるβラクタムの除染とクリー
ニング・バリデーション

髙橋 久雄 １０ ４６（１０００）
HEPAフィルタと放射性物質

加藤 辰夫 １０ ５１（１００５）

【ナノ粒子分野の新しい動き】
特集「ナノ粒子分野の新しい動き」を企画して

河島 睦泰、伊ヶ崎 文和 １１ １６（１０７４）
アプリケーションにマッチしたナノ粒子材料の構造
化と制御 荻 崇、奥山 喜久夫 １１ １７（１０７５）
超音速ジェット気流を利用した湿式ジェットミルに
よるナノ粒子分散

牧野 晃久、周善寺 清隆、
森光 孝典、星野 高明、波多 英寛 １１ ２８（１０８６）
ナノ中空粒子の分散制御とその応用～ご希望の中空
粒子合成・分散はおまかせ～

藤 正督、高井 千加 １１ ３５（１０９３）
ナノ粒子スラリーの新規粒子分散・凝集状態評価技術

森 隆昌、浅井 一輝、
木口 崇彦、椿 淳一郎 １１ ４２（１１００）

ナノ粒子をどんな溶媒・樹脂にも分散できる技術に
むけて 飯島 志行、神谷 秀博 １１ ４６（１１０４）
マイクロプラズマを用いたナノ粒子の帯電制御

瀬戸 章文 １１ ５２（１１１０）
回転式流動層を用いたナノ粒子ハンドリング：高遠
心力場を利用したナノ粒子の流動化

仲村 英也、綿野 哲 １１ ５７（１１１５）
カーボンナノチューブ分散専用 湿式ジェットミル
装置の開発 小野寺 和彦 １１ ６３（１１２１）

【再生エネルギー】
特集「再生エネルギー」を企画して

伊藤 隆政、鈴木 道隆 １２ １６（１１８６）
自然エネルギーでどこまで行けるのか

安井 至 １２ １７（１１８７）
日本における太陽電池の現状と将来

新船 幸二 １２ ２４（１１９４）
微細藻類による燃料生産

石井 浩介、久保田 伸彦 １２ ３１（１２０１）
水熱ガス化技術によるエネルギー創出型廃水処理プ
ロセスの開発 松本 信行 １２ ３５（１２０５）
地熱エネルギー開発の現状と課題

松永 烈 １２ ４１（１２１１）
風レンズ技術を用いた風力・水力の利用と洋上浮体
式複合エネルギーファーム

大屋 裕二 １２ ４９（１２１９）

＜小特集＞
【教育部門へのお誘い】
進展する粉体技術に対応する教育講座を目指して

日高 重助 ２ ５８（１６８）

入門セミナーおよび早期養成講座を受講して
２ ６０（１７０）

＜特別寄稿＞
日本素材物性学会年会に参加して

冬木 正 ２ ７３（１８３）
３月１１日 あのとき何を考え、どう行動したのか

加納 純也 ３ ６０（２８２）
アジアにおけるリサイクルと破砕・粉体技術

小島 道一 ５ ６１（５０３）
鋳物造りを通じて、働く価値を創造する－－鋳物と
粉体工業の関わり－－ 仁科 捷哉 １０ ５９（１０１３）
社員全員が納得できる経営理念が必要

立山 由乘 １２ ６７（１２３７）

＜規格・標準化報告＞
“JIS Z８８３３ 粒子特性を評価するための粉体材料の
縮分”の紹介 遠藤 茂寿 ５ ６６（５０８）
“ISO１１０５７：２０１１ 大気の質－－洗浄できるフィルタ
媒体のろ過特性判定のための試験方法”について

石井 興一 ７ ５４（７１２）

＜粉体技術者のための粉体入門講座＞
27機械的活性とその利用 －４－
～硫酸塩・炭酸塩鉱石からの水酸化物、炭酸塩の
回収～ 張 其武、齋藤 文良 １ ６４（ ６４ ）
28機械的活性とその利用 －５－
～PVCの脱塩化水素と樹脂の非加熱分解～

〃 ２ ８２（１９２）
29機械的活性とその利用 －６－
～塩化法による廃棄物からの有価金属回収～

〃 ３ ６６（２８８）
30粉体の静電気 １．粉体の摩擦帯電

竹内 学 ４ ８６（４１０）
31粉体の静電気 ２．粉体のコロナ帯電、誘導帯電

〃 ５ ７２（５１４）
32粉体の静電気 ３．粉体の帯電に関与する因子－－
帯電量制御 〃 ６ ６８（６１８）
33粉体の静電気 ４．帯電粉体の付着力

〃 ７ ６０（７１８）
34粉体の静電気 ５．粉体の帯電量の測定・評価法

〃 ８ ６０（８２０）
35粉体の静電気（最終回） ６．粉体の帯電の応用技
術および静電気障災害 〃 ９ ６８（９２０）
36スラリー徒然草－１ 椿 淳一郎 １０ ７２（１０２６）
37スラリー徒然草－２ 〃 １１ ７８（１１３６）
38スラリー徒然草－３ 〃 １２ ７８（１２４８）

＜用語集＞
粉体技術基礎 －１－

編集 技術委員会 １ ６２（ ６２ ）
粉体技術基礎 －２－ 〃 ２ ８０（１９０）
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粉体技術基礎 －３－ 〃 ３ ６４（２８６）
粉体技術基礎 －４－ 〃 ４ ８４（４０８）
粉体技術基礎 －５－ 〃 ５ ７０（５１２）
粉体技術基礎 －６－ 〃 ６ ６６（６１６）
粉体技術基礎 －７－ 〃 ７ ５８（７１６）
粉体技術基礎 －８－ 〃 ８ ５８（８１８）
粉体技術基礎 －９－ 〃 ９ ６６（９１８）
粉体技術基礎 －１０－ 〃 １０ ７０（１０２４）
粉体技術基礎 －１１－ 〃 １１ ７６（１１３４）
粉体技術基礎 －１２－ 〃 １２ ７６（１２４６）

＜現場ルポ＞
㈱松島機械研究所 ７ ４６（７０４）
㈱セイシン企業 響灘工場 ９ ６０（９１２）

＜会員会社探訪＞
杉山重工㈱ 小浜 弘幸 ４ ８０（４０４）

＜海外報告＞
「中国視察」ツアー記 鍋内 浩 １ ５７（ ５７ ）

＜追悼記事＞
豊田 隆三 元会長を偲んで ３ ８０（３０２）
天野 牧男 元会長のご逝去を悼む

向阪 保雄 ８ ５６（８１６）
故 坂下 攝氏を偲んで 小波 盛佳 ９ ７４（９２６）

＜わが社のプロフィール＞
吉田機械興業㈱ １ ６６（ ６６ ）
東邦冷熱㈱ １ ６７（ ６７ ）
OMC㈱ ２ ８４（１９４）
㈱常光 ２ ８５（１９５）
日本エリーズマグネチックス㈱ ３ ６８（２９０）
タツタ電線㈱ ３ ６９（２９１）
大陽日酸㈱ ４ ８８（４１２）
㈱椿本バルクシステム ４ ８９（４１３）
古河産機システムズ㈱ ５ ７４（５１６）
㈱ヤマセ ５ ７５（５１７）
JFEエンジニアリング㈱ ６ ７０（６２０）
日本バイリーン㈱ ６ ７１（６２１）
富士シリシア化学㈱ ７ ６２（７２０）
プライミクス㈱ ７ ６３（７２１）
太平洋機工㈱ ８ ６２（８２２）
エイクル㈱ ８ ６３（８２３）
トレック・ジャパン㈱ ９ ７０（９２２）
ヤマト機販㈱ ９ ７１（９２３）
㈱ CPFD Lab １０ ７４（１０２８）
㈱北川鉄工所 １１ ８０（１１３８）
㈱前川工業所 １１ ８１（１１３９）
㈱テルナイト １２ ８０（１２５０）

＜研究室のプロフィール＞
北九州市立大学国際環境工学部 大矢研究室

１０ ７５（１０２９）

＜一押し製品・技術の紹介＞
最新の容器回転型混合機“無限ミキサー”の特性

㈱徳寿工作所 １ ６８（ ６８ ）
竪型両圧成形機CRUX

㈱菊水製作所 １ ７０（ ７０ ）
ビーズミルの流動コントロールによるナノ粒子精製
技術 アシザワ・ファインテック㈱ ２ ８６（１９６）
高冷却型機械式微粉砕機－ホソカワミクロン グラシス

ホソカワミクロン㈱ ３ ７０（２９２）
ディバイダースケール

ツカサ工業㈱ ４ ９０（４１４）
ドラム式コーティング装置「パウレックコーターEVO
シリーズ」の開発 ㈱パウレック ５ ７６（５１８）
微粒子製造用スプレードライヤ「マイクログラニュ
ライザーシリーズ」 大川原化工機㈱ ５ ７８（５２０）
スクリーン式分級機を用いた微粉分級とビーズミル
によるナノレベル湿式粉砕

フロイント・ターボ㈱ ６ ７２（６２２）
新型レーザー回折式粒度分布測定装置「マスターサ
イザー３０００」

マルバーン（スペクトリス㈱） ６ ７４（６２４）
自転・公転方式 湿式ナノ粉砕機NP－１００

㈱シンキー ７ ６４（７２２）
プラスチック製バケットコンベヤ「SBP型・SBR型」

エステック㈱ ７ ６６（７２４）
ニッカ粉体散布装置 ニッカ㈱ ８ ６４（８２４）
高速チョッパーを有する乾式混合機「スパルタンミ
キサ」 不二パウダル㈱ ８ ６６（８２６）
高精度微量粉体定量供給装置 ファインズビット

㈱カワタ ９ ７２（９２４）
２６GHz パルスレーダ式マイクロ波レベル計の開発

㈱松島機械研究所 １０ ７６（１０３０）

＜連載記事＞
「営業改革のABC～売れる条件、売れない理由～」

吉永 亮
第２２回 「なぜ、それをお使いですか？」

１ ７２（ ７２ ）
第２３回 ニーズが見えないワケ ２ ８８（１９８）
第２４回 「テクニック信奉主義」という誤解

３ ７２（２９４）
第２５回 「一括提案」で顧客の問題を解決せよ

４ ９２（４１６）
第２６回 営業は提案に始まり、回収で終わる

５ ８０（５２２）
第２７回 「想定外」に強い人 ６ ８０（６３０）
第２８回 営業社員は「情報責任」を持て

７ ７２（７３０）
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第２９回 サービスなき商売は、ビジネスではない
８ ６８（８２８）

第３０回 顧客にはあなたが見えない
９ ７６（９２８）

第３１回 本質的な残業削減に取り組め
１０ ７８（１０３２）

第３２回 エンドユーザーの高齢者に注目
１１ ８２（１１４０）

第３３回 自社を１５文字で言い尽くせるか
１２ ８２（１２５２）

「事業繁栄の原理原則～伸びる会社はココが違う～」
吉永 亮

第２２回 自社はいかに生くべきか １ ７３（ ７３ ）
第２３回 ショックを織り込もう ２ ８９（１９９）
第２４回 「破壊的革新」がやって来る

３ ７３（２９５）
第２５回 希望の経営 ４ ９３（４１７）
第２６回 新入社員の早期離職を抑止せよ

５ ８１（５２３）
第２７回 助言者を得よ ６ ８１（６３１）
第２８回 テクノロジーを監視せよ ７ ７３（７３１）
第２９回 代替電源は「意思」 ８ ６９（８２９）
第３０回 会社より、仕事に依存させよ

９ ７７（９２９）
第３１回 依存は侵略を招く １０ ７９（１０３３）
第３２回 「ダ・ラ・リ」を締めよ １１ ８３（１１４１）
第３３回 「官」を当てにしてはならない

１２ ８３（１２５３）

＜書評＞
プロセスの運転安全 大久保 元 ８ ２３（７８３）
ナノ粒子安全性ハンドブック（リスク管理とばく露
防止対策） 川島 嘉明 １１ ６７（１１２５）

＜コラム＞
粉惚最新 湖山人 １ ６１（ ６１ ）
粉惚最新 〃 ２ ７６（１８６）
粉惚最新 〃 ３ ７９（３０１）
粉惚最新 〃 ４ ７１（３９５）
粉惚最新 〃 ５ ６９（５１１）
粉惚最新 〃 ６ ５２（６０２）
粉惚最新 〃 ７ ７０（７２８）
粉惚最新 〃 ８ ２６（７８６）
粉惚最新 〃 ９ ３９（８９１）
粉惚最新 〃 １０ ３９（９９３）
粉惚最新 〃 １１ ６２（１１２０）
粉惚最新 〃 １２ ５７（１２２７）
連載小説「１８０４年の１ドル銀貨」（第１回）

森口 透 １ ７５（ ７５ ）
連載小説「１８０４年の１ドル銀貨」（第２回）

〃 ２ ７７（１８７）
連載小説「１８０４年の１ドル銀貨」（第３回）

〃 ３ ７５（２９７）
連載小説「１８０４年の１ドル銀貨」（第４回）

〃 ４ ８２（４０６）
連載小説「１８０４年の１ドル銀貨」（第５回）

〃 ５ ８３（５２５）
連載小説「１８０４年の１ドル銀貨」（第６回）

〃 ６ ７６（６２６）
連載小説「１８０４年の１ドル銀貨」（第７回）

〃 ７ ６８（７２６）
京都漫遊（Vol．１） 篤史庵 １ ３８（ ３８ ）
京都漫遊（Vol．２） 〃 ２ ５７（１６７）
京都漫遊（Vol．３） 〃 ３ ６３（２８５）
京都漫遊（Vol．４） 〃 ４ ４９（３７３）
京都漫遊（Vol．５） 〃 ５ ８２（５２４）
京都漫遊（Vol．６） 〃 ６ ７９（６２９）
京都漫遊（Vol．７） 〃 ７ ５３（７１１）
京都漫遊（Vol．８） 〃 ８ ５７（８１７）
京都漫遊（Vol．９） 〃 ９ ７８（９３０）
京都漫遊（Vol．１０） 〃 １０ ６９（１０２３）
京都漫遊（Vol．１１） 〃 １１ ８５（１１４３）
京都漫遊（Vol．１２） 〃 １２ ８１（１２５１）
はなしかのはなし その１ はなしかの花見

林家 卯三郎 ４ ２７（３５１）
はなしかのはなし その２ はなしかのべんちゃら

〃 ５ ６０（５０２）
はなしかのはなし その３ はなしかの誕生

〃 ６ ６５（６１５）
はなしかのはなし その４ はなしかと海

〃 ７ ４５（７０３）
はなしかのはなし その５ はなしかとマカナイ

〃 ８ ７０（８３０）
はなしかのはなし その６ はなしかの１５才

〃 ９ ７９（９３１）
はなしかのはなし その７ はなしかの旅

〃 １０ ５８（１０１２）
はなしかのはなし その８ はなしかのおとむらい

〃 １１ ７５（１１３３）
はなしかのはなし その９ はなしかの師走

〃 １２ ７５（１２４５）
海外市場情報 －２－ 石戸 克典 １ ７４（ ７４ ）
海外市場情報 －３－ 〃 ３ ７４（２９６）
海外市場情報 －４－ 〃 ５ ６５（５０７）
海外市場情報 －５－（米国パウダーショーに参加して）

〃 ７ ７１（７２９）
海外市場情報 －６－（米国編）〃 ９ ７５（９２７）
海外市場情報 －７－ 〃 １１ ８４（１１４２）

＜いずみ＞
３月号を読んで 匿名希望 ４ １９（３４３）
４月号雑感 芝打遊球 ５ ５９（５０１）
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＜協会関連記事＞
写真で振り返る APPIE２０１１ １ １２（ １２ ）
海外での行事のお知らせ（日本開催の国際行事も含む）

海外交流委員会 １ ７８（ ７８ ）
国際粉体工業展東京２０１２へのお誘い

谷本 友秀 １０ ６４（１０１８）
国際粉体工業展東京２０１２のプレビュー

「粉体技術」編集委員会 １１ ６８（１１２６）
「粉体技術」３年を振り返って

大矢 仁史 １２ ７２（１２４２）
協会からのお知らせ １ ８１（ ８１ ）
協会からのお知らせ ２ ９０（２００）

協会からのお知らせ ３ ８１（３０３）
協会からのお知らせ ４ ９４（４１８）
協会からのお知らせ ５ ８６（５２８）
協会からのお知らせ ６ ８３（６３３）
協会からのお知らせ ７ ７７（７３５）
協会からのお知らせ ８ ７１（８３１）
協会からのお知らせ ９ ８０（９３２）
協会からのお知らせ １０ ８０（１０３４）
協会からのお知らせ １１ ８６（１１４４）
協会からのお知らせ １２ ９０（１２６０）

第４巻（２０１２）総目次 １２ ８４（１２５４）
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