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聴講無料・事前申込不要
プレゼンテーションコーナーA（2号館）

出展名／プレゼンタイトル

11:30～11:50

11:55～12:15

12:20～12:40

12:45～13:05

13:10～13:30

13:35～13:55

14:00～14:20

14:25～14:45

14:50～15:10

15:15～15:35

15:40～16:00

２号館では、環境・エネルギーに特化した特別展示コーナーを
設置しております。

国際フロンティア産業メッセ2017では就職活動や企業研究に意欲ある
学生をサポートする多彩なプログラムをご用意しています。

神戸取引商談会

基調講演① 基調講演②
新聞の読み方講座

基調講演③
「ゆるやか」座談会

20回記念・特別講演① 20回記念・特別講演②
ものづくりへのデザイン活用セミナー①

ひょうご・神戸国際ビジネススクエア　海外展開支援セミナー
出展者プレゼンテーション

出展者プレゼンテーション
出展者プレゼンテーション
みなと元気メッセ学生向けセミナー兵庫県最先端技術研究事業（COEプログラム）

認定式／認定研究発表

ヘルスケアセミナー
中小機構セミナー 関西航空機産業プラットフォームセミナー

ものづくりへのデザイン活用セミナー② ひょうご環境ビジネスセミナー
ひょうご・神戸国際ビジネススクエア　海外展開支援セミナー

出展者プレゼンテーション

出展者プレゼンテーション
出展者プレゼンテーション

出展者プレゼンテーション

2号館 ２Ａ会議室
2号館 ３A会議室
2号館 ３B会議室
1号館 2階特設会場
2号館 プレゼンテーションコーナーＡ
2号館 プレゼンテーションコーナーＢ
1号館 1階プレゼンテーションコーナーC
1号館 2階プレゼンテーションコーナーD
2号館 ２Ａ会議室
2号館 2B会議室
2号館 ３A会議室
2号館 ３B会議室
1号館 2階特設会場
2号館 プレゼンテーションコーナーＡ
2号館 プレゼンテーションコーナーＢ
1号館 1階プレゼンテーションコーナーＣ
1号館 2階プレゼンテーションコーナーD

全体スケジュール全体スケジュール

出展者プレゼンテーション

同時開催同時開催

特別展示「環境・エネルギーコーナー」

・ 新たな商機がここに！
  最先端の技術から基盤産業まで、過去最大規模の544小間が出展！
・ 開催20回を記念し、特別講師による記念講演も開催！
・ 環境・エネルギーに特化した特別展示コーナーをはじめ様々なイベント、
  充実のビジネスマッチング等を展開。是非二日間かけてご来場ください。

環境への負荷を軽減し、環境保全に貢献する「環境ビジネス」の創出と発展を促すため、環境に配慮
した製品・サービスや新技術を紹介するとともに、それらの普及を図る人々が交流するための“場”
を提供します。

高い技術力を誇るものづくり企業や、新製品を擁する企業、独自のサービスを提供する企業など
過去最高の５１社が出展。学生のための当メッセ出展企業紹介セミナーも併催します。みなと元気
メッセにぜひご来場ください。

ユニークで優れた技術・商品・サービス等を提供する企業２４社が出展します。ビジネス・マッチング
の機会として是非ご来場ください。同時に、産学連携による神戸市立工業高等専門学校と神戸芸術
工科大学の研究紹介も行います。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

にっしん輝きメッセのエリアでは、地域で輝く個性あふれる中小企業21社が出展しています。出展企業
とのご商談をご希望の方は、直接ブースを訪れていただくか、エリア周辺にいる「青いハッピ」の日新信用
金庫の職員にお問い合わせください。また、同エリア限定のスタンプラリーにも是非ご参加ください。

独自の技術力を有し、特徴あるサービスの提供を行っておられる企業10社が出展します。
是非、この機会をビジネスチャンス拡大の場としてお役立て下さい。ご来場を心よりお待ち申し上げ
ております。

主催：（公財）ひょうご環境創造協会
　　  ひょうごエコタウン推進会議

主催：（株）みなと銀行

主催：神戸信用金庫

主催：（株）但馬銀行

主催：日新信用金庫

ひょうご
環境ビジネス展
みなと

元気メッセ2017
こうべしんきん

ビジネスメッセ2017
たんぎん

産業メッセ2017
にっしん

輝きメッセ2017

(株)鳥谷溶接研究所

(国研)物質・材料研究機構

(株)桑本総合設計

(株)たけでん

エステック(株)

NTTタウンページ(株) 関西営業本部

(一財)電気安全環境研究所

(有)グリーンスペース造園

(協)関西技術協力センター

http://www.kobemesse.com 検 索産業メッセ2017事前登録はWebにて！！

プレゼンテーションコーナーB（2号館）
出展名／プレゼンタイトル

プレゼンテーションコーナーC（1号館1階）
出展名／プレゼンタイトル

プレゼンテーションコーナーD（1号館2階）
出展名／プレゼンタイトル

プレゼンテーションコーナーA（2号館）
出展名／プレゼンタイトル

プレゼンテーションコーナーB（2号館）
出展名／プレゼンタイトル

プレゼンテーションコーナーC（1号館1階）
出展名／プレゼンタイトル

プレゼンテーションコーナーD（1号館2階）
出展名／プレゼンタイトル

肉盛溶接による省資源、高性能化

最先端の装置・技術で研究開発をサポートします

熱反射工法で既設建物の暑さ省エネ改修、高温熱の暑さ省エネ対策

ランニングコストゼロの遮熱商材で、熱中症対策と省エネ対策の一挙両得

「癒し」の自然光採光装置

新規開拓・販路拡大に！タウンページデータベースの戦略的活用術

電気製品等に関する認証マークのご紹介（クイズ等）

水に浮かせて野菜を育てる新しい水耕栽培システムで大量収穫

ものづくりの現場での外国人技能実習制度の活用について

(株)アグロワークス

(株)ＣＩＡＯＬＡ

(株)トータルブレインケア

(株)立成化学工業所

(株)洸陽電機

エボリューションウォーター(株)((株)ウェイズグループ）

大王電機(株)

(株)アイナス

(株)マッキンエナジージャパン

(株)ニプロン

髙丸工業(株)

商品コンセプト(ワークウェア）及び販売スタイルについて

建築基準法に準拠した建築用コンテナ“INSTACUBE”のご紹介

「脳活バランサーCloud」認知機能の見える化を実現

ウレタン＠ひろしとウレ子が立成化学の工場見学を致します

初期コスト０のコスト削減。低圧電力販売について

空気から安心、安全な飲料水を作る装置の実演、販売

計測器校正のスタイルを考える！ 「設備まるごと現場校正」の提案

オリジナル酒自販機

農家に降る夢、お米と電気の二毛作

瞬停・停電対策ができる産業用・医療用スイッチング電源のご紹介

ロボット利活用社会に向かって　システムインテグレータの役割

認定NPO法人 産業人OBネット

NPO国際情報科学協会

NPO法人 兵庫県技術士会

兵庫県行政書士会

コーベビオケミア(株)／(株)いでた

くーるすまいる

東北大学 流体科学研究所

ヴイストン(株)

ブライダル耳つぼジュエリーR協会（（株）JILCH）

認定NPO法人産業人OBネットの活動のご紹介、企業支援の仕組みなど

無線電力伝送とそのビジネス展開の可能性

技術・経営支援をワンストップで実施/「ＱＣ検定」受験セミナー

行政書士による知っておきたい中小企業のための著作権

超音波式USBボトル加湿器による多彩な市場融合機能

熱中症対策人間エアコン

模型支持の影響を受けない風洞試験を可能にする磁力支持天秤装置の紹介

ロボットが行う効果的なプレゼンテーションの実行

ブライダルシーンにおけるブライダル耳つぼジュエリーの発展性

11:30～11:50

11:55～12:15

12:20～12:40

12:45～13:05

13:10～13:30

13:35～13:55

14:00～14:20

14:25～14:45

14:50～15:10

15:15～15:35

15:40～16:00

国際振音計装(株)

ISE(株)

(株)フォーハーフ

木原木材店(北はりま小径木加工センター)

枚岡合金工具(株)／(株)ネクストサイエンス

(株)メムス・コア

(合)ジャパンビジネスサービス

(株)豊里金属工業

(株)ナンゴー

振動でお悩みでしたら、原因調査分析から対応までお手伝いします

汚れた食用油の廃油をゼロにしてコスト削減するシステム

新型営農発電ソーラープランティングの実証（NEDO共同研究）

間伐材・小径木の有効活用、森林のリクリエーション活用

場所の3S（整理・整頓・清掃）、物の3S、そして情報の3Sへ

メムス・コアが推進するＭＥＭＳセンサーの開発受託

LED照明の新潮流

試作板金におけるオリジナル簡易金型による絞り加工とその応用

金属加工ソリューションサイト「中途半端ネット」について

(株)テクノツリー

フロンティア(株)

日本クーラー(株)

(有)浪越エレクトロニクス

カグラベーパーテック(株)

神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学部

アイティオール(株)

IoT活用による「現場力」向上支援ソリューションのご紹介!

民間企業と福祉事業所との水平連携によるものづくりへの取組み

『軽量・高強度・高効率』を実現する寸法精度に自信のあるアルミニウム管

世界初の新型エンジンが完成！低振動、低燃費、高出力

ＬＰガス自動車導入による経費削減事例紹介

口腔崩壊を考える ー学校歯科検診追跡調査からー

クラウドＰＢＸを活用して変わる働き方

みなと観光バス(株)

(株)ハーテック

シンエスタ(株)

ワールドセーフティーグラス(株)

神戸ホグモータース

シーズンライフ(株)

(株)ソーエイ

アオショー(株)

(有)Ｔ・Ｒ・Ｃ総合サービス／(有)クロスハート

大和軽合金(株)

大西精版印刷(株)

技術革新によって公共交通を変える、革新的な運行管理システム

３ミクロンの霧で実現する空間除菌と消臭効果について

LED以外の照明をご存知ですか？高品質の照明を提案致します

看板設置、カーラッピングの紹介

猫の運動不足解消に爪もとげる回し車

お客様の大切な財産を守り、快適な住環境を提供します

貴社（貴店）の販売促進のご提案

レアメタル・貴金属の国内再生、広げようリサイクルインジャパン

情報のバリアフリーを目指して シレルのご提案

簡単にできる電気・ガス・重油使用量の削減

凧作りを通して家族のコミュニケーションを図る

(一社)兵庫県中小企業診断士協会

(株)シンクチューブ

兵庫県立福祉のまちづくり研究所

(株)森田泰商店

(株)野元メンテナンスサービス

ナカヤマ精密(株)

(有)ビューティフルライフ

(株)ファインシステム

(株)匠工芸　

若手経営者との交流を目的とした青年部合同フェスタの告知

AI映像解析技術を用いた非接触型乳児見守りシステム

多職種連携による研究開発プラットフォームがもたらした成果

規格外、未利用農林水産物の利用による農家応援プロジェクト

あなたの「ずっと」にノモトメンテのハウス・エアコンクリーニング

焼結ダイヤモンド(PCD)パーツ製作による部品耐摩耗性の向上

医療・介護、在宅療養の質の向上と負担軽減を図る製品のご紹介

自社のサイトは大丈夫？お客様と自社を守るセキュリティ対策！

ものづくりとはロボットではなく、人がつくっていること

2017年9/9/9 7 8THU FRI 10：00～17：0017：0017：00

西日本最大級の産業総合展示会西日本最大級の産業総合展示会

最先端テクノロジーを
兵庫・神戸から
世界に発信!!

国際フロンティア産業メッセ2017実行委員会主催

構成
団体

兵庫県・神戸市・（公財）新産業創造研究機構・（公財）ひょうご科学技術協会・神戸商工会議所・（公社）兵庫工業会・
（公財）ひょうご産業活性化センター・兵庫県商工会議所連合会・兵庫県商工会連合会・兵庫県中小企業団体中央会・
（公財）兵庫県国際交流協会・（公財）神戸市産業振興財団・（一財）神戸国際観光コンベンション協会・
（公財）ひょうご環境創造協会・ひょうごエコタウン推進会議

1・2号館
神戸ポートアイランド神戸国際展示場会場

9
8
FRI

9
7
THU

9 7THU

9 8 FRI

学生来場者募集中！！！

「国際フロンティア産業メッセ2017」事務局
日刊工業新聞社 大阪支社 イベントグループ
〒540-0031 大阪市中央区北浜東 2-16
TEL.06-6946-3384  FAX.06-6946-3389
E-mail : info@kobemesse.com

展示会についての
お問い合せ

事業内容についての
お問い合せ

（公財）新産業創造研究機構（NIRO）支援企画部
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-1
TEL.078-306-6806  FAX.078-306-6811

［主催：（株）みなと銀行］

13:00～15:05
みなと元気メッセ2017
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」

社会に出る前に知っておきたい新聞の読み方をご紹介いたします。
13:00～14:00 学生向け「新聞の読み方講座」

就活が始まる前に聞いておきたい小さな疑問を若手社員から
座談会形式で聞くことができます。

14:30～16:00 学生向け「ゆるやか」座談会

97
THU

98
FRI

講師 日刊工業新聞社　松田 由起子 氏

場所 2号館
2B会議室

場所 2号館
2B会議室

場所 プレゼンテーション
コーナーB

10:00～12:00
兵庫県最先端技術研究事業（COEプログラム）認定式／
認定研究発表

13:00～15:05
みなと元気メッセ2017
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」

リンカーズ（株）　コーディネーターネットワーク推進部
部長　長友 理恵 氏

［主催:（株）みなと銀行］

基調講演 ものづくり企業の魅力について

佐藤精機（株）
代表取締役社長　佐藤 慎介 氏

企業紹介 1

龍野コルク工業（株）
代表取締役社長　片岡 孝次 氏

企業紹介 2

国際フロンティア産業メッセ2017では就職活動や企業研究に意欲ある

2号館

その他コーナー

 コーヒーコーナー
（無料） VR体験コーナー抽選コーナー

ご案内状
入場無料

要事前申込

招待企業（団体）名

神戸国際展示場 
（神戸市中央区港島中町6-11-1）

大阪より
新快速で約20分

新神戸駅より
地下鉄で約2分

関西国際
空港より
ベイシャトルで
約30分

三宮駅 市民
広場駅

神戸
空港駅

神戸空港

神戸国際展示場

徒歩すぐ

すぐ

車で
約10分

ポート
ライナーで
約10分

ポート
ライナーで
約8分

会場へのアクセス



出展者一覧

産学連携・支援機関

グループ出展

地域振興・地場産業

電気・電子

ライフスタイル（食品・住宅など）

航空・宇宙

ロボット

熊本・大分復興支援

ひょうご環境ビジネス展

みなと元気メッセ２０17

IoT・IT

特別展示「環境・エネルギーコーナー」 

ものづくり

健康・医療

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 
ナビゲーター ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏 ものづくり中小企業が製品開発を行う上で大切になってくる知財戦略、

リスク軽減策等を特許庁の支援策を交えながらお話しします。

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 

［主催：(独)中小企業基盤整備機構　近畿本部］

場所 2号館
プレゼン
コーナーB

場所 2号館
3B会議室

10:00～12:00

［主催：兵庫県］

場所 2号館
3B会議室

［主催：（公財）ひょうご産業活性化センター］
お問合先：取引振興課　TEL：078-977-9074

併催セミナー・イベント

併催ツアー

講　演

スマートコミュニティと水素社会 10年後に生き残るための経営戦略 未来ビジネスに
必要なものは何か(仮）

13:00～14:10

スマートコミュニティと水素社会は、どのような意味を持っているか。それらを
実現するうえでの課題は何か。両者は、いかなる関係にあるのか。これらの論点
を掘り下げていただきます。

14:30～15:40

水素社会実現に向けた
取り組みと未来

講師 東京理科大学大学院
イノベーション研究科 教授（経済学博士）  
東京大学名誉教授、一橋大学名誉教授　  橘川 武郎 氏

国際水素サプライチェーンの
実現に向けた川崎重工の取組み

③15:00～16:00②13:00～14:00 共催：（公財）ひょうご産業活性化センター

ISE(株)
エステック(株)
エスプランニング(株)
ＯＳＳ(株)
川崎重工業(株)
木原木材店（北はりま小径木加工センター）
(有)共栄コントロールズ
(株)桑本総合設計
KOBELCO
(株)コンヒラ
(株)島津製作所
髙石工業(株)
(株)たけでん
(株)千代田精機
(株)坪田測器
(株)ニプロン
(有)バイオフューチャー
(株)フォーハーフ
(株)リサイクル

安達新産業(株)
くーるすまいる
(株)ケンソーヘルス 北営業所
(一社)神戸市機械金属工業会 
医療用機器開発研究会
神戸市経済観光局経済部工業課
コーベビオケミア(株)／(株)いでた
(株)ジョイライフ
中央電子(株)
(有)トータル・アシスタンス・サービス
(株)メルシー
(株)ヤマト

(株)井上鉄工所
(株)エージェンシーアシスト
オークラ工業(株)
大阪冶金興業(株)
オクノグローバルテック(株)
(株)兼松KGK
(協)関西技術協力センター
キャムクラフト(株)
(有)グリーンスペース造園
ケイ・エイチ工業(株)
(株)コーヨーサンコ
国際振音計装(株)
(株)サーテック永田
三栄産商(株)
(株)三和製作所
(有)ジーティオー
(株)水登社
(株)セイロジャパン
(株)センショー
船場印刷(株)
(一社)中小企業新生技術協会
(株)ティ・ディ・シー
デザインのチカラ展2017
東京アセンブリングシステム(株)
東洋サクセス(株)
東和工業(株)
(株)豊里金属工業
(株)鳥谷溶接研究所
仲精機(株)
(株)永田製作所
(有)中野製作所
(株)ナンゴー
ニッパ(株)
日本精線(株)
播磨圏域連携中枢都市圏
  ・(有)相沢食産
  ・(有)アトリエケー
  ・いちかわブランド協議会
  ・かこっとん(株)
  ・栗原ファーム・かんざき白林陶芸館
  ・(株)香寺ハーブ・ガーデン
  ・(株)サンライト
  ・NPO法人 TATSUNO LEATHER
  ・東亜林業(株)／(株)次世代商品開発研究所
  ・西村製作(有)
  ・パイオニア精工(株)
  ・(有)播磨海洋牧場
  ・(株)姫協
  ・(株)御影屋
  ・ヤヱガキ醗酵技研(株)
(株)ハンシン
パンチ工業(株)
PCL(株)
HILLTOP(株)
(国研)物質・材料研究機構
(株)ベスト
ベストトラスト(株)
(株)寳角ギヤー
(株)ホーユーウエルディング
北陸ケーティシーツール(株)
(株)まえだ
(株)松山
(株)水田製作所
(株)水野製作所
明興産業(株)
明昌機工(株)
(株)山田製作所
(株)ヨーリンテック
(公財)りそな中小企業振興財団
(株)リッツ

ヴイストン(株)
ケベック州政府在日事務所
  ・サーボロボ・ジャパン
神戸市立工業高等専門学校
NPO法人 国際レスキューシステム研究機構
常盤電機(株)

東北大学 流体科学研究所

(株)アイ・シー・エス
アイクラフト(株)
アイティオール(株)
(株)イノベーション・アイ
NTTタウンページ(株) 関西営業本部
(株)エムス・テック
(公財)計算科学振興財団（FOCUS）
(株)サン・プロテック
(国研)情報通信研究機構 未来ICT研究所
昭和精機(株)
チームIT神戸
駐日リトアニア共和国大使館
(株)テクノア
(株)電通西日本
東京大学生産技術研究所 
革新的シミュレーション研究センター
(株)TOKAIコミュケーションズ
トーカイセキュリティ(株)
(株)ドコモCS関西 神戸支店
西日本電信電話(株) 兵庫支店
  ・NTTコミュニケーションズ(株)
  ・(株)NTTデータ関西
  ・(株)NTTファシリティーズ
(株)日興電機製作所
日本グリーンパックス(株)
兵庫ニューメディア推進協議会
枚岡合金工具(株)／(株)ネクストサイエンス
フジキンソフト(株)
富士通(株)
(株)フジ・データ・システム
(株)BELLSOFT
(株)メムス・コア
(株)ユニオンシンク
(株)ラクス
(国研)理化学研究所 計算科学研究機構
(株)レッズクラフト

アイクレックス(株)
サンエナジー(株)
(合)ジャパンビジネスサービス
シライ電子工業(株)
(一財)電気安全環境研究所
ノリタケ伊勢電子(株)
兵庫エレクトロニクス研究会

(株)野元メンテナンスサービス

淡路地域企業誘致推進協議会
岡山県
三祥(株)
(株)サンテレビジョン
兵庫県企業庁
福崎町観光協会
福島県
福島市
養父市

阪神南ものづくり産業クラスター
  ・(株)アイトロニクス
  ・(協)尼崎工業会
  ・(株)安藤製作所
  ・井上ヒーター(株)
  ・カグラベーパーテック(株)
  ・(株)柏木工業所
  ・(株)関西工事（屋号：「ぬくもりサロン芦屋」）
  ・関西メディア(株)
  ・(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所
  ・(株)計装サービス
  ・神戸電気工業(株)
  ・(株)翔陽
  ・(株)ショウワ
  ・ゼロコン(株)
  ・(株)武内製作所
  ・テクサジャパン(株)
  ・(有)浪越エレクトロニクス
  ・日本クーラー(株)
  ・日本特殊螺旋工業(株)
  ・兵庫県阪神南県民センター
生駒商工会議所・生駒市ブース
  ・オーケーディー(株)
  ・クツワ工業(株)
  ・清栄薬品(株)
  ・(株)戸田精機
  ・(株)森田スプリング製作所
神戸市ものづくり工場(神戸電鉄(株))
  ・慧通信技術工業(株)
滋賀県中小企業団体中央会
  ・(株)ACTYPower
  ・安曇川電子工業(株)
  ・(株)アルサスエンジニアリング
  ・近江OFT(株)
  ・近江化学工業(株)
  ・(株)大島商会
  ・(株)カフィール
  ・木村水産(株)

  ・近畿精工(株)
  ・桑野造船(株)
  ・糀屋吉右衛門
  ・紺藤織物(株)
  ・三友エレクトリック(株)
  ・シガ電子(株)
  ・(株)スタジオ　ケイ
  ・(株)スナッツフーズ
  ・(株)セルミック
  ・(株)大翔
  ・(株)団喜
  ・(株)壷八
  ・トランスブート(株)
  ・(株)日本ジー・アイ・テイー
  ・(株)野村隆哉研究所
  ・ハイキス(株)
  ・原馬化成(株)
  ・(株)ファイバー
  ・フロンティアシステム(株)
  ・平成工業(株)
  ・(有)マルセ
  ・(株)Rose Universe
小規模企業販路開拓支援事業 神奈川
  ・(株)片桐エンジニアリング
  ・(株)コーケン
  ・(株)ＪＫＢ
  ・(株)ナガオシステム
  ・(株)ナノ
  ・ニイガタ(株)
  ・(有)日興研磨工業所
  ・(株)ハルツ
  ・(株)マクルウ
  ・(株)ユニバーサル・リソーセス
  ・リカザイ(株)
東播磨ものづくり企業
  ・明石プラスチック工業(株)
  ・(有)アント
  ・(株)SIC
  ・(株)GMJ
  ・(株)芝本商店
  ・(株)匠工芸
  ・(株)ナチハマ
  ・(株)ピーシーデザイン設計事務所
  ・(株)ファインシステム
  ・ロズ(株)
(公財)ひょうご科学技術協会
  ・明石工業高等専門学校
  ・(株)井上鉄工所
  ・ガウス(株)
  ・関西学院大学
  ・岸本工業(株)
  ・(株)クマガワ
  ・ケニックス(株)
  ・甲南大学
  ・神戸学院大学
  ・神戸芸術工科大学
  ・神戸市立工業高等専門学校
  ・神戸大学
  ・(株)三光システム
  ・三相電機(株)
  ・(株)セシルリサーチ
  ・(株)タクミナ
  ・龍野コルク工業(株)
  ・神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学部
  ・(株)帝国電機製作所
  ・西日本衛材(株)
  ・(株)日伸電工
  ・パイオニア精工(株)
  ・姫路大学
  ・姫路獨協大学
  ・(公大)兵庫県立大学
  ・(株)兵庫コンピューターセンター
  ・(株)ユニバル
  ・(株)ユメックス
兵庫県商工会連合会
  ・(株)アクトプラン
  ・(株)伊藤拡播社
  ・(有)エムアンドワイオートジャパン
  ・(株)エルエルシーコンピューター
  ・上郡町商工会
  ・香美町・香美町商工会
  ・小柴建材 Nature&Clay
  ・正垣木材(株)
  ・(株)ZERO
  ・(株)トージ工芸
  ・(株)ナイス・スイミング
  ・ナニワフード(株)
  ・(株)ピーナッツ
  ・兵庫県線香(協)
  ・伏見(株)
兵庫県信用保証協会
  ・足立織物(株)
  ・(株)奥谷金網製作所
  ・(株)小林木工
  ・(株)惣津クラフト
  ・(株)大商
  ・(有)大昌
  ・(株)高砂産業
  ・(株)テクノツリー
  ・特殊梯子製作所(有)
  ・(有)パラダイスグラス
  ・フロンティア(株)
  ・マゼランシステムズジャパン(株)
  ・マルチ(株)
  ・森口製粉製麺(株)

兵庫県中小企業団体中央会
  ・アオショー(株)
  ・(株)青山産業研究所
  ・伊福精密(株)
  ・(株)上野商店
  ・大西精版印刷(株)
  ・(株)岡田シェル製作所
  ・小田鉄工(株)
  ・(株)甲斐製作所
  ・(有)倉本測量
  ・(株)甲南堂印刷
  ・(株)コタニ住研
  ・三和鋼業(株)
  ・(株)シカタ
  ・(株)精和工業所
  ・大和軽合金(株)
  ・大和美術印刷(株)
  ・髙丸工業(株)
  ・タキエンジニアリング(株)
  ・丹波立杭陶磁器(協)
  ・阪神機器(株)
  ・ものづくり補助金採択企業紹介
  ・三芝イーシ工業(株)
ひょうご・神戸ビジネスアライアンス
  ・門倉貿易(株)
  ・(株)シンクチューブ
  ・(株)スターマムブリッジ
  ・(株)セラピット
  ・pomochi（ぽもち）
  ・(公財)ひょうご産業活性化センター/
    (公財)神戸市産業振興財団

アメリカ州政府協会
(株)池田泉州銀行
伊藤忠商事(株)
(一財)海外産業人材育成協会
KDDIまとめてオフィス関西(株)
江蘇省区域合作交流協会
江蘇省発展和改革委員会
(公財)神戸市産業振興財団
(一財)神戸すまいまちづくり公社
NPO国際情報科学協会
コソボ共和国大使館
コニカミノルタジャパン(株)
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館
認定NPO法人 産業人OBネット
(公財)新産業創造研究機構
スイス外国企業誘致局
住友商事(株)
双日(株)
タイ投資委員会（BOI）大阪事務所
大邱慶北経済自由区域庁
(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部
特許庁・近畿経済産業局
(国大)鳥取大学
登米市
奈良工業高等専門学校
西日本イスラエル貿易事務所
日本政策金融公庫
バイエルン州駐日代表部
NPO法人 兵庫県技術士会
兵庫県行政書士会
(公財)兵庫県勤労福祉協会
(公財)兵庫県国際交流協会
兵庫県次世代産業雇用創造プロジェクト
推進協議会
兵庫県知財総合支援窓口
(一社)兵庫県中小企業診断士協会
兵庫県立工業技術センター
兵庫県立福祉のまちづくり研究所
ひょうご・神戸国際ビジネススクエア
(公財)ひょうご産業活性化センター
ポリテクセンター兵庫
みやぎ高度電子機械産業振興協議会

大分県
  ・イジゲン(株)
  ・(有)ビューティフルライフ
  ・ブライダル耳つぼジュエリー®協会((株)JILCH)
  ・ぶんご食品(株)
  ・大分県大阪事務所
熊本県
  ・NSS九州(株)
  ・ナカヤマ精密(株)
  ・ネクサス(株)
  ・熊本県大阪事務所

アースリサイクル(株)
(株)アール・ビー・エヌ
尼崎環境整備事業(協)
エコフィード循環事業(協)
エヌシーアイ販売(株)
近畿工業(株)
住友大阪セメント(株)
ハリマ産業エコテック(株)
(公財)ひょうご環境創造協会／
ひょうごエコタウン推進会議

(株)アイナス
(株)アコオ機工
(株)ウインブルヤマグチ
(株)エイ・エム・ケイ
(株)エスキュー・コーポレイション
(株)エスグロー

(株)エヌ・エイチ・ケイ 日本ハウス神戸
エボリューションウォーター(株)((株)ウェイズグループ)
(株)木下技研
(株)神戸工業試験場
(株)神戸ヤマヨシ
(株)神防社
(株)洸陽電機
是常精工(株)
(株)ザイマックス
佐藤精機(株)
澤電気機械(株)
(株)シールズ((株)澤田組)
シモダフランジ(株)
(株)城山
第一電子(株)
大王電機(株)
大和リース(株)
髙木(株)
(株)多田
龍野コルク工業(株)
(株)龍野土木
テクノクオーツ(株)
(株)テクノシンセイ
(株)トータルブレインケア
トキトレーディング(株)
(株)トモヤ
(株)NIVAC
(株)ニプロン
日本製麻(株)
日本ラミー(株)
(株)ハーテック
播州調味料(株)
(一社)兵庫県非破壊検査連合会
(株)フジ医療器
(株)豊大((株)青粒）
北斗機械(株)
(株)マッキンエナジージャパン
(株)丸十
(株)三木組
みなと観光バス(株)
(株)都商事ホールディングス
宮脇機械プラント(株)
(株)ユニオンアルファ((株)ダスキンユニオン）
(株)立成化学工業所
みなと銀行

(株)アグロワークス
(株)いづよね
(株)エルブレイン
小倉サンダイン(株)
(有)クレイエンジニアリング
(株)神戸設計ルーム
(株)サイ電子
(株)サンテック
(株)ジャム・デザイン
(株)CIAOLA
(有)T・R・C総合サービス／(有)クロスハート
トーメイ工業(株)
(株)萬盛スズキ
(有)ビルボード
(株)フジデン
森合精機(株)
(株)森久エンジニアリング
(株)ヤマオカ
(株)ユーロックテクノパーツ
(株)ラジオ関西
(株)リアル
神戸芸術工科大学／神戸信金産学連携
神戸高専・神戸信金産学連携
神戸信用金庫

(株)オーシスマップ
(株)川嶋建設
(株)ギフトパッド
(株)サキノ精機
(株)シクロケムバイオ
(株)中村建設ナカフサ
(有)ハタヤ
ハリマ紙器印刷工業(株)
(株)森田泰商店
但馬銀行

(株)アトラステクノサービス
(株)イシイフィールドサービス
(株)イデア
エクセレント(株)
エコーナ(株)
(株)エム・ティー・ネット
帋屋（かみや）
(株)クレストホーム
神戸ホグモータース
シーズンライフ(株)
シンエスタ(株)
(株)神姫システム
(株)ソーエイ
(株)田代鉄工所
CAKRA(株)
永田醸造機械(株)
(株)ナデックス
(株)ネットワイ
阪九機械ネクサス(株)
ワールドセーフティーグラス(株)
日新信用金庫

13:30～16:00

10:30～12:00 ものづくりへのデザイン活用セミナー①

兵庫県最先端技術研究事業（COEプログラム）認定式／
認定研究発表

場所 2号館
2A会議室

10:30～12:00 ものづくりへのデザイン活用セミナー② 

場所 1号館2階
特設会場

11:00～16:00 ひょうご・神戸国際ビジネススクエア　海外展開支援セミナー

10:30～12:00 中小機構セミナー

神戸医療産業都市の施設をご案内します。
①ライフサイエンス技術基盤研究センター（CLST）　②神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

①13:20～14:40
②15:15～16:45 神戸医療産業都市施設見学会

場所 1号館2階
特設会場

場所 ２号館 2Ａ会議室
神戸取引商談会・
会場

11:00～16:00 ひょうご・神戸国際ビジネススクエア　海外展開支援セミナー

12:30～17:00 神戸取引商談会

スーパーコンピュータ施設見学ツアー

場所 ポートアイランド スパコン地区（スパコン「京」・分散コンピュータ博物館・3次元可視化システム）

場所 神戸医療産業都市

講師 クリエイティブディレクター／graf 代表　服部 滋樹 氏

ナビゲーター ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏
講師 特許庁総務部普及支援課　産業財産権専門官　高田 龍弥 氏

完全予約制

完全予約制

完全予約制

場所 : 2号館 3A会議室

ものづくりにかかるデザイン戦略と知的財産

申込不要

申込不要

申込不要

［主催：ひょうご・神戸国際ビジネススクエア（神戸市海外ビジネスセンター、ひょうご海外ビジネスセンター、ジェトロ神戸）］ 

講師 ・11：00～ コニカミノルタジャパン（株）　・11：30～ ＫＤＤＩ（株）　・13：00～ 住友商事（株）
・13：30～ 伊藤忠商事（株）　・14：00～ 双日（株）　・14：30～ （一財）海外産業人材育成協会
・15：00～ （株）フォーバル　 ・15：30～ ＡＢＣ（株）

講師 (株)中川政七商店 経営企画室　原岡 知宏 氏

参加無料・事前申込優先参加無料・事前申込優先 ※申込はHPから!! http://www.kobemesse.com

参加無料・事前申込優先 ※申込はHPから!! http://www.kobemesse.com

大手総合商社による海外工業団地の紹介セミナーと、神戸市海外ビジネス
アライアンス企業による海外販路開拓の支援メニューの紹介を行います。

［主催：ひょうご・神戸国際ビジネススクエア（ひょうご海外ビジネスセンター、神戸市海外ビジネスセンター、ジェトロ神戸）］ 

講師 ・ カナダ・ケベック州政府在日事務所
・ 駐日リトアニア大使館
・ スイス外国投資誘致局

・ ドイツ・バイエルン州駐日代表部
・ 駐日コソボ共和国大使館
・ アメリカ総領事館　ほか

販路開拓・生産拠点設置など、海外展開は、いまや中小企業にとって
も、大きな経営課題となっています。ひょうご・神戸国際ビジネススクエ
アでは、海外展開を目指す企業への支援を行っています。今回は在日
外国政府機関等が各国の投資・ビジネス環境を紹介する海外展開支援
セミナーを行います。ぜひお立ち寄りください。

商品デザイン及び販売、企業や自治体のブランディング等幅広い仕事
を手がけるgrafを率いる講師が、デザインの大切さをわかりやすくお
伝えします。

広がるデザインの可能性

こうべしんきんビジネスメッセ２０１7

たんぎん産業メッセ20１7

にっしん輝きメッセ2017

講師 経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課 課長
山影 雅良 氏

水素社会の実現に向けた戦略と課題　
水素社会の実現に向けて、定置用燃料電池、FCVの普及拡大をはじめ、大
規模な水素供給システム、更にはトータルでのCO2フリー水素供給システ
ムの確立を目指し「水素・燃料電池戦略ロードマップ」で定めた各フェーズ
における取組状況及び課題、並びに今後の展望に
ついて、行政という立場からご紹介いただきます。

①11:00～12:00

講師 川崎重工業(株) 執行役員 
技術開発本部 副本部長 兼 
水素チェーン開発センター長
原田 英一 氏

将来の低炭素・脱炭素を目指した水素社会の実現に向けて、川崎
重工で推進している大量の水素を安定的に海外から供給する水
素サプライチェーンの構築に向けた各種技術開発等の取り組み
状況をご紹介いただきます。

講師 (株)神戸製鋼所 機械事業部門 
回転機技術部 水素エネルギー室 
次長 兼務 営業企画部 担当次長
三浦 真一 氏

燃料電池車「MIRAI」が発売され、地球温暖化の切り札として水素イン
フラ構築に向けた取り組みが進められているが、技術面・コスト面・制度
面など未だ多くの課題が存在しています。設備・機器メーカーの視点
から、こられの課題への対応と水素インフラに
対する将来展望についてご紹介いただきます。

創業301年目を迎えた中川政七商店のこれまでの歩みと、次の100年に
向けた新たな取り組みについてお話します。

日本の工芸を元気にする 中川政七商店 301年目の挑戦

NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク 副理事長　竹林 征雄 氏 他講師

地域エネルギー資源を活用して、持続的循環社会形成と温暖化対策を
図る地域密着型事業が求められている。実践事例を紹介し、その課題と
方向性を探ります。

エネルギー地域密着型事業展開
13:30～16:30 ひょうご環境ビジネスセミナー

［主催：（公財）ひょうご環境創造協会、ひょうごエコタウン推進会議］

場所 2号館
3B会議室

事前申込〆切　8 月 3日（木）
対象：原則、兵庫県下中小製造企業者

［主催：（公財）先端医療振興財団］

場所 2号館
2B会議室

10:30～12:30

講師

神戸医療案業都市が取り組んでいるヘルスケア分野の製品やサービスの研究
開発にスポットを当て、企業やアカデミアの最新の取組みをご紹介いたします。

①"健康寿命の延びる沿線"実現に向けた取り組みの紹介
②ヘルスケア分野のエコシステムを神戸に創る～リサーチコンプレックスの取組み
③ヘルスケアサービス開発支援事業における企業支援について

ヘルスケアセミナー

①阪急阪神ホールディングス(株) グループ開発室 部長　西水 卓矢 氏
②(国研)理化学研究所 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム 
　リサーチコンプレックス戦略室 副室長　竹谷 誠 氏
③(公財)先端医療振興財団 クラスター推進センター 専門役　山中 裕 氏

9/8 FRI9/7 THU

9/7 THU

9/8 FRI

9/7 THU

9/8 FRI

20回記念・特別講演

基調講演

平成２9年度「兵庫県最先端技術研究事業（COEプログラム）」と
して認定された研究プロジェクトチームへの認定式、及び研究内容
の発表を行います。

スーパーコンピュータ「京」（理化学研究所 計算科学研究機構）、分散コンピュータ博物館（計算
科学振興財団）、「３次元可視化システム」（神戸大学統合研究拠点）をご案内します。

13:30～15:30 関西航空機産業プラットフォームセミナー

［主催：近畿経済産業局、(公財)新産業創造研究機構］ ［後援(予定)：中小機構近畿本部、関西経済連合会、兵庫県、神戸市］

場所 2号館
2A会議室

講師 航空機産業関連企業ほか（未定）

昨今、航空機産業においても技術力に加え経営や生産管理能力の強化が求めら
れています。外部人材活用等により経営力強化に取り組む事例を紹介します。

関西航空機産業プラットフォームセミナー

講師 東京大学 工学系研究科 IoTメディアラボラトリー
ディレクター・博士（情報学）　
須磨学園学園長、元マイクロソフト米国本社副社長

西 和彦 氏


