
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

11:30～11:45

11:50～12:05

12:10～12:25

12:30～12:45

12:50～13:05

13:10～13:25

13:30～13:45

13:50～14:05

14:10～14:25

14:30～14:45

14:50～15:05

15:10～15:25

15:30～15:45

15:50～16:05

16:10～16:25

2号館では、航空機関連に特化した特別展示コーナー
を設置しております。ボーイング787の模型も展示！

国際フロンティア産業メッセ2018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。

出展者プレゼンテーション

特別展示「航空機 ～広がる可能性～」

髙丸工業（株）
枚岡合金工具（株）／　
（株）ネクストサイエンス
（株）テクノア

特許業務法人いしい特許事務所

（株）アクトワークス

NTTタウンページ（株）関西営業本部

IDEC（株）

ワークスモバイルジャパン（株）

（一財）電気安全環境研究所

（株）ナンゴー

国際振音計装（株）

池田金属工業（株）

（株）ティ・ディ・シー

日新産業（株）

中小企業にもロボットを！
ロボット導入事例紹介セミナー
場所の3S（整理・整頓・清掃）、物の3S、
そして情報の3Sへ
中小製造業様の「IoT化」を
生産管理システムを通して考える
『戦わない知財戦略』で
貴社の経営をサポートします。
許可されていないPC・スマホの排除　
サーバ疎通監視システム
新規開拓・販路拡大に！
タウンページ商材の戦略的活用術！
Compact IoTによる
遠隔監視ソリューション

はたらく人のLINE 知ってますか？

電気製品の試験・検査・認証に
関するクイズなど
株式会社ナンゴーとソリューション
サイト中途半端ネットについて
当社の概要説明と振動、騒音等により
生じる問題を解決します。
なるほど！ねじのおもしろ講座　
ねじのゆるみ編

超精密な鏡面加工技術のご紹介

摩耗に強い鉄板「HARDOX」の
提案、製品の耐久性が向上します。

プレゼンテーションコーナーＢ（2号館ロビー）
出展名 プレゼンタイトル

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
平成30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。
［主催：兵庫県］

15:00～15:30
兵庫県政150周年記念事業　ひょうごじばさんフェア
ファッションショー
兵庫県内の地場産品を使ったファッションショー。学生（神戸芸術工科大
学等）の初々しく斬新な発想と挑戦する地場産業とのコラボをお楽しみくだ
さい。
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

出展名 プレゼンタイトル

(株）杉原クラフト

(株）ＨＲ

ヒューマンホールディングス(株）

(株）トータルブレインケア

(株）ＤＡＴＡ KIT

(株）アコオ機工

(株）野元メンテナンスサービス

シンエスタ(株）

トーメイ工業(株）

(株）ジャム・デザイン

(株）京伸

(株）ハーテック

（一社）兵庫県中小企業診断士協会

（資）テスコム

(株）井東

ゆるゆる階段は日本初簡単な
リフォームで緩い階段にできます
空調制御装置エコミラで快適な
省エネを提案します。
「即戦力採用、業務効率化、教育研修、
外国人材活用のヒューマン」
認知症対策－科学的根拠からの
開発経緯と事業化について－
【RPAで実現！】マルチクラウドで
生産性が劇的UPする方法とは！

アルミ加工技術の探求

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
ＬＥＤ以外の照明をご存知ですか？
エコで質の高い照明をご提案
プラスチック×ポーラス
～樹脂焼結による多孔質体の可能性～
餅は餅屋、広報活動は、広告・販促の
専門家にオマカセください！

パイプレーザの可能性

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
製造業の発注側ニーズとの齟齬を
生まない中小企業の戦略
災害時に役立つ
デジタルサイネージシステムの提案
通常のナイロンより7倍の強度を持つコーデュラ
ナイロンでカジュアルなかばんを作りました

9 6 THU

11:00～12:00
みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」
［主催：（株）みなと銀行］

13:00～13:45
ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

ゆるやか座談会～キラリ輝くOnly１企業～

14:30～16:30

14:00～15:30

関西航空機産業プラットフォームセミナー
「学生の疑問に企業が答えるクロストークセミナー
　～航空機産業ってどういう仕事？ 現場で求められる人材とは？～」
［主催：近畿経済産業局、（公財）新産業創造研究機構］
［共催：関西経済連合会　後援（予定）：兵庫県、神戸市］

97
FRI

場所 プレゼン
コーナーB

場所 プレゼン
コーナーB

場所 ２A会議室

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

講　演

航空機産業の将来展望
13:00～14:10

ボーイング社は日本の航空会社及び産業界とともに60年以上ビジネス関係を構築してきており、ともに航空機
を開発してきました。民間航空機ビジネスは今後も成長していく産業といわれております。市場予測、市場ニー
ズに対応した航空機開発、その開発をサポートするサプライチェーンについてご紹介します。

14:30～16:00

講師 ボーイング社　民間航空機部門
インターナショナルストラテジー＆ビジネスディベロップメント
ディレクター

場所 : 3A会議室 参加無料・事前申込優先 ※申込はHPから!! http://www.kobemesse.com

講師 経済産業省  製造産業局  航空機武器宇宙産業課
航空機部品・素材産業室長
斎藤 賢介 氏

我が国航空機産業の現状と
今後の展望

ＩｏＴで創る未来

航空機産業は、先端的な部品・
素材技術の結集を要する高付
加価値産業であり、同市場は
年率5%増の旅客需要を背景
として今後より一層の拡大が
想定されます。本講演では、国
際共同開発を主としてきた我
が国航空機産業の変革の現
状と展望をご紹介します。

本格的なIoT実装と成長し続けるAI活用で共創する未来
Amazon Go(無人コンビニ）やEcho(スマートスピーカー）
などでIoT/AI活用の潮流を創り出す世界企業アマゾン。そ
の企業文化と、AmazonのクラウドサービスＡＷＳがIoT/AI
導入で多くの業界に与えるインパクトを事例で紹介します。

11:00～12:00

9/6 THU 特別講演

9/6 THU

基調講演②

講師 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社
ストラテジック　アカウントマネージャー
門田 進一郎 氏

ひょうご
環境ビジネス展

同時開催

みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ

こうべしんきん
ビジネスメッセ2018

たんぎん
産業メッセ2018

にっしん
輝きメッセ2018

兵庫県政150周年記念事業
（ひょうごじばさんフェア、姉妹・友好州省ＰＲ展）

神戸医療産業都市
20周年記念事業

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を紹介
します。関西アーバン銀行、近畿大阪銀行も含めた関西みらいフィナンシャルグループで56社が出展、
学生のためのものづくり企業紹介セミナーも併催しますので、みなと元気メッセにぜひご来場ください。

高い技術力に裏打ちされた、独創的な商品・サービスを提供する企業24社が出展いたします。
また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ブースも必見です。
皆様のビジネスのお役に立てるよう、スタッフ一同ご来場を心からお待ち申し上げております。

「生産性向上」をテーマとして、独自の技術、商品、サービスなどを提供する企業9社が、
様々な業種、様々なシーンでの課題解決策をご提案します。貴社の課題解決のヒントが見
つかるかもしれません。「たんぎん産業メッセ」へのご来場をお待ちしております。

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25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。

兵庫県成立から150周年を記念して、「ひょうごじばさんフェア」、「姉妹・友好州省PR展」
を開催します。ぜひご来場ください。

アカデミア講師による基調講演をはじめ、神戸医療産業都市ゾーンに出展している各団体
によるピッチを行います。また、バイオ関連・機器関連・アカデミアによる約60社・団体
のブース展示を開催いたします。是非お立寄りください。

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 神戸信用金庫

主催 （株）但馬銀行

主催 日新信用金庫

主催 【ひょうごじばさんフェア】
(公財 ) 神戸ファッション協会
【姉妹・友好州省ＰＲ展】
兵庫県

主催 神戸市、
神戸医療産業都市
推進機構

主催（株）みなと銀行

共催（株）関西アーバン銀行、
（株）近畿大阪銀行

国際フロンティア
産業メッセ
THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR 2018 KOBE

西日本最大級の産業総合展示会

2018

・ 新たな商機がここに！
  最先端の技術から基盤技術まで、過去最大規模の568小間が出展！
・ 最適な商談をセッティングいたします！ HPにてマッチング受付中！
・ 航空機関連の特別展示コーナーをはじめ、兵庫県政150周年と
  神戸医療産業都市20周年の記念事業など様々なイベント・セミナーを展開！

神戸国際展示場
9/6 7Thu

木
Fri
金

場
所

国際フロンティア産業メッセ2018実行委員会主催

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）神戸観光局・（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

構成
団体

10 :00～17:00

極
み
の
技

　今
飛
び
立
つ

1・2号館 神戸ポートアイランド

事前登録はWebにて!!
産業メッセ2018 検 索http://www.kobemesse.com

ご案内状 入場無料

2018

9/7 FRI

講師 MRO Japan株式会社
取締役
高橋 隆司 氏

講師 姉妹・友好州省（２０地域）関係者

MRO Japanから見た航空機整備
（MRO）ビジネスの実態と将来戦略
日本初である航空機整備専門
会社の設立背景から現状、事
業戦略について紹介。
『Japan Quality』を武器に日
本は勿論、アジアでMROビジ
ネスに挑む。夢は航空機整備
産業クラスターの形成。

13:00～14:00
基調講演④

基調講演①

講師 神戸新聞論説委員
小林 由佳 氏

巨大商社・鈴木商店の軌跡に学ぶ
～現代へのメッセージ～
明治から大正にかけて世界的
な総合商社に成長した鈴木商
店。昭和初期の金融恐慌で破
綻したが、今に続く多くの企業
を育て、多彩な人材を輩出し
ました。その足跡は現代を生
きる私たちに多くの教訓を示
唆しています。先人からのメッ
セージを読み解きます。

プレゼンテーションコーナーC（1号館ロビー）

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

11:30～11:45

11:50～12:05

12:10～12:25

12:30～12:45

12:50～13:05

13:10～13:25

13:30～13:45

13:50～14:05

14:10～14:25

14:30～14:45

14:50～15:05

15:10～15:25

15:30～15:45

15:50～16:05

16:10～16:25

三相電機（株）

（株）コンヒラ

神戸電気工業（株）

共栄制御機器（株）

ビタクラフトジャパン（株）

（株）ソニック

木原木材店（北はりま小径木加工センター）

神奈川工科大学（M＆Kテクノロジー）

（株）コタニ住研

（株）エイトライン

（株）横谷

（株）プロネット

見た目はポンプ!　なのに発電?!

蒸発濃縮装置と減圧脱水装置の
ご紹介
（仮）体験・スポンジボール用
バッティングマシン＆スイングチェック
ロボットや自動機で
省人可を実現いたします

新発売のテンプパン（温度調理鍋）のPR

大気を計測する超音波技術と製品群

（仮）間伐材・小径木の有効活用、
森林のリクリエーション活用
神奈川工大発学生ベンチャーを
起業するまでと現在の状況について
国産の自然素材にこだわった、
住んでますます健康になる家！！
建設会社とダンプのマッチングズ
残土処分に革命を

オーダーメイド式フロアタタミ

留守番電話サービス「ルステル」

プレゼンテーションコーナーＢ（2号館ロビー）
出展名 プレゼンタイトル 出展名 プレゼンタイトル

NPO法人 兵庫県技術士会

（一財）日本食品分析センター

認定NPO法人 産業人OBネット

兵庫県行政書士会

大分県大阪事務所

（有）ウォーターズインク

感動会社楽通（株）

丹波市商工会アイデア発明委員会

（株）Jinaサロン 　
（株）イベントグッジョブ

NPO国際情報科学協会

11：00～12：00
みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」 
 

13：00～13：45
兵庫県政150周年記念事業　ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション
兵庫県内の地場産地の若手クリエーターが、それぞれの産地の未来やブラ
ンド化、産地間の連携などの取組について熱く語ります。
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

14：00～15：30
ゆるやか座談会 ～キラリ輝くOnly1企業～
就活の合同説明会では聞きづらいような、小さな疑問から業界全体に対す
る大きな疑問まで、展示会出展企業・団体の若手社員に気軽に聞いてみま
しょう！

HPEAのワンストップアシストについて

空間中の微生物・花粉アレルゲンの
除去性能評価試験
認定NPO法人産業人OBネットの
活動紹介、企業支援の仕組み等
行政書士による事業承継・事業引継ぎ！
そして、そのカタチ！！

大分県に事業拠点をつくりませんか？

飲む水だけじゃなくて、お風呂だけでも
なくてすべての水を塩素除去
求人採用を成功させる5つのツールと
社員のやる気を引き出す方法

立体回転型ボード『ピッタシ』
ゲームの実演
業界初　美容室で思い通りの
医療用ウィッグをオーダー！
クラウンパフォーマンスによる笑いと
健康！

高齢化社会に役立つ互助サービス

9 7 FRI
プレゼンテーションコーナーC（1号館ロビー）

8KTV体験コーナー

場所 プレゼン
コーナーC

益田 直子 氏

製造現場発！！ スマートものづくりへの取組み
ノートＰＣ、タブレットを世界中のお客様に提供する島根富士
通。高品質な製品をタイムリーかつフレキシブルに提供す
るための、長年に渡る生産革新活動や、現場目線のＩＣＴ，ＩｏＴ
活用などスマートものづくりの実現に向けた取組み事例を
ご紹介します。
講師 株式会社島根富士通

エグゼクティブアドバイザー
宇佐美 隆一 氏

9/7 FRI基調講演③
15:00～16:00

9/7 FRI

兵庫県政150周年記念事業

兵庫県と姉妹・友好関係にある世界20地域の魅力をお
伝えするとともに、各地域によるビジネスセミナーを行
います（9/7  10：30～16：00）。

アカデミア講師による基調講演をはじめ、神戸医療産業都
市ゾーンに出展している各団体によるピッチを行います。

ひょうごじばさんフェア  

ブース展示

場所 １号館２階特設会場（PR展）
2B会議室（ビジネスセミナー）

兵庫県の多彩な地場産業の紹介と、未
来に向けた挑戦する産地の取組を中
心に紹介し、それぞれの産地組合の若
手等が取組内容などをお伝えします。
場所 ２号館ロビー

ファッションショー
兵庫県内の地場産品を使っ
たファッションショー（併設
セミナー･イベントページ参
照）
場所 プレゼンコーナーＢ

パネルディスカッション
兵庫県内の地場産地の若手
クリエーターによるパネル
ディスカッション（併設セミ
ナー･イベントページ参照）
場所 プレゼンコーナーＢ

9/6 THU   9/7 FRI

9/6 THU  15:00～15:309/6 THU   9/7 FRI 9/7 FRI  13:00～13:45

郷土の歴史と伝統に培われ、地域において重要な役割を果たしている兵庫県の地場産業をＰＲする
ため、「地場産業の挑戦」をテーマにファッション関連を中心とした地場産業が一堂に会して、ブース
展示・ファッションショー・パネルディスカッションを行いますのでぜひご覧ください。

誕生から150年の節目を迎えた兵庫県では、記念事業として以下のフェア・展示を行います。
ぜひお越しください。      

［主催：(公財)神戸ファッション協会］

終日展示

［主催：兵庫県］ ［主催：神戸市、神戸医療産業都市推進機構］

姉妹・友好州省ＰＲ展

神戸医療産業都市20周年記念事業

①バイオ関連 講演 （４５分）

場所 １号館２階神戸医療産業都市ゾーン

②機器関連　講演 （４５分）

神戸からの研究・技術の発信
神戸医療産業都市には、３００を超える企業や研究機関、大学が集
積し、再生医療や創薬研究、医療機器開発を推進してきました。こ
れまでの推進成果を神戸市内の大学・研究機関および進出企業か
ら最新のシーズや技術を発信します。

9/7 FRI

9/6 THU

ブース展示
バイオ関連・機器関連・アカデミアによる約60社・団体の展示を行
います。

講師 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 
先端医療学分野 医学研究科内科系講座
iPS細胞応用医学分野 教授　　　　　　　　青井 貴之 氏

講師 神戸大学医学部附属病院 臨床研究推進センター
TR・RS部門 特命准教授/部門長　　　　　　　　保多 隆裕 氏

［主催：（株）みなと銀行］

9/6 THU   9/7 FRI 終日

「国際フロンティア産業メッセ2018」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

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



13:00～13:45 ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション

［主催：（株）みなと銀行］
［受講対象：大学生・大学院生、高校生、高専生など学生の皆さん］

場所 プレゼン
コーナーＢ

10:00～12:00

［主催：兵庫県］

併催セミナー・イベント

併催ツアー

13:30～16:00

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  

11:00～12:00 みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」

場所 プレゼン
コーナーC

場所 ３B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 プレゼン
コーナーB

神戸医療産業都市の施設をご案内します。
①生命機能科学研究センター 分子イメージング施設　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

場所 ３B会議室

場所 １号館２階
特設会場

10:30～12:00 ものづくりへのデザイン活用セミナー①

12:30～16:00 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

スーパーコンピュータ施設見学

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

ナビゲーター

完全予約制

完全予約制

申込不要

申込不要

［主催：（公財）神戸ファッション協会］ 

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

兵庫県内の地場産地の若手クリエーターが、それぞれの産地の未
来やブランド化、産地間の連携などの取組について熱く語ります。

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 

ものづくり企業の海外展開等の支援プロジェクトを手がけている
講師の目線から、デザインの視点を用いたブランディングについ
て事例を交えながらお伝えします。

県内外の発注企業が参加し、県内中小企業等の取引機会の拡大
を支援する商談会。今年度はIoT等の導入に意欲的なものづくり
中小企業のマッチング支援も併せて実施。（完全予約制）

ものづくり企業を伸ばすブランディングとは

兵庫県はものづくり企業の集積地です。学生の皆さんに興味を持っ
て頂けるよう兵庫の元気なものづくり企業をご紹介します。

【企業紹介①】「株式会社オオナガ」
【企業紹介②】「株式会社神戸工業試験場」

学生の疑問に企業が答えるクロストークセミナー
～航空機産業ってどういう仕事？現場で求められる人材とは？～

［主催：公益財団法人ひょうご産業活性化センター］ ［共催：神戸市・神戸商工会議所］
お問合せ先：創業推進部 取引振興課　TEL：078-977-9074

場所 ２A会議室

12:30～17:00 第１回 神戸取引商談会 完全予約制

先進企業に聞く！ 中小ものづくり企業にこそ必要なデザイン戦略

9/7 FRI9/6 THU

9/6 THU

9/7 FRI

平成30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）、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。

14:00～15:30 ゆるやか座談会～キラリ輝くOnly１企業～

［受講対象：大学生・大学院生、高校生、高専生など学生の皆さん］

場所 プレゼン
コーナーB

就活の合同説明会では聞きづらいような、小さな疑問から業界全体
に対する大きな疑問まで、展示会出展企業・団体の若手社員に気軽
に聞いてみましょう！

航空機関連特別展示 2号館
上村グループ
(上村航機(株)、上村アドバンスド・テクノロジー(株)、ウエムラ技研(株))
(株)オオナガ
川崎重工業(株)
神戸航空機クラスター
KOBELCO 神戸製鋼グループ
佐藤精機(株)
(株)佐野鉄工所
(株)ジェイテック
(株)島津製作所
新明和工業(株)
スウィフト・エックスアイ(株)
タカヤマ(株)
(株)野村鍍金
(株)阪神メタリックス
ひょうご航空ビジネス・プロジェクト
(株)兵庫精密工業所
もりもと技術研究所
山城機工(株)
和田金型工業(株)
IoT・IT/電気・電子 2号館
IoTプレイス ひょうご・神戸
アイクラフト(株)
アイクレックス(株)
(株)アイ・シー・エス
IDEC(株)
(株)アクトワークス
特許業務法人いしい特許事務所
(株)Wave technology
(株)エイ・アイ・エス
NEC
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)
(一財)高度情報科学技術研究機構
(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)
新明和ソフトテクノロジ(株)
チームIT神戸
(株)テクノア
(一財)電気安全環境研究所
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)ドコモCS関西　神戸支店
西日本電信電話(株)
 ・NTTコミニュケーションズ(株)
 ・(株)NTTデータ関西
 ・(株)NTTファシリティーズ
兵庫ニューメデイア推進協議会
枚岡合金工具(株)/(株)ネクストサイエンス
ビットブリッジ(株)
(株)プロネット
(株)Momo
山野印刷(株)
(国研)理化学研究所 計算科学研究センター
(株)栗菱コンピューターズ
(株)レッズクラフト
ワークスモバイルジャパン(株)
ものづくり 2号館
アスカカンパニー(株)
阿蘇カラクリ研究所
池田金属工業(株)
(株)井上鉄工所
エア・ウォーター・マッハ(株)
SST設計開発センター(株)
(有)Mファイン技術サービス
エリエール  テクセル(株)
(株)がまかつ
木下製罐(株)
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)
興殖化学(株)
神戸市「ものづくりのデザイン」事業紹介ブース
神戸市ものづくり工場(神戸電鉄(株))
 ・慧通信技術工業(株)
 ・STI(株)

(株)光明兼光本店
(株)コーヨーサンコ
国際振音計装(株)
コスモサウンド
(株)コンゴー
(株)三和製作所
(株)水登社
(株)セイロジャパン
(株)センショー
ダイヤミック(株)
(株)ティ・ディ・シー
寺西化学工業(株)
東和工業(株)
仲精機(株)
ナカヤマ精密(株)
(株)ナンゴー
日新産業(株)
日本コーティング工業(株)
播磨システム開発研究会
(株)ハンシン
(株)フレックス
北陸ケーティシーツール(株)
増成織ネーム(株)
マツダ(株)
(株)松山
(株)ミタチ
明興産業(株)
ヤマキ電器(株)
洛陽プラスチック(株)
環境・エネルギー 2号館
エスプランニング(株)
神奈川工科大学(M＆Kテクノロジー)
関西スマートエネルギーイニシアティブ(近畿経済産業局)
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
(公社)全国通運連盟／JR貨物
(株)ソニック
日本精線(株)
地域振興・地場産業 1号館2階
岡山県
感動会社 楽通(株)
熊本県
スイス外国企業誘致局
(株)セント・ローレ
丹波市
西播磨地域商工会振興協議会
兵庫県企業庁
養父市
健康・医療/ライフスタイル/ロボット 1号館2階
(株)アイシム医療器
イーキュアレーション協会
(株)イベントグッジョブ
(有)ウォーターズインク
(株)カドコーポレーション
ケベック州政府在日事務所/サーボロボ・ジャパン
(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
(株)杉原クラフト
(有)トータル・アシスタンス・サービス
フィリップモリスジャパン合同会社
ブライダル耳つぼジュエリー®協会  ((株)JILCH)
ヘルメット潜水(株)
(株)メルシー
(株)ヤマト
産学連携・支援機関 1号館2階
アメリカ州政府協会
NPO国際情報科学協会
大分県大阪事務所
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
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館
(公財)新産業創造研究機構
双日(株)
(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部
駐日リトアニア共和国大使館
デグ慶北経済自由区域庁

特許庁・近畿経済産業局
奈良工業高等専門学校
西日本イスラエル貿易事務所
(一財)日本食品分析センター
認定NPO法人産業人OBネット
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
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
兵庫県中小企業団体中央会
兵庫県立工業技術センター
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
ひょうご次世代産業高度化プロジェクト推進協議会
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
(公財)りそな中小企業振興財団
グループ出展
(公財)ひょうご科学技術協会 2号館
 ・明石工業高等専門学校
 ・(株)井上鉄工所
 ・関西学院大学
 ・岸本工業(株)
 ・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
 ・神戸常盤大学
 ・サワダ精密(株)
 ・三相電機(株)
 ・(株)セシルリサーチ
 ・龍野コルク工業(株)
 ・(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
 ・兵庫県立大学
 ・(株)兵庫コンピューターセンター
 ・(株)フジソレノド/(有)マルブン
 ・マルイ鍍金工業(株)
 ・(株)ユニバル
 ・(株)ユメックス
 ・(株)理創化研
阪神南ものづくり産業クラスター 2号館
 ・（協組）尼崎工業会
 ・井上ヒーター(株)
 ・大阪油脂工業(株)
 ・(株)柏木工業所
 ・関西メディア(株)
 ・(株)キコー技研
 ・(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所
 ・神戸電気工業(株)
 ・サン工業(株)
 ・三和鋼業(株)
 ・(株)翔陽
 ・ゼロコン(株)
 ・(株)双英理研
 ・(株)武内製作所
 ・日本特殊螺旋工業(株)
 ・兵庫県阪神南県民センター
 ・北斗電子工業(株)
 ・(株)ヤマシタワークス
 ・ユニオン電機(株)
兵庫県信用保証協会 2号館
 ・(株)青山産業研究所
 ・尼崎鋳鋼(株)
 ・(株)奥谷金網製作所
 ・家具工房アウゲ
 ・(株)金谷製靴
 ・(株)関西工事
 ・(株)カンバラ
 ・(株)北口商店

 ・共栄制御機器(株)
 ・(株)クレアチオ
 ・(株)グローバルスズキ
 ・(株)甲南パックサンシャイン
 ・(株)神戸ヤマヨシ
 ・(株)コタニ住研
 ・(株)山陽化成
 ・(株)ジェニオ
 ・(株)しそうの森の木
 ・ソーシャルアドバンス(株)
 ・(株)匠工芸
 ・(株)田中刺繍
 ・丹波乳業(株)
 ・(株)東光バネ工業社
 ・(株)ドリーム
 ・(株)中山合金鋳造所
 ・西村製作(有)
 ・(株)西山酒造場
 ・日本シリコロイ工業(株)
 ・日本精密機械工作(株)
 ・(株)バイナル
 ・橋本商会
 ・ビタクラフトジャパン(株)
 ・(株)藤原
 ・(株)Bridge
 ・(株)寳角ギヤー
 ・(株)ホーユーウエルディング
 ・マルチ(株)
 ・森口製粉製麺(株)
 ・ユアサグローブ(株)
 ・(株)横谷
滋賀県中小企業団体中央会 2号館
 ・(株)大橋鉄工
 ・(株)カワサキ
 ・(株)SHIMADA
 ・(株)セルミック
 ・(株)徳志満
 ・(株)中戸研究所
 ・(株)メディカルサイエンス
 ・(株)メディカルフロント
 ・雄飛産業(株)
 ・(株)リットーメガネ
兵庫県中小企業団体中央会 1号館1階
 ・iCOM技研(株)
 ・浅田化学工業(株)
 ・(株)井東
 ・(株)上野商店
 ・大西精版印刷(株)
 ・(株)岡田シェル製作所
 ・(株)甲斐製作所
 ・(有)喜南鈴硝子
 ・(株)甲南堂印刷
 ・(株)シカタ
 ・(株)千代木工
 ・大和美術印刷(株)
 ・髙丸工業(株)
 ・タキエンジニアリング(株)
 ・龍野コルク工業(株)
 ・阪神機器(株)
 ・(株)姫路鍍金工業所
 ・兵庫県線香(協組)
ひょうご・神戸ビジネスアライアンス 1号館2階
 ・オーヨン(株)
 ・感動空間研究所　一級建築士事務所
 ・(株)Jinaサロン
 ・丹波市商工会アイディア発明委員会
 ・(株)フードピクト
 ・(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
兵庫県商工会連合会 1号館2階
 ・(有)エフクラス 1号館1階

 ・(株)エルエルシーコンピューター
 ・しそう材ブランド化推進グループ
 ・正垣木材(株)
 ・(株)ZERO
 ・(株)トージ工芸
 ・中播磨地域商工会振興協議会

 ・ナニワフード(株)
 ・(株)NATURE＆CLAY
 ・(株)ピーナッツ
 ・Whim丸福化成(株)
東播磨ものづくり企業 1号館2階
 ・明石プラスチック工業(株)
 ・(有)アント
 ・(株)生野
 ・(株)SIC
 ・(株)芝本商店
 ・(株)ファインシステム
奈良県生駒市・生駒商工会議所 1号館2階
 ・オーケーディー(株)
 ・(株)戸田精機
 ・(株)リングスター

ひょうご環境ビジネス展 2号館
アースリサイクル(株)
(株)アール・ビー・エヌ
尼崎市環境整備事業(協組)
エコフィード循環事業(協組)
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
(公財)ひょうご環境創造協会
みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ 1号館1階
(株)アイナス
(株)赤松工業(赤松産業(株))
(株)アコオ機工
アソート(株)
(株)インテリックス
ウェルビーイング・ジャパン／(株)都商事
(株)HR
HKテクノロジー(株)
(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
大阪冶金興業(株)
ガウス(株)
(株)木下技研
(株)京伸
(株)薫寿堂
(株)神戸工業試験場
(株)神防社
(株)シールズ((株)澤田組)
シバタ工業(株)
シモダフランジ(株)
昭和窯業(株)
(株)城山
(株)セラピット
第一電子(株)
大王電機(株)
髙木(株)
(株)多田
(株)龍野土木
定額制デザイン(株)
(株)DATA  KIT
テクノクオーツ(株)
(株)トータルブレインケア
トキトレーディング(株)
(株)徳山工業社
(株)トモヤ
日本ジッコウ(株)
日本製麻(株)
(株)野元メンテナンスサービス
(株)ハーテック
(株)ハマダセイ
播州調味料(株)
ヒューネット(株)
ヒューマンホールディングス(株)
兵庫明光販売(株)
福田印刷工業(株)
(株)フジ医療器
(株)ポート

(株)丸十
(株)三木組
みなと観光バス(株)
宮脇機械プラント(株)
(株)ユーシステム
(株)リケン工業
(株)立成化学工業所
(株)六甲商会
(株)みなと銀行
(株)関西みらいフィナンシャルグループ
こうべしんきんビジネスメッセ2018 1号館1階
(株)アグロワークス
(株)いづよね
(株)S＆F PARTNERS
(株)エルブレイン
小倉サンダイン(株)
神戸産業(株)
グッドフェローズ（株）
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
(株)神戸設計ルーム  S&D事業部
(株)コンヒラ
三栄産商(株)
(株)ジャム・デザイン
(株)高島商事
(株)CIAOLA
テクノライフジャパン(株)
トーメイ工業(株)
(株)梅庵
(株)萬盛スズキ
(有)ビルボード
(株)プリンテ
森合精機(株)
(株)森久エンジニアリング
(株)ヤマオカ
(株)ラジオ関西
(株)リアル
神戸信用金庫
たんぎん産業メッセ2018 2号館
(株)旭テクノロジー
(株)旭パワーマネジメント
エステック(株)
(株)オーシスマップ
(株)小野製作所
(株)鍵庄
(株)澤村溶射センター
東亜製砥工業(株)
ハリマ紙器印刷工業(株)
にっしん輝きメッセ2018 1号館1階
(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
(株)ケー・シー・シー・商会
サイトウエンヂニアーズ(株)
シーズンライフ(株)
(株)昭和製作所
シンエスタ(株)
(株)神姫システム
(株)STAR CRAFT
(株)ソーエイ
(有)タカギエンジニアリング
(株)田代鉄工所
田中勇商事(株)
CAKRA(株)
(資)テスコム
永田醸造機械(株)
(株)ナデックス
(株)ネットワイ
バルーンショップ e-スマイル
阪九機械ネクサス(株)
ワールドセーフティグラス(株)
日新信用金庫
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講師 株式会社ロフトワーク　二本栁 友彦 氏

ゲスト 本多プラス株式会社 代表取締役社長　本多 孝充 氏

技術力の高い企業がデザイン活動を開始し、ヒット製品を生み出
したいくつかの事例を紹介すると共に、知財による権利保護の重
要性についてお話します。

競争力を生み出すデザイン活動と知財による権利保護の重要性

講師 大阪工業大学 知的財産学部 准教授　長谷川 光一 氏

ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏

［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）］ 

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開催します。ぜひお立ち寄りください。

海外展開支援

約20分のセミナーを
リレー形式で実施

ナビゲーター

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 

デザインを企業運営にうまく取り入れ、技術とのコラボレーション
により成長してきた企業の体験談から、デザイン活用の秘訣を探
ります。

ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏

対象：原則、兵庫県下中小企業製造業 （※事前申込済の登録企業）

［主催：(公財）新産業創造研究機構　後援：兵庫県］

場所 ３B会議室

13:00～15:00 知的財産活用支援セミナー

完全予約制

14:30～16:30 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］ ［共催：関西経済連合会　後援（予定）：兵庫県、神戸市］

場所 ２A会議室

航空機産業に関心を持つ学生の疑問に、企業様からお答え頂きま
す。航空機産業のイメージを掴むとともに、求められる姿について、
学生のみならず企業の皆様にも考える機会を提供します。

講師 ①株式会社オオナガ 代表取締役　大長 勝 氏
②株式会社神戸工業試験場 代表取締役社長　鶴井 昌徹 氏

講師 若手産地クリエーター（４名程度）

講師 ・神戸高専　成長産業技術者教育プログラム（航空宇宙分野）受講生
・近畿地域の航空機関連大手・中小企業

ものづくり 2号館 産学連携・支援機関 1号館2階 グループ出展 グループ出展 みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ 1号館1階

申込不要

兵庫県内の地場産品を使ったファッションショー。学生（神戸芸術
工科大学等）の初々しく斬新な発想と挑戦する地場産業とのコラ
ボをお楽しみください。
［主催：(公財)神戸ファッション協会］

場所 プレゼン
コーナーB

15:00～15:30 ひょうごじばさんフェア ファッションショー 申込不要

講師 ・アメリカ総領事館 ・大邱慶北経済自由区域庁
・イスラエル貿易事務所 ・スイス大使館
・フランス　セーヌ・エ・マルヌ県 ・アメリカ州政府協会　ほか

SDGｓの目標12「つくる責任、つかう責任」に貢献する資源循環の
重要性を述べ、実現に向けた福岡県リサイクル総合研究事業化セ
ンターの活動を紹介します。

①ＳＤＧｓを見据えた国際資源循環の重要性とそれに対応する福岡県の取り組み
②川崎市のエコタウン活動のこれまでと今後の展開
③ひょうごエコタウンのこれまでの活動と今後の展望

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 ３Ｂ会議室

講師 ①福岡県リサイクル総合研究事業化センター・センター長　中村 崇 氏
②川崎市経済労働局国際経済推進室・主任　辻 裕紀 氏
③（公財）ひょうご環境創造協会・顧問（元兵庫環境部長）　築谷 尚嗣 氏

［主催：神戸商工会議所］
［共催：（公財）新産業創造研究機構、（公社）兵庫工業会、（一社）神戸市機械金属工業会］

場所 ２A会議室

10:30～12:30

講師

AI（人工知能）のビジネス活用への関心が高まっています。本フォー
ラムでは、学識者によるAIの最新動向等の基調講演や企業による
事例発表を行います。

①「AI（人工知能）と明るい未来～AIを最大限活用するために～」
②「世界初、AIレジBakery Scan実用化の意義」

次世代産業フォーラム in KOBE（AI編）

①札幌市立大学 学長　中島 秀之 氏
②株式会社ブレイン 代表取締役社長　神戸 壽 氏

約30分のセミナーを
リレー形式で実施

場所 １号館２階
特設会場

13:00～15:30 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 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）］ 

大手商社による海外進出セミナーや、コンサル会社による海外販
路開拓の支援メニューの紹介等を行います。
講師 ・13:00～  （株）ファナフランス ・14:30～  （株）エイチ・アイ・エス

・13:30～  双日（株） ・15:00～  住友商事（株）
・14:00～  コニカミノルタジャパン（株）

［主催：神戸市、新産業創造研究機構（NIRO）］  ［共催：神戸商工会議所］ 

場所 ３Ａ会議室

11:00～12:15 神戸でスタートするソニーのLPWA（IoT向け通信）実証実験
（ものづくりＩｏＴセミナー２０１８　特別セッション）

講師

ソニーのLPWAは圧倒的長距離通信を実現するIoT向け通信技術。
神戸で実証実験がスタートするSony’s LPWA技術を紹介する。

① ソニーのＬＰＷＡ通信技術の特徴
② 神戸で始まるSonyのLPＷA実証実験への期待

①ソニーセミコンダクターソリューション株式会社　井田 亮太 氏
②古野電気株式会社　渡辺 将平 氏 / 株式会社アシックス　坂本 賢志 氏



13:00～13:45 ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション

［主催：（株）みなと銀行］
［受講対象：大学生・大学院生、高校生、高専生など学生の皆さん］

場所 プレゼン
コーナーＢ

10:00～12:00

［主催：兵庫県］

併催セミナー・イベント

併催ツアー

13:30～16:00

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  

11:00～12:00 みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」

場所 プレゼン
コーナーC

場所 ３B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 プレゼン
コーナーB

神戸医療産業都市の施設をご案内します。
①生命機能科学研究センター 分子イメージング施設　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

場所 ３B会議室

場所 １号館２階
特設会場

10:30～12:00 ものづくりへのデザイン活用セミナー①

12:30～16:00 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

スーパーコンピュータ施設見学

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

ナビゲーター

完全予約制

完全予約制

申込不要

申込不要

［主催：（公財）神戸ファッション協会］ 

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

兵庫県内の地場産地の若手クリエーターが、それぞれの産地の未
来やブランド化、産地間の連携などの取組について熱く語ります。

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 

ものづくり企業の海外展開等の支援プロジェクトを手がけている
講師の目線から、デザインの視点を用いたブランディングについ
て事例を交えながらお伝えします。

県内外の発注企業が参加し、県内中小企業等の取引機会の拡大
を支援する商談会。今年度はIoT等の導入に意欲的なものづくり
中小企業のマッチング支援も併せて実施。（完全予約制）

ものづくり企業を伸ばすブランディングとは

兵庫県はものづくり企業の集積地です。学生の皆さんに興味を持っ
て頂けるよう兵庫の元気なものづくり企業をご紹介します。

【企業紹介①】「株式会社オオナガ」
【企業紹介②】「株式会社神戸工業試験場」

学生の疑問に企業が答えるクロストークセミナー
～航空機産業ってどういう仕事？現場で求められる人材とは？～

［主催：公益財団法人ひょうご産業活性化センター］ ［共催：神戸市・神戸商工会議所］
お問合せ先：創業推進部 取引振興課　TEL：078-977-9074

場所 ２A会議室

12:30～17:00 第１回 神戸取引商談会 完全予約制

先進企業に聞く！ 中小ものづくり企業にこそ必要なデザイン戦略

9/7 FRI9/6 THU

9/6 THU

9/7 FRI

平成30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）、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。

14:00～15:30 ゆるやか座談会～キラリ輝くOnly１企業～

［受講対象：大学生・大学院生、高校生、高専生など学生の皆さん］

場所 プレゼン
コーナーB

就活の合同説明会では聞きづらいような、小さな疑問から業界全体
に対する大きな疑問まで、展示会出展企業・団体の若手社員に気軽
に聞いてみましょう！

航空機関連特別展示 2号館
上村グループ
(上村航機(株)、上村アドバンスド・テクノロジー(株)、ウエムラ技研(株))
(株)オオナガ
川崎重工業(株)
神戸航空機クラスター
KOBELCO 神戸製鋼グループ
佐藤精機(株)
(株)佐野鉄工所
(株)ジェイテック
(株)島津製作所
新明和工業(株)
スウィフト・エックスアイ(株)
タカヤマ(株)
(株)野村鍍金
(株)阪神メタリックス
ひょうご航空ビジネス・プロジェクト
(株)兵庫精密工業所
もりもと技術研究所
山城機工(株)
和田金型工業(株)
IoT・IT/電気・電子 2号館
IoTプレイス ひょうご・神戸
アイクラフト(株)
アイクレックス(株)
(株)アイ・シー・エス
IDEC(株)
(株)アクトワークス
特許業務法人いしい特許事務所
(株)Wave technology
(株)エイ・アイ・エス
NEC
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)
(一財)高度情報科学技術研究機構
(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)
新明和ソフトテクノロジ(株)
チームIT神戸
(株)テクノア
(一財)電気安全環境研究所
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)ドコモCS関西　神戸支店
西日本電信電話(株)
 ・NTTコミニュケーションズ(株)
 ・(株)NTTデータ関西
 ・(株)NTTファシリティーズ
兵庫ニューメデイア推進協議会
枚岡合金工具(株)/(株)ネクストサイエンス
ビットブリッジ(株)
(株)プロネット
(株)Momo
山野印刷(株)
(国研)理化学研究所 計算科学研究センター
(株)栗菱コンピューターズ
(株)レッズクラフト
ワークスモバイルジャパン(株)
ものづくり 2号館
アスカカンパニー(株)
阿蘇カラクリ研究所
池田金属工業(株)
(株)井上鉄工所
エア・ウォーター・マッハ(株)
SST設計開発センター(株)
(有)Mファイン技術サービス
エリエール  テクセル(株)
(株)がまかつ
木下製罐(株)
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)
興殖化学(株)
神戸市「ものづくりのデザイン」事業紹介ブース
神戸市ものづくり工場(神戸電鉄(株))
 ・慧通信技術工業(株)
 ・STI(株)

(株)光明兼光本店
(株)コーヨーサンコ
国際振音計装(株)
コスモサウンド
(株)コンゴー
(株)三和製作所
(株)水登社
(株)セイロジャパン
(株)センショー
ダイヤミック(株)
(株)ティ・ディ・シー
寺西化学工業(株)
東和工業(株)
仲精機(株)
ナカヤマ精密(株)
(株)ナンゴー
日新産業(株)
日本コーティング工業(株)
播磨システム開発研究会
(株)ハンシン
(株)フレックス
北陸ケーティシーツール(株)
増成織ネーム(株)
マツダ(株)
(株)松山
(株)ミタチ
明興産業(株)
ヤマキ電器(株)
洛陽プラスチック(株)
環境・エネルギー 2号館
エスプランニング(株)
神奈川工科大学(M＆Kテクノロジー)
関西スマートエネルギーイニシアティブ(近畿経済産業局)
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
(公社)全国通運連盟／JR貨物
(株)ソニック
日本精線(株)
地域振興・地場産業 1号館2階
岡山県
感動会社 楽通(株)
熊本県
スイス外国企業誘致局
(株)セント・ローレ
丹波市
西播磨地域商工会振興協議会
兵庫県企業庁
養父市
健康・医療/ライフスタイル/ロボット 1号館2階
(株)アイシム医療器
イーキュアレーション協会
(株)イベントグッジョブ
(有)ウォーターズインク
(株)カドコーポレーション
ケベック州政府在日事務所/サーボロボ・ジャパン
(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
(株)杉原クラフト
(有)トータル・アシスタンス・サービス
フィリップモリスジャパン合同会社
ブライダル耳つぼジュエリー®協会  ((株)JILCH)
ヘルメット潜水(株)
(株)メルシー
(株)ヤマト
産学連携・支援機関 1号館2階
アメリカ州政府協会
NPO国際情報科学協会
大分県大阪事務所
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
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館
(公財)新産業創造研究機構
双日(株)
(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部
駐日リトアニア共和国大使館
デグ慶北経済自由区域庁

特許庁・近畿経済産業局
奈良工業高等専門学校
西日本イスラエル貿易事務所
(一財)日本食品分析センター
認定NPO法人産業人OBネット
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
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
兵庫県中小企業団体中央会
兵庫県立工業技術センター
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
ひょうご次世代産業高度化プロジェクト推進協議会
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
(公財)りそな中小企業振興財団
グループ出展
(公財)ひょうご科学技術協会 2号館
 ・明石工業高等専門学校
 ・(株)井上鉄工所
 ・関西学院大学
 ・岸本工業(株)
 ・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
 ・神戸常盤大学
 ・サワダ精密(株)
 ・三相電機(株)
 ・(株)セシルリサーチ
 ・龍野コルク工業(株)
 ・(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
 ・兵庫県立大学
 ・(株)兵庫コンピューターセンター
 ・(株)フジソレノド/(有)マルブン
 ・マルイ鍍金工業(株)
 ・(株)ユニバル
 ・(株)ユメックス
 ・(株)理創化研
阪神南ものづくり産業クラスター 2号館
 ・（協組）尼崎工業会
 ・井上ヒーター(株)
 ・大阪油脂工業(株)
 ・(株)柏木工業所
 ・関西メディア(株)
 ・(株)キコー技研
 ・(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所
 ・神戸電気工業(株)
 ・サン工業(株)
 ・三和鋼業(株)
 ・(株)翔陽
 ・ゼロコン(株)
 ・(株)双英理研
 ・(株)武内製作所
 ・日本特殊螺旋工業(株)
 ・兵庫県阪神南県民センター
 ・北斗電子工業(株)
 ・(株)ヤマシタワークス
 ・ユニオン電機(株)
兵庫県信用保証協会 2号館
 ・(株)青山産業研究所
 ・尼崎鋳鋼(株)
 ・(株)奥谷金網製作所
 ・家具工房アウゲ
 ・(株)金谷製靴
 ・(株)関西工事
 ・(株)カンバラ
 ・(株)北口商店

 ・共栄制御機器(株)
 ・(株)クレアチオ
 ・(株)グローバルスズキ
 ・(株)甲南パックサンシャイン
 ・(株)神戸ヤマヨシ
 ・(株)コタニ住研
 ・(株)山陽化成
 ・(株)ジェニオ
 ・(株)しそうの森の木
 ・ソーシャルアドバンス(株)
 ・(株)匠工芸
 ・(株)田中刺繍
 ・丹波乳業(株)
 ・(株)東光バネ工業社
 ・(株)ドリーム
 ・(株)中山合金鋳造所
 ・西村製作(有)
 ・(株)西山酒造場
 ・日本シリコロイ工業(株)
 ・日本精密機械工作(株)
 ・(株)バイナル
 ・橋本商会
 ・ビタクラフトジャパン(株)
 ・(株)藤原
 ・(株)Bridge
 ・(株)寳角ギヤー
 ・(株)ホーユーウエルディング
 ・マルチ(株)
 ・森口製粉製麺(株)
 ・ユアサグローブ(株)
 ・(株)横谷
滋賀県中小企業団体中央会 2号館
 ・(株)大橋鉄工
 ・(株)カワサキ
 ・(株)SHIMADA
 ・(株)セルミック
 ・(株)徳志満
 ・(株)中戸研究所
 ・(株)メディカルサイエンス
 ・(株)メディカルフロント
 ・雄飛産業(株)
 ・(株)リットーメガネ
兵庫県中小企業団体中央会 1号館1階
 ・iCOM技研(株)
 ・浅田化学工業(株)
 ・(株)井東
 ・(株)上野商店
 ・大西精版印刷(株)
 ・(株)岡田シェル製作所
 ・(株)甲斐製作所
 ・(有)喜南鈴硝子
 ・(株)甲南堂印刷
 ・(株)シカタ
 ・(株)千代木工
 ・大和美術印刷(株)
 ・髙丸工業(株)
 ・タキエンジニアリング(株)
 ・龍野コルク工業(株)
 ・阪神機器(株)
 ・(株)姫路鍍金工業所
 ・兵庫県線香(協組)
ひょうご・神戸ビジネスアライアンス 1号館2階
 ・オーヨン(株)
 ・感動空間研究所　一級建築士事務所
 ・(株)Jinaサロン
 ・丹波市商工会アイディア発明委員会
 ・(株)フードピクト
 ・(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
兵庫県商工会連合会 1号館2階
 ・(有)エフクラス 1号館1階

 ・(株)エルエルシーコンピューター
 ・しそう材ブランド化推進グループ
 ・正垣木材(株)
 ・(株)ZERO
 ・(株)トージ工芸
 ・中播磨地域商工会振興協議会

 ・ナニワフード(株)
 ・(株)NATURE＆CLAY
 ・(株)ピーナッツ
 ・Whim丸福化成(株)
東播磨ものづくり企業 1号館2階
 ・明石プラスチック工業(株)
 ・(有)アント
 ・(株)生野
 ・(株)SIC
 ・(株)芝本商店
 ・(株)ファインシステム
奈良県生駒市・生駒商工会議所 1号館2階
 ・オーケーディー(株)
 ・(株)戸田精機
 ・(株)リングスター

ひょうご環境ビジネス展 2号館
アースリサイクル(株)
(株)アール・ビー・エヌ
尼崎市環境整備事業(協組)
エコフィード循環事業(協組)
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
(公財)ひょうご環境創造協会
みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ 1号館1階
(株)アイナス
(株)赤松工業(赤松産業(株))
(株)アコオ機工
アソート(株)
(株)インテリックス
ウェルビーイング・ジャパン／(株)都商事
(株)HR
HKテクノロジー(株)
(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
大阪冶金興業(株)
ガウス(株)
(株)木下技研
(株)京伸
(株)薫寿堂
(株)神戸工業試験場
(株)神防社
(株)シールズ((株)澤田組)
シバタ工業(株)
シモダフランジ(株)
昭和窯業(株)
(株)城山
(株)セラピット
第一電子(株)
大王電機(株)
髙木(株)
(株)多田
(株)龍野土木
定額制デザイン(株)
(株)DATA  KIT
テクノクオーツ(株)
(株)トータルブレインケア
トキトレーディング(株)
(株)徳山工業社
(株)トモヤ
日本ジッコウ(株)
日本製麻(株)
(株)野元メンテナンスサービス
(株)ハーテック
(株)ハマダセイ
播州調味料(株)
ヒューネット(株)
ヒューマンホールディングス(株)
兵庫明光販売(株)
福田印刷工業(株)
(株)フジ医療器
(株)ポート

(株)丸十
(株)三木組
みなと観光バス(株)
宮脇機械プラント(株)
(株)ユーシステム
(株)リケン工業
(株)立成化学工業所
(株)六甲商会
(株)みなと銀行
(株)関西みらいフィナンシャルグループ
こうべしんきんビジネスメッセ2018 1号館1階
(株)アグロワークス
(株)いづよね
(株)S＆F PARTNERS
(株)エルブレイン
小倉サンダイン(株)
神戸産業(株)
グッドフェローズ（株）
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
(株)神戸設計ルーム  S&D事業部
(株)コンヒラ
三栄産商(株)
(株)ジャム・デザイン
(株)高島商事
(株)CIAOLA
テクノライフジャパン(株)
トーメイ工業(株)
(株)梅庵
(株)萬盛スズキ
(有)ビルボード
(株)プリンテ
森合精機(株)
(株)森久エンジニアリング
(株)ヤマオカ
(株)ラジオ関西
(株)リアル
神戸信用金庫
たんぎん産業メッセ2018 2号館
(株)旭テクノロジー
(株)旭パワーマネジメント
エステック(株)
(株)オーシスマップ
(株)小野製作所
(株)鍵庄
(株)澤村溶射センター
東亜製砥工業(株)
ハリマ紙器印刷工業(株)
にっしん輝きメッセ2018 1号館1階
(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
(株)ケー・シー・シー・商会
サイトウエンヂニアーズ(株)
シーズンライフ(株)
(株)昭和製作所
シンエスタ(株)
(株)神姫システム
(株)STAR CRAFT
(株)ソーエイ
(有)タカギエンジニアリング
(株)田代鉄工所
田中勇商事(株)
CAKRA(株)
(資)テスコム
永田醸造機械(株)
(株)ナデックス
(株)ネットワイ
バルーンショップ e-スマイル
阪九機械ネクサス(株)
ワールドセーフティグラス(株)
日新信用金庫
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講師 株式会社ロフトワーク　二本栁 友彦 氏

ゲスト 本多プラス株式会社 代表取締役社長　本多 孝充 氏

技術力の高い企業がデザイン活動を開始し、ヒット製品を生み出
したいくつかの事例を紹介すると共に、知財による権利保護の重
要性についてお話します。

競争力を生み出すデザイン活動と知財による権利保護の重要性

講師 大阪工業大学 知的財産学部 准教授　長谷川 光一 氏

ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏

［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）］ 

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開催します。ぜひお立ち寄りください。

海外展開支援

約20分のセミナーを
リレー形式で実施

ナビゲーター

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 

デザインを企業運営にうまく取り入れ、技術とのコラボレーション
により成長してきた企業の体験談から、デザイン活用の秘訣を探
ります。

ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏

対象：原則、兵庫県下中小企業製造業 （※事前申込済の登録企業）

［主催：(公財）新産業創造研究機構　後援：兵庫県］

場所 ３B会議室

13:00～15:00 知的財産活用支援セミナー

完全予約制

14:30～16:30 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］ ［共催：関西経済連合会　後援（予定）：兵庫県、神戸市］

場所 ２A会議室

航空機産業に関心を持つ学生の疑問に、企業様からお答え頂きま
す。航空機産業のイメージを掴むとともに、求められる姿について、
学生のみならず企業の皆様にも考える機会を提供します。

講師 ①株式会社オオナガ 代表取締役　大長 勝 氏
②株式会社神戸工業試験場 代表取締役社長　鶴井 昌徹 氏

講師 若手産地クリエーター（４名程度）

講師 ・神戸高専　成長産業技術者教育プログラム（航空宇宙分野）受講生
・近畿地域の航空機関連大手・中小企業

ものづくり 2号館 産学連携・支援機関 1号館2階 グループ出展 グループ出展 みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ 1号館1階

申込不要

兵庫県内の地場産品を使ったファッションショー。学生（神戸芸術
工科大学等）の初々しく斬新な発想と挑戦する地場産業とのコラ
ボをお楽しみください。
［主催：(公財)神戸ファッション協会］

場所 プレゼン
コーナーB

15:00～15:30 ひょうごじばさんフェア ファッションショー 申込不要

講師 ・アメリカ総領事館 ・大邱慶北経済自由区域庁
・イスラエル貿易事務所 ・スイス大使館
・フランス　セーヌ・エ・マルヌ県 ・アメリカ州政府協会　ほか

SDGｓの目標12「つくる責任、つかう責任」に貢献する資源循環の
重要性を述べ、実現に向けた福岡県リサイクル総合研究事業化セ
ンターの活動を紹介します。

①ＳＤＧｓを見据えた国際資源循環の重要性とそれに対応する福岡県の取り組み
②川崎市のエコタウン活動のこれまでと今後の展開
③ひょうごエコタウンのこれまでの活動と今後の展望

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 ３Ｂ会議室

講師 ①福岡県リサイクル総合研究事業化センター・センター長　中村 崇 氏
②川崎市経済労働局国際経済推進室・主任　辻 裕紀 氏
③（公財）ひょうご環境創造協会・顧問（元兵庫環境部長）　築谷 尚嗣 氏

［主催：神戸商工会議所］
［共催：（公財）新産業創造研究機構、（公社）兵庫工業会、（一社）神戸市機械金属工業会］

場所 ２A会議室

10:30～12:30

講師

AI（人工知能）のビジネス活用への関心が高まっています。本フォー
ラムでは、学識者によるAIの最新動向等の基調講演や企業による
事例発表を行います。

①「AI（人工知能）と明るい未来～AIを最大限活用するために～」
②「世界初、AIレジBakery Scan実用化の意義」

次世代産業フォーラム in KOBE（AI編）

①札幌市立大学 学長　中島 秀之 氏
②株式会社ブレイン 代表取締役社長　神戸 壽 氏

約30分のセミナーを
リレー形式で実施

場所 １号館２階
特設会場

13:00～15:30 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 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）］ 

大手商社による海外進出セミナーや、コンサル会社による海外販
路開拓の支援メニューの紹介等を行います。
講師 ・13:00～  （株）ファナフランス ・14:30～  （株）エイチ・アイ・エス

・13:30～  双日（株） ・15:00～  住友商事（株）
・14:00～  コニカミノルタジャパン（株）

［主催：神戸市、新産業創造研究機構（NIRO）］  ［共催：神戸商工会議所］ 

場所 ３Ａ会議室

11:00～12:15 神戸でスタートするソニーのLPWA（IoT向け通信）実証実験
（ものづくりＩｏＴセミナー２０１８　特別セッション）

講師

ソニーのLPWAは圧倒的長距離通信を実現するIoT向け通信技術。
神戸で実証実験がスタートするSony’s LPWA技術を紹介する。

① ソニーのＬＰＷＡ通信技術の特徴
② 神戸で始まるSonyのLPＷA実証実験への期待

①ソニーセミコンダクターソリューション株式会社　井田 亮太 氏
②古野電気株式会社　渡辺 将平 氏 / 株式会社アシックス　坂本 賢志 氏



13:00～13:45 ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション

［主催：（株）みなと銀行］
［受講対象：大学生・大学院生、高校生、高専生など学生の皆さん］

場所 プレゼン
コーナーＢ

10:00～12:00

［主催：兵庫県］

併催セミナー・イベント

併催ツアー

13:30～16:00

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  

11:00～12:00 みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」

場所 プレゼン
コーナーC

場所 ３B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 プレゼン
コーナーB

神戸医療産業都市の施設をご案内します。
①生命機能科学研究センター 分子イメージング施設　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

場所 ３B会議室

場所 １号館２階
特設会場

10:30～12:00 ものづくりへのデザイン活用セミナー①

12:30～16:00 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

スーパーコンピュータ施設見学

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

ナビゲーター

完全予約制

完全予約制

申込不要

申込不要

［主催：（公財）神戸ファッション協会］ 

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

兵庫県内の地場産地の若手クリエーターが、それぞれの産地の未
来やブランド化、産地間の連携などの取組について熱く語ります。

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 

ものづくり企業の海外展開等の支援プロジェクトを手がけている
講師の目線から、デザインの視点を用いたブランディングについ
て事例を交えながらお伝えします。

県内外の発注企業が参加し、県内中小企業等の取引機会の拡大
を支援する商談会。今年度はIoT等の導入に意欲的なものづくり
中小企業のマッチング支援も併せて実施。（完全予約制）

ものづくり企業を伸ばすブランディングとは

兵庫県はものづくり企業の集積地です。学生の皆さんに興味を持っ
て頂けるよう兵庫の元気なものづくり企業をご紹介します。

【企業紹介①】「株式会社オオナガ」
【企業紹介②】「株式会社神戸工業試験場」

学生の疑問に企業が答えるクロストークセミナー
～航空機産業ってどういう仕事？現場で求められる人材とは？～

［主催：公益財団法人ひょうご産業活性化センター］ ［共催：神戸市・神戸商工会議所］
お問合せ先：創業推進部 取引振興課　TEL：078-977-9074

場所 ２A会議室

12:30～17:00 第１回 神戸取引商談会 完全予約制

先進企業に聞く！ 中小ものづくり企業にこそ必要なデザイン戦略

9/7 FRI9/6 THU

9/6 THU

9/7 FRI

平成30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）、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。

14:00～15:30 ゆるやか座談会～キラリ輝くOnly１企業～

［受講対象：大学生・大学院生、高校生、高専生など学生の皆さん］

場所 プレゼン
コーナーB

就活の合同説明会では聞きづらいような、小さな疑問から業界全体
に対する大きな疑問まで、展示会出展企業・団体の若手社員に気軽
に聞いてみましょう！

航空機関連特別展示 2号館
上村グループ
(上村航機(株)、上村アドバンスド・テクノロジー(株)、ウエムラ技研(株))
(株)オオナガ
川崎重工業(株)
神戸航空機クラスター
KOBELCO 神戸製鋼グループ
佐藤精機(株)
(株)佐野鉄工所
(株)ジェイテック
(株)島津製作所
新明和工業(株)
スウィフト・エックスアイ(株)
タカヤマ(株)
(株)野村鍍金
(株)阪神メタリックス
ひょうご航空ビジネス・プロジェクト
(株)兵庫精密工業所
もりもと技術研究所
山城機工(株)
和田金型工業(株)
IoT・IT/電気・電子 2号館
IoTプレイス ひょうご・神戸
アイクラフト(株)
アイクレックス(株)
(株)アイ・シー・エス
IDEC(株)
(株)アクトワークス
特許業務法人いしい特許事務所
(株)Wave technology
(株)エイ・アイ・エス
NEC
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)
(一財)高度情報科学技術研究機構
(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)
新明和ソフトテクノロジ(株)
チームIT神戸
(株)テクノア
(一財)電気安全環境研究所
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)ドコモCS関西　神戸支店
西日本電信電話(株)
 ・NTTコミニュケーションズ(株)
 ・(株)NTTデータ関西
 ・(株)NTTファシリティーズ
兵庫ニューメデイア推進協議会
枚岡合金工具(株)/(株)ネクストサイエンス
ビットブリッジ(株)
(株)プロネット
(株)Momo
山野印刷(株)
(国研)理化学研究所 計算科学研究センター
(株)栗菱コンピューターズ
(株)レッズクラフト
ワークスモバイルジャパン(株)
ものづくり 2号館
アスカカンパニー(株)
阿蘇カラクリ研究所
池田金属工業(株)
(株)井上鉄工所
エア・ウォーター・マッハ(株)
SST設計開発センター(株)
(有)Mファイン技術サービス
エリエール  テクセル(株)
(株)がまかつ
木下製罐(株)
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)
興殖化学(株)
神戸市「ものづくりのデザイン」事業紹介ブース
神戸市ものづくり工場(神戸電鉄(株))
 ・慧通信技術工業(株)
 ・STI(株)

(株)光明兼光本店
(株)コーヨーサンコ
国際振音計装(株)
コスモサウンド
(株)コンゴー
(株)三和製作所
(株)水登社
(株)セイロジャパン
(株)センショー
ダイヤミック(株)
(株)ティ・ディ・シー
寺西化学工業(株)
東和工業(株)
仲精機(株)
ナカヤマ精密(株)
(株)ナンゴー
日新産業(株)
日本コーティング工業(株)
播磨システム開発研究会
(株)ハンシン
(株)フレックス
北陸ケーティシーツール(株)
増成織ネーム(株)
マツダ(株)
(株)松山
(株)ミタチ
明興産業(株)
ヤマキ電器(株)
洛陽プラスチック(株)
環境・エネルギー 2号館
エスプランニング(株)
神奈川工科大学(M＆Kテクノロジー)
関西スマートエネルギーイニシアティブ(近畿経済産業局)
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
(公社)全国通運連盟／JR貨物
(株)ソニック
日本精線(株)
地域振興・地場産業 1号館2階
岡山県
感動会社 楽通(株)
熊本県
スイス外国企業誘致局
(株)セント・ローレ
丹波市
西播磨地域商工会振興協議会
兵庫県企業庁
養父市
健康・医療/ライフスタイル/ロボット 1号館2階
(株)アイシム医療器
イーキュアレーション協会
(株)イベントグッジョブ
(有)ウォーターズインク
(株)カドコーポレーション
ケベック州政府在日事務所/サーボロボ・ジャパン
(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
(株)杉原クラフト
(有)トータル・アシスタンス・サービス
フィリップモリスジャパン合同会社
ブライダル耳つぼジュエリー®協会  ((株)JILCH)
ヘルメット潜水(株)
(株)メルシー
(株)ヤマト
産学連携・支援機関 1号館2階
アメリカ州政府協会
NPO国際情報科学協会
大分県大阪事務所
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
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館
(公財)新産業創造研究機構
双日(株)
(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部
駐日リトアニア共和国大使館
デグ慶北経済自由区域庁

特許庁・近畿経済産業局
奈良工業高等専門学校
西日本イスラエル貿易事務所
(一財)日本食品分析センター
認定NPO法人産業人OBネット
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
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
兵庫県中小企業団体中央会
兵庫県立工業技術センター
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
ひょうご次世代産業高度化プロジェクト推進協議会
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
(公財)りそな中小企業振興財団
グループ出展
(公財)ひょうご科学技術協会 2号館
 ・明石工業高等専門学校
 ・(株)井上鉄工所
 ・関西学院大学
 ・岸本工業(株)
 ・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
 ・神戸常盤大学
 ・サワダ精密(株)
 ・三相電機(株)
 ・(株)セシルリサーチ
 ・龍野コルク工業(株)
 ・(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
 ・兵庫県立大学
 ・(株)兵庫コンピューターセンター
 ・(株)フジソレノド/(有)マルブン
 ・マルイ鍍金工業(株)
 ・(株)ユニバル
 ・(株)ユメックス
 ・(株)理創化研
阪神南ものづくり産業クラスター 2号館
 ・（協組）尼崎工業会
 ・井上ヒーター(株)
 ・大阪油脂工業(株)
 ・(株)柏木工業所
 ・関西メディア(株)
 ・(株)キコー技研
 ・(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所
 ・神戸電気工業(株)
 ・サン工業(株)
 ・三和鋼業(株)
 ・(株)翔陽
 ・ゼロコン(株)
 ・(株)双英理研
 ・(株)武内製作所
 ・日本特殊螺旋工業(株)
 ・兵庫県阪神南県民センター
 ・北斗電子工業(株)
 ・(株)ヤマシタワークス
 ・ユニオン電機(株)
兵庫県信用保証協会 2号館
 ・(株)青山産業研究所
 ・尼崎鋳鋼(株)
 ・(株)奥谷金網製作所
 ・家具工房アウゲ
 ・(株)金谷製靴
 ・(株)関西工事
 ・(株)カンバラ
 ・(株)北口商店

 ・共栄制御機器(株)
 ・(株)クレアチオ
 ・(株)グローバルスズキ
 ・(株)甲南パックサンシャイン
 ・(株)神戸ヤマヨシ
 ・(株)コタニ住研
 ・(株)山陽化成
 ・(株)ジェニオ
 ・(株)しそうの森の木
 ・ソーシャルアドバンス(株)
 ・(株)匠工芸
 ・(株)田中刺繍
 ・丹波乳業(株)
 ・(株)東光バネ工業社
 ・(株)ドリーム
 ・(株)中山合金鋳造所
 ・西村製作(有)
 ・(株)西山酒造場
 ・日本シリコロイ工業(株)
 ・日本精密機械工作(株)
 ・(株)バイナル
 ・橋本商会
 ・ビタクラフトジャパン(株)
 ・(株)藤原
 ・(株)Bridge
 ・(株)寳角ギヤー
 ・(株)ホーユーウエルディング
 ・マルチ(株)
 ・森口製粉製麺(株)
 ・ユアサグローブ(株)
 ・(株)横谷
滋賀県中小企業団体中央会 2号館
 ・(株)大橋鉄工
 ・(株)カワサキ
 ・(株)SHIMADA
 ・(株)セルミック
 ・(株)徳志満
 ・(株)中戸研究所
 ・(株)メディカルサイエンス
 ・(株)メディカルフロント
 ・雄飛産業(株)
 ・(株)リットーメガネ
兵庫県中小企業団体中央会 1号館1階
 ・iCOM技研(株)
 ・浅田化学工業(株)
 ・(株)井東
 ・(株)上野商店
 ・大西精版印刷(株)
 ・(株)岡田シェル製作所
 ・(株)甲斐製作所
 ・(有)喜南鈴硝子
 ・(株)甲南堂印刷
 ・(株)シカタ
 ・(株)千代木工
 ・大和美術印刷(株)
 ・髙丸工業(株)
 ・タキエンジニアリング(株)
 ・龍野コルク工業(株)
 ・阪神機器(株)
 ・(株)姫路鍍金工業所
 ・兵庫県線香(協組)
ひょうご・神戸ビジネスアライアンス 1号館2階
 ・オーヨン(株)
 ・感動空間研究所　一級建築士事務所
 ・(株)Jinaサロン
 ・丹波市商工会アイディア発明委員会
 ・(株)フードピクト
 ・(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
兵庫県商工会連合会 1号館2階
 ・(有)エフクラス 1号館1階

 ・(株)エルエルシーコンピューター
 ・しそう材ブランド化推進グループ
 ・正垣木材(株)
 ・(株)ZERO
 ・(株)トージ工芸
 ・中播磨地域商工会振興協議会

 ・ナニワフード(株)
 ・(株)NATURE＆CLAY
 ・(株)ピーナッツ
 ・Whim丸福化成(株)
東播磨ものづくり企業 1号館2階
 ・明石プラスチック工業(株)
 ・(有)アント
 ・(株)生野
 ・(株)SIC
 ・(株)芝本商店
 ・(株)ファインシステム
奈良県生駒市・生駒商工会議所 1号館2階
 ・オーケーディー(株)
 ・(株)戸田精機
 ・(株)リングスター

ひょうご環境ビジネス展 2号館
アースリサイクル(株)
(株)アール・ビー・エヌ
尼崎市環境整備事業(協組)
エコフィード循環事業(協組)
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
(公財)ひょうご環境創造協会
みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ 1号館1階
(株)アイナス
(株)赤松工業(赤松産業(株))
(株)アコオ機工
アソート(株)
(株)インテリックス
ウェルビーイング・ジャパン／(株)都商事
(株)HR
HKテクノロジー(株)
(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
大阪冶金興業(株)
ガウス(株)
(株)木下技研
(株)京伸
(株)薫寿堂
(株)神戸工業試験場
(株)神防社
(株)シールズ((株)澤田組)
シバタ工業(株)
シモダフランジ(株)
昭和窯業(株)
(株)城山
(株)セラピット
第一電子(株)
大王電機(株)
髙木(株)
(株)多田
(株)龍野土木
定額制デザイン(株)
(株)DATA  KIT
テクノクオーツ(株)
(株)トータルブレインケア
トキトレーディング(株)
(株)徳山工業社
(株)トモヤ
日本ジッコウ(株)
日本製麻(株)
(株)野元メンテナンスサービス
(株)ハーテック
(株)ハマダセイ
播州調味料(株)
ヒューネット(株)
ヒューマンホールディングス(株)
兵庫明光販売(株)
福田印刷工業(株)
(株)フジ医療器
(株)ポート

(株)丸十
(株)三木組
みなと観光バス(株)
宮脇機械プラント(株)
(株)ユーシステム
(株)リケン工業
(株)立成化学工業所
(株)六甲商会
(株)みなと銀行
(株)関西みらいフィナンシャルグループ
こうべしんきんビジネスメッセ2018 1号館1階
(株)アグロワークス
(株)いづよね
(株)S＆F PARTNERS
(株)エルブレイン
小倉サンダイン(株)
神戸産業(株)
グッドフェローズ（株）
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
(株)神戸設計ルーム  S&D事業部
(株)コンヒラ
三栄産商(株)
(株)ジャム・デザイン
(株)高島商事
(株)CIAOLA
テクノライフジャパン(株)
トーメイ工業(株)
(株)梅庵
(株)萬盛スズキ
(有)ビルボード
(株)プリンテ
森合精機(株)
(株)森久エンジニアリング
(株)ヤマオカ
(株)ラジオ関西
(株)リアル
神戸信用金庫
たんぎん産業メッセ2018 2号館
(株)旭テクノロジー
(株)旭パワーマネジメント
エステック(株)
(株)オーシスマップ
(株)小野製作所
(株)鍵庄
(株)澤村溶射センター
東亜製砥工業(株)
ハリマ紙器印刷工業(株)
にっしん輝きメッセ2018 1号館1階
(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
(株)ケー・シー・シー・商会
サイトウエンヂニアーズ(株)
シーズンライフ(株)
(株)昭和製作所
シンエスタ(株)
(株)神姫システム
(株)STAR CRAFT
(株)ソーエイ
(有)タカギエンジニアリング
(株)田代鉄工所
田中勇商事(株)
CAKRA(株)
(資)テスコム
永田醸造機械(株)
(株)ナデックス
(株)ネットワイ
バルーンショップ e-スマイル
阪九機械ネクサス(株)
ワールドセーフティグラス(株)
日新信用金庫

THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR 2018 KOBE国際フロンティア産業メッセ 2018 2018年7月10日現在出展者一覧

講師 株式会社ロフトワーク　二本栁 友彦 氏

ゲスト 本多プラス株式会社 代表取締役社長　本多 孝充 氏

技術力の高い企業がデザイン活動を開始し、ヒット製品を生み出
したいくつかの事例を紹介すると共に、知財による権利保護の重
要性についてお話します。

競争力を生み出すデザイン活動と知財による権利保護の重要性

講師 大阪工業大学 知的財産学部 准教授　長谷川 光一 氏

ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏

［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）］ 

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開催します。ぜひお立ち寄りください。

海外展開支援

約20分のセミナーを
リレー形式で実施

ナビゲーター

［主催：神戸市経済観光局経済部工業課］ 

デザインを企業運営にうまく取り入れ、技術とのコラボレーション
により成長してきた企業の体験談から、デザイン活用の秘訣を探
ります。

ケプラデザインスタジオ代表　大倉 清教 氏

対象：原則、兵庫県下中小企業製造業 （※事前申込済の登録企業）

［主催：(公財）新産業創造研究機構　後援：兵庫県］

場所 ３B会議室

13:00～15:00 知的財産活用支援セミナー

完全予約制

14:30～16:30 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］ ［共催：関西経済連合会　後援（予定）：兵庫県、神戸市］

場所 ２A会議室

航空機産業に関心を持つ学生の疑問に、企業様からお答え頂きま
す。航空機産業のイメージを掴むとともに、求められる姿について、
学生のみならず企業の皆様にも考える機会を提供します。

講師 ①株式会社オオナガ 代表取締役　大長 勝 氏
②株式会社神戸工業試験場 代表取締役社長　鶴井 昌徹 氏

講師 若手産地クリエーター（４名程度）

講師 ・神戸高専　成長産業技術者教育プログラム（航空宇宙分野）受講生
・近畿地域の航空機関連大手・中小企業

ものづくり 2号館 産学連携・支援機関 1号館2階 グループ出展 グループ出展 みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ 1号館1階

申込不要

兵庫県内の地場産品を使ったファッションショー。学生（神戸芸術
工科大学等）の初々しく斬新な発想と挑戦する地場産業とのコラ
ボをお楽しみください。
［主催：(公財)神戸ファッション協会］

場所 プレゼン
コーナーB

15:00～15:30 ひょうごじばさんフェア ファッションショー 申込不要

講師 ・アメリカ総領事館 ・大邱慶北経済自由区域庁
・イスラエル貿易事務所 ・スイス大使館
・フランス　セーヌ・エ・マルヌ県 ・アメリカ州政府協会　ほか

SDGｓの目標12「つくる責任、つかう責任」に貢献する資源循環の
重要性を述べ、実現に向けた福岡県リサイクル総合研究事業化セ
ンターの活動を紹介します。

①ＳＤＧｓを見据えた国際資源循環の重要性とそれに対応する福岡県の取り組み
②川崎市のエコタウン活動のこれまでと今後の展開
③ひょうごエコタウンのこれまでの活動と今後の展望

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 ３Ｂ会議室

講師 ①福岡県リサイクル総合研究事業化センター・センター長　中村 崇 氏
②川崎市経済労働局国際経済推進室・主任　辻 裕紀 氏
③（公財）ひょうご環境創造協会・顧問（元兵庫環境部長）　築谷 尚嗣 氏

［主催：神戸商工会議所］
［共催：（公財）新産業創造研究機構、（公社）兵庫工業会、（一社）神戸市機械金属工業会］

場所 ２A会議室

10:30～12:30

講師

AI（人工知能）のビジネス活用への関心が高まっています。本フォー
ラムでは、学識者によるAIの最新動向等の基調講演や企業による
事例発表を行います。

①「AI（人工知能）と明るい未来～AIを最大限活用するために～」
②「世界初、AIレジBakery Scan実用化の意義」

次世代産業フォーラム in KOBE（AI編）

①札幌市立大学 学長　中島 秀之 氏
②株式会社ブレイン 代表取締役社長　神戸 壽 氏

約30分のセミナーを
リレー形式で実施

場所 １号館２階
特設会場

13:00～15:30 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 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）］ 

大手商社による海外進出セミナーや、コンサル会社による海外販
路開拓の支援メニューの紹介等を行います。
講師 ・13:00～  （株）ファナフランス ・14:30～  （株）エイチ・アイ・エス

・13:30～  双日（株） ・15:00～  住友商事（株）
・14:00～  コニカミノルタジャパン（株）

［主催：神戸市、新産業創造研究機構（NIRO）］  ［共催：神戸商工会議所］ 

場所 ３Ａ会議室

11:00～12:15 神戸でスタートするソニーのLPWA（IoT向け通信）実証実験
（ものづくりＩｏＴセミナー２０１８　特別セッション）

講師

ソニーのLPWAは圧倒的長距離通信を実現するIoT向け通信技術。
神戸で実証実験がスタートするSony’s LPWA技術を紹介する。

① ソニーのＬＰＷＡ通信技術の特徴
② 神戸で始まるSonyのLPＷA実証実験への期待

①ソニーセミコンダクターソリューション株式会社　井田 亮太 氏
②古野電気株式会社　渡辺 将平 氏 / 株式会社アシックス　坂本 賢志 氏



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

11:30～11:45

11:50～12:05

12:10～12:25

12:30～12:45

12:50～13:05

13:10～13:25

13:30～13:45

13:50～14:05

14:10～14:25

14:30～14:45

14:50～15:05

15:10～15:25

15:30～15:45

15:50～16:05

16:10～16:25

2号館では、航空機関連に特化した特別展示コーナー
を設置しております。ボーイング787の模型も展示！

国際フロンティア産業メッセ2018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。

出展者プレゼンテーション

特別展示「航空機 ～広がる可能性～」

髙丸工業（株）
枚岡合金工具（株）／　
（株）ネクストサイエンス
（株）テクノア

特許業務法人いしい特許事務所

（株）アクトワークス

NTTタウンページ（株）関西営業本部

IDEC（株）

ワークスモバイルジャパン（株）

（一財）電気安全環境研究所

（株）ナンゴー

国際振音計装（株）

池田金属工業（株）

（株）ティ・ディ・シー

日新産業（株）

中小企業にもロボットを！
ロボット導入事例紹介セミナー
場所の3S（整理・整頓・清掃）、物の3S、
そして情報の3Sへ
中小製造業様の「IoT化」を
生産管理システムを通して考える
『戦わない知財戦略』で
貴社の経営をサポートします。
許可されていないPC・スマホの排除　
サーバ疎通監視システム
新規開拓・販路拡大に！
タウンページ商材の戦略的活用術！
Compact IoTによる
遠隔監視ソリューション

はたらく人のLINE 知ってますか？

電気製品の試験・検査・認証に
関するクイズなど
株式会社ナンゴーとソリューション
サイト中途半端ネットについて
当社の概要説明と振動、騒音等により
生じる問題を解決します。
なるほど！ねじのおもしろ講座　
ねじのゆるみ編

超精密な鏡面加工技術のご紹介

摩耗に強い鉄板「HARDOX」の
提案、製品の耐久性が向上します。

プレゼンテーションコーナーＢ（2号館ロビー）
出展名 プレゼンタイトル

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
平成30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。
［主催：兵庫県］

15:00～15:30
兵庫県政150周年記念事業　ひょうごじばさんフェア
ファッションショー
兵庫県内の地場産品を使ったファッションショー。学生（神戸芸術工科大
学等）の初々しく斬新な発想と挑戦する地場産業とのコラボをお楽しみくだ
さい。
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

出展名 プレゼンタイトル

(株）杉原クラフト

(株）ＨＲ

ヒューマンホールディングス(株）

(株）トータルブレインケア

(株）ＤＡＴＡ KIT

(株）アコオ機工

(株）野元メンテナンスサービス

シンエスタ(株）

トーメイ工業(株）

(株）ジャム・デザイン

(株）京伸

(株）ハーテック

（一社）兵庫県中小企業診断士協会

（資）テスコム

(株）井東

ゆるゆる階段は日本初簡単な
リフォームで緩い階段にできます
空調制御装置エコミラで快適な
省エネを提案します。
「即戦力採用、業務効率化、教育研修、
外国人材活用のヒューマン」
認知症対策－科学的根拠からの
開発経緯と事業化について－
【RPAで実現！】マルチクラウドで
生産性が劇的UPする方法とは！

アルミ加工技術の探求

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
ＬＥＤ以外の照明をご存知ですか？
エコで質の高い照明をご提案
プラスチック×ポーラス
～樹脂焼結による多孔質体の可能性～
餅は餅屋、広報活動は、広告・販促の
専門家にオマカセください！

パイプレーザの可能性

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
製造業の発注側ニーズとの齟齬を
生まない中小企業の戦略
災害時に役立つ
デジタルサイネージシステムの提案
通常のナイロンより7倍の強度を持つコーデュラ
ナイロンでカジュアルなかばんを作りました

9 6 THU

11:00～12:00
みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」
［主催：（株）みなと銀行］

13:00～13:45
ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

ゆるやか座談会～キラリ輝くOnly１企業～

14:30～16:30

14:00～15:30

関西航空機産業プラットフォームセミナー
「学生の疑問に企業が答えるクロストークセミナー
　～航空機産業ってどういう仕事？ 現場で求められる人材とは？～」
［主催：近畿経済産業局、（公財）新産業創造研究機構］
［共催：関西経済連合会　後援（予定）：兵庫県、神戸市］

97
FRI

場所 プレゼン
コーナーB

場所 プレゼン
コーナーB

場所 ２A会議室

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

講　演

航空機産業の将来展望
13:00～14:10

ボーイング社は日本の航空会社及び産業界とともに60年以上ビジネス関係を構築してきており、ともに航空機
を開発してきました。民間航空機ビジネスは今後も成長していく産業といわれております。市場予測、市場ニー
ズに対応した航空機開発、その開発をサポートするサプライチェーンについてご紹介します。

14:30～16:00

講師 ボーイング社　民間航空機部門
インターナショナルストラテジー＆ビジネスディベロップメント
ディレクター

場所 : 3A会議室 参加無料・事前申込優先 ※申込はHPから!! http://www.kobemesse.com

講師 経済産業省  製造産業局  航空機武器宇宙産業課
航空機部品・素材産業室長
斎藤 賢介 氏

我が国航空機産業の現状と
今後の展望

ＩｏＴで創る未来

航空機産業は、先端的な部品・
素材技術の結集を要する高付
加価値産業であり、同市場は
年率5%増の旅客需要を背景
として今後より一層の拡大が
想定されます。本講演では、国
際共同開発を主としてきた我
が国航空機産業の変革の現
状と展望をご紹介します。

本格的なIoT実装と成長し続けるAI活用で共創する未来
Amazon Go(無人コンビニ）やEcho(スマートスピーカー）
などでIoT/AI活用の潮流を創り出す世界企業アマゾン。そ
の企業文化と、AmazonのクラウドサービスＡＷＳがIoT/AI
導入で多くの業界に与えるインパクトを事例で紹介します。

11:00～12:00

9/6 THU 特別講演

9/6 THU

基調講演②

講師 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社
ストラテジック　アカウントマネージャー
門田 進一郎 氏

ひょうご
環境ビジネス展

同時開催

みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ

こうべしんきん
ビジネスメッセ2018

たんぎん
産業メッセ2018

にっしん
輝きメッセ2018

兵庫県政150周年記念事業
（ひょうごじばさんフェア、姉妹・友好州省ＰＲ展）

神戸医療産業都市
20周年記念事業

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を紹介
します。関西アーバン銀行、近畿大阪銀行も含めた関西みらいフィナンシャルグループで56社が出展、
学生のためのものづくり企業紹介セミナーも併催しますので、みなと元気メッセにぜひご来場ください。

高い技術力に裏打ちされた、独創的な商品・サービスを提供する企業24社が出展いたします。
また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ブースも必見です。
皆様のビジネスのお役に立てるよう、スタッフ一同ご来場を心からお待ち申し上げております。

「生産性向上」をテーマとして、独自の技術、商品、サービスなどを提供する企業9社が、
様々な業種、様々なシーンでの課題解決策をご提案します。貴社の課題解決のヒントが見
つかるかもしれません。「たんぎん産業メッセ」へのご来場をお待ちしております。

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25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。

兵庫県成立から150周年を記念して、「ひょうごじばさんフェア」、「姉妹・友好州省PR展」
を開催します。ぜひご来場ください。

アカデミア講師による基調講演をはじめ、神戸医療産業都市ゾーンに出展している各団体
によるピッチを行います。また、バイオ関連・機器関連・アカデミアによる約60社・団体
のブース展示を開催いたします。是非お立寄りください。

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 神戸信用金庫

主催 （株）但馬銀行

主催 日新信用金庫

主催 【ひょうごじばさんフェア】
(公財 ) 神戸ファッション協会
【姉妹・友好州省ＰＲ展】
兵庫県

主催 神戸市、
神戸医療産業都市
推進機構

主催（株）みなと銀行

共催（株）関西アーバン銀行、
（株）近畿大阪銀行

国際フロンティア
産業メッセ
THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR 2018 KOBE

西日本最大級の産業総合展示会

2018

・ 新たな商機がここに！
  最先端の技術から基盤技術まで、過去最大規模の568小間が出展！
・ 最適な商談をセッティングいたします！ HPにてマッチング受付中！
・ 航空機関連の特別展示コーナーをはじめ、兵庫県政150周年と
  神戸医療産業都市20周年の記念事業など様々なイベント・セミナーを展開！

神戸国際展示場
9/6 7Thu

木
Fri
金

場
所

国際フロンティア産業メッセ2018実行委員会主催

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）神戸観光局・（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

構成
団体

10 :00～17:00

極
み
の
技

　今
飛
び
立
つ

1・2号館 神戸ポートアイランド

事前登録はWebにて!!
産業メッセ2018 検 索http://www.kobemesse.com

ご案内状 入場無料

2018

9/7 FRI

講師 MRO Japan株式会社
取締役
高橋 隆司 氏

講師 姉妹・友好州省（２０地域）関係者

MRO Japanから見た航空機整備
（MRO）ビジネスの実態と将来戦略
日本初である航空機整備専門
会社の設立背景から現状、事
業戦略について紹介。
『Japan Quality』を武器に日
本は勿論、アジアでMROビジ
ネスに挑む。夢は航空機整備
産業クラスターの形成。

13:00～14:00
基調講演④

基調講演①

講師 神戸新聞論説委員
小林 由佳 氏

巨大商社・鈴木商店の軌跡に学ぶ
～現代へのメッセージ～
明治から大正にかけて世界的
な総合商社に成長した鈴木商
店。昭和初期の金融恐慌で破
綻したが、今に続く多くの企業
を育て、多彩な人材を輩出し
ました。その足跡は現代を生
きる私たちに多くの教訓を示
唆しています。先人からのメッ
セージを読み解きます。

プレゼンテーションコーナーC（1号館ロビー）

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

11:30～11:45

11:50～12:05

12:10～12:25

12:30～12:45

12:50～13:05

13:10～13:25

13:30～13:45

13:50～14:05

14:10～14:25

14:30～14:45

14:50～15:05

15:10～15:25

15:30～15:45

15:50～16:05

16:10～16:25

三相電機（株）

（株）コンヒラ

神戸電気工業（株）

共栄制御機器（株）

ビタクラフトジャパン（株）

（株）ソニック

木原木材店（北はりま小径木加工センター）

神奈川工科大学（M＆Kテクノロジー）

（株）コタニ住研

（株）エイトライン

（株）横谷

（株）プロネット

見た目はポンプ!　なのに発電?!

蒸発濃縮装置と減圧脱水装置の
ご紹介
（仮）体験・スポンジボール用
バッティングマシン＆スイングチェック
ロボットや自動機で
省人可を実現いたします

新発売のテンプパン（温度調理鍋）のPR

大気を計測する超音波技術と製品群

（仮）間伐材・小径木の有効活用、
森林のリクリエーション活用
神奈川工大発学生ベンチャーを
起業するまでと現在の状況について
国産の自然素材にこだわった、
住んでますます健康になる家！！
建設会社とダンプのマッチングズ
残土処分に革命を

オーダーメイド式フロアタタミ

留守番電話サービス「ルステル」

プレゼンテーションコーナーＢ（2号館ロビー）
出展名 プレゼンタイトル 出展名 プレゼンタイトル

NPO法人 兵庫県技術士会

（一財）日本食品分析センター

認定NPO法人 産業人OBネット

兵庫県行政書士会

大分県大阪事務所

（有）ウォーターズインク

感動会社楽通（株）

丹波市商工会アイデア発明委員会

（株）Jinaサロン 　
（株）イベントグッジョブ

NPO国際情報科学協会

11：00～12：00
みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」 
 

13：00～13：45
兵庫県政150周年記念事業　ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション
兵庫県内の地場産地の若手クリエーターが、それぞれの産地の未来やブラ
ンド化、産地間の連携などの取組について熱く語ります。
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

14：00～15：30
ゆるやか座談会 ～キラリ輝くOnly1企業～
就活の合同説明会では聞きづらいような、小さな疑問から業界全体に対す
る大きな疑問まで、展示会出展企業・団体の若手社員に気軽に聞いてみま
しょう！

HPEAのワンストップアシストについて

空間中の微生物・花粉アレルゲンの
除去性能評価試験
認定NPO法人産業人OBネットの
活動紹介、企業支援の仕組み等
行政書士による事業承継・事業引継ぎ！
そして、そのカタチ！！

大分県に事業拠点をつくりませんか？

飲む水だけじゃなくて、お風呂だけでも
なくてすべての水を塩素除去
求人採用を成功させる5つのツールと
社員のやる気を引き出す方法

立体回転型ボード『ピッタシ』
ゲームの実演
業界初　美容室で思い通りの
医療用ウィッグをオーダー！
クラウンパフォーマンスによる笑いと
健康！

高齢化社会に役立つ互助サービス

9 7 FRI
プレゼンテーションコーナーC（1号館ロビー）

8KTV体験コーナー

場所 プレゼン
コーナーC

益田 直子 氏

製造現場発！！ スマートものづくりへの取組み
ノートＰＣ、タブレットを世界中のお客様に提供する島根富士
通。高品質な製品をタイムリーかつフレキシブルに提供す
るための、長年に渡る生産革新活動や、現場目線のＩＣＴ，ＩｏＴ
活用などスマートものづくりの実現に向けた取組み事例を
ご紹介します。
講師 株式会社島根富士通

エグゼクティブアドバイザー
宇佐美 隆一 氏

9/7 FRI基調講演③
15:00～16:00

9/7 FRI

兵庫県政150周年記念事業

兵庫県と姉妹・友好関係にある世界20地域の魅力をお
伝えするとともに、各地域によるビジネスセミナーを行
います（9/7  10：30～16：00）。

アカデミア講師による基調講演をはじめ、神戸医療産業都
市ゾーンに出展している各団体によるピッチを行います。

ひょうごじばさんフェア  

ブース展示

場所 １号館２階特設会場（PR展）
2B会議室（ビジネスセミナー）

兵庫県の多彩な地場産業の紹介と、未
来に向けた挑戦する産地の取組を中
心に紹介し、それぞれの産地組合の若
手等が取組内容などをお伝えします。
場所 ２号館ロビー

ファッションショー
兵庫県内の地場産品を使っ
たファッションショー（併設
セミナー･イベントページ参
照）
場所 プレゼンコーナーＢ

パネルディスカッション
兵庫県内の地場産地の若手
クリエーターによるパネル
ディスカッション（併設セミ
ナー･イベントページ参照）
場所 プレゼンコーナーＢ

9/6 THU   9/7 FRI

9/6 THU  15:00～15:309/6 THU   9/7 FRI 9/7 FRI  13:00～13:45

郷土の歴史と伝統に培われ、地域において重要な役割を果たしている兵庫県の地場産業をＰＲする
ため、「地場産業の挑戦」をテーマにファッション関連を中心とした地場産業が一堂に会して、ブース
展示・ファッションショー・パネルディスカッションを行いますのでぜひご覧ください。

誕生から150年の節目を迎えた兵庫県では、記念事業として以下のフェア・展示を行います。
ぜひお越しください。      

［主催：(公財)神戸ファッション協会］

終日展示

［主催：兵庫県］ ［主催：神戸市、神戸医療産業都市推進機構］

姉妹・友好州省ＰＲ展

神戸医療産業都市20周年記念事業

①バイオ関連 講演 （４５分）

場所 １号館２階神戸医療産業都市ゾーン

②機器関連　講演 （４５分）

神戸からの研究・技術の発信
神戸医療産業都市には、３００を超える企業や研究機関、大学が集
積し、再生医療や創薬研究、医療機器開発を推進してきました。こ
れまでの推進成果を神戸市内の大学・研究機関および進出企業か
ら最新のシーズや技術を発信します。

9/7 FRI

9/6 THU

ブース展示
バイオ関連・機器関連・アカデミアによる約60社・団体の展示を行
います。

講師 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 
先端医療学分野 医学研究科内科系講座
iPS細胞応用医学分野 教授　　　　　　　　青井 貴之 氏

講師 神戸大学医学部附属病院 臨床研究推進センター
TR・RS部門 特命准教授/部門長　　　　　　　　保多 隆裕 氏

［主催：（株）みなと銀行］

9/6 THU   9/7 FRI 終日

「国際フロンティア産業メッセ2018」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

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



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

11:30～11:45

11:50～12:05

12:10～12:25

12:30～12:45

12:50～13:05

13:10～13:25

13:30～13:45

13:50～14:05

14:10～14:25

14:30～14:45

14:50～15:05

15:10～15:25

15:30～15:45

15:50～16:05

16:10～16:25

2号館では、航空機関連に特化した特別展示コーナー
を設置しております。ボーイング787の模型も展示！

国際フロンティア産業メッセ2018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。

出展者プレゼンテーション

特別展示「航空機 ～広がる可能性～」

髙丸工業（株）
枚岡合金工具（株）／　
（株）ネクストサイエンス
（株）テクノア

特許業務法人いしい特許事務所

（株）アクトワークス

NTTタウンページ（株）関西営業本部

IDEC（株）

ワークスモバイルジャパン（株）

（一財）電気安全環境研究所

（株）ナンゴー

国際振音計装（株）

池田金属工業（株）

（株）ティ・ディ・シー

日新産業（株）

中小企業にもロボットを！
ロボット導入事例紹介セミナー
場所の3S（整理・整頓・清掃）、物の3S、
そして情報の3Sへ
中小製造業様の「IoT化」を
生産管理システムを通して考える
『戦わない知財戦略』で
貴社の経営をサポートします。
許可されていないPC・スマホの排除　
サーバ疎通監視システム
新規開拓・販路拡大に！
タウンページ商材の戦略的活用術！
Compact IoTによる
遠隔監視ソリューション

はたらく人のLINE 知ってますか？

電気製品の試験・検査・認証に
関するクイズなど
株式会社ナンゴーとソリューション
サイト中途半端ネットについて
当社の概要説明と振動、騒音等により
生じる問題を解決します。
なるほど！ねじのおもしろ講座　
ねじのゆるみ編

超精密な鏡面加工技術のご紹介

摩耗に強い鉄板「HARDOX」の
提案、製品の耐久性が向上します。

プレゼンテーションコーナーＢ（2号館ロビー）
出展名 プレゼンタイトル

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
平成30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。
［主催：兵庫県］

15:00～15:30
兵庫県政150周年記念事業　ひょうごじばさんフェア
ファッションショー
兵庫県内の地場産品を使ったファッションショー。学生（神戸芸術工科大
学等）の初々しく斬新な発想と挑戦する地場産業とのコラボをお楽しみくだ
さい。
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

出展名 プレゼンタイトル

(株）杉原クラフト

(株）ＨＲ

ヒューマンホールディングス(株）

(株）トータルブレインケア

(株）ＤＡＴＡ KIT

(株）アコオ機工

(株）野元メンテナンスサービス

シンエスタ(株）

トーメイ工業(株）

(株）ジャム・デザイン

(株）京伸

(株）ハーテック

（一社）兵庫県中小企業診断士協会

（資）テスコム

(株）井東

ゆるゆる階段は日本初簡単な
リフォームで緩い階段にできます
空調制御装置エコミラで快適な
省エネを提案します。
「即戦力採用、業務効率化、教育研修、
外国人材活用のヒューマン」
認知症対策－科学的根拠からの
開発経緯と事業化について－
【RPAで実現！】マルチクラウドで
生産性が劇的UPする方法とは！

アルミ加工技術の探求

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
ＬＥＤ以外の照明をご存知ですか？
エコで質の高い照明をご提案
プラスチック×ポーラス
～樹脂焼結による多孔質体の可能性～
餅は餅屋、広報活動は、広告・販促の
専門家にオマカセください！

パイプレーザの可能性

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
製造業の発注側ニーズとの齟齬を
生まない中小企業の戦略
災害時に役立つ
デジタルサイネージシステムの提案
通常のナイロンより7倍の強度を持つコーデュラ
ナイロンでカジュアルなかばんを作りました

9 6 THU

11:00～12:00
みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」
［主催：（株）みなと銀行］

13:00～13:45
ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

ゆるやか座談会～キラリ輝くOnly１企業～

14:30～16:30

14:00～15:30

関西航空機産業プラットフォームセミナー
「学生の疑問に企業が答えるクロストークセミナー
　～航空機産業ってどういう仕事？ 現場で求められる人材とは？～」
［主催：近畿経済産業局、（公財）新産業創造研究機構］
［共催：関西経済連合会　後援（予定）：兵庫県、神戸市］

97
FRI

場所 プレゼン
コーナーB

場所 プレゼン
コーナーB

場所 ２A会議室

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

講　演

航空機産業の将来展望
13:00～14:10

ボーイング社は日本の航空会社及び産業界とともに60年以上ビジネス関係を構築してきており、ともに航空機
を開発してきました。民間航空機ビジネスは今後も成長していく産業といわれております。市場予測、市場ニー
ズに対応した航空機開発、その開発をサポートするサプライチェーンについてご紹介します。

14:30～16:00

講師 ボーイング社　民間航空機部門
インターナショナルストラテジー＆ビジネスディベロップメント
ディレクター

場所 : 3A会議室 参加無料・事前申込優先 ※申込はHPから!! http://www.kobemesse.com

講師 経済産業省  製造産業局  航空機武器宇宙産業課
航空機部品・素材産業室長
斎藤 賢介 氏

我が国航空機産業の現状と
今後の展望

ＩｏＴで創る未来

航空機産業は、先端的な部品・
素材技術の結集を要する高付
加価値産業であり、同市場は
年率5%増の旅客需要を背景
として今後より一層の拡大が
想定されます。本講演では、国
際共同開発を主としてきた我
が国航空機産業の変革の現
状と展望をご紹介します。

本格的なIoT実装と成長し続けるAI活用で共創する未来
Amazon Go(無人コンビニ）やEcho(スマートスピーカー）
などでIoT/AI活用の潮流を創り出す世界企業アマゾン。そ
の企業文化と、AmazonのクラウドサービスＡＷＳがIoT/AI
導入で多くの業界に与えるインパクトを事例で紹介します。

11:00～12:00

9/6 THU 特別講演

9/6 THU

基調講演②

講師 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社
ストラテジック　アカウントマネージャー
門田 進一郎 氏

ひょうご
環境ビジネス展

同時開催

みなと元気メッセ2018
関西みらいフィナンシャルグループ

こうべしんきん
ビジネスメッセ2018

たんぎん
産業メッセ2018

にっしん
輝きメッセ2018

兵庫県政150周年記念事業
（ひょうごじばさんフェア、姉妹・友好州省ＰＲ展）

神戸医療産業都市
20周年記念事業

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を紹介
します。関西アーバン銀行、近畿大阪銀行も含めた関西みらいフィナンシャルグループで56社が出展、
学生のためのものづくり企業紹介セミナーも併催しますので、みなと元気メッセにぜひご来場ください。

高い技術力に裏打ちされた、独創的な商品・サービスを提供する企業24社が出展いたします。
また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ブースも必見です。
皆様のビジネスのお役に立てるよう、スタッフ一同ご来場を心からお待ち申し上げております。

「生産性向上」をテーマとして、独自の技術、商品、サービスなどを提供する企業9社が、
様々な業種、様々なシーンでの課題解決策をご提案します。貴社の課題解決のヒントが見
つかるかもしれません。「たんぎん産業メッセ」へのご来場をお待ちしております。

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25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。

兵庫県成立から150周年を記念して、「ひょうごじばさんフェア」、「姉妹・友好州省PR展」
を開催します。ぜひご来場ください。

アカデミア講師による基調講演をはじめ、神戸医療産業都市ゾーンに出展している各団体
によるピッチを行います。また、バイオ関連・機器関連・アカデミアによる約60社・団体
のブース展示を開催いたします。是非お立寄りください。

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 神戸信用金庫

主催 （株）但馬銀行

主催 日新信用金庫

主催 【ひょうごじばさんフェア】
(公財 ) 神戸ファッション協会
【姉妹・友好州省ＰＲ展】
兵庫県

主催 神戸市、
神戸医療産業都市
推進機構

主催（株）みなと銀行

共催（株）関西アーバン銀行、
（株）近畿大阪銀行

国際フロンティア
産業メッセ
THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR 2018 KOBE

西日本最大級の産業総合展示会

2018

・ 新たな商機がここに！
  最先端の技術から基盤技術まで、過去最大規模の568小間が出展！
・ 最適な商談をセッティングいたします！ HPにてマッチング受付中！
・ 航空機関連の特別展示コーナーをはじめ、兵庫県政150周年と
  神戸医療産業都市20周年の記念事業など様々なイベント・セミナーを展開！

神戸国際展示場
9/6 7Thu

木
Fri
金

場
所

国際フロンティア産業メッセ2018実行委員会主催

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）神戸観光局・（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

構成
団体

10 :00～17:00

極
み
の
技

　今
飛
び
立
つ

1・2号館 神戸ポートアイランド

事前登録はWebにて!!
産業メッセ2018 検 索http://www.kobemesse.com

ご案内状 入場無料

2018

9/7 FRI

講師 MRO Japan株式会社
取締役
高橋 隆司 氏

講師 姉妹・友好州省（２０地域）関係者

MRO Japanから見た航空機整備
（MRO）ビジネスの実態と将来戦略
日本初である航空機整備専門
会社の設立背景から現状、事
業戦略について紹介。
『Japan Quality』を武器に日
本は勿論、アジアでMROビジ
ネスに挑む。夢は航空機整備
産業クラスターの形成。

13:00～14:00
基調講演④

基調講演①

講師 神戸新聞論説委員
小林 由佳 氏

巨大商社・鈴木商店の軌跡に学ぶ
～現代へのメッセージ～
明治から大正にかけて世界的
な総合商社に成長した鈴木商
店。昭和初期の金融恐慌で破
綻したが、今に続く多くの企業
を育て、多彩な人材を輩出し
ました。その足跡は現代を生
きる私たちに多くの教訓を示
唆しています。先人からのメッ
セージを読み解きます。

プレゼンテーションコーナーC（1号館ロビー）

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

11:30～11:45

11:50～12:05

12:10～12:25

12:30～12:45

12:50～13:05

13:10～13:25

13:30～13:45

13:50～14:05

14:10～14:25

14:30～14:45

14:50～15:05

15:10～15:25

15:30～15:45

15:50～16:05

16:10～16:25

三相電機（株）

（株）コンヒラ

神戸電気工業（株）

共栄制御機器（株）

ビタクラフトジャパン（株）

（株）ソニック

木原木材店（北はりま小径木加工センター）

神奈川工科大学（M＆Kテクノロジー）

（株）コタニ住研

（株）エイトライン

（株）横谷

（株）プロネット

見た目はポンプ!　なのに発電?!

蒸発濃縮装置と減圧脱水装置の
ご紹介
（仮）体験・スポンジボール用
バッティングマシン＆スイングチェック
ロボットや自動機で
省人可を実現いたします

新発売のテンプパン（温度調理鍋）のPR

大気を計測する超音波技術と製品群

（仮）間伐材・小径木の有効活用、
森林のリクリエーション活用
神奈川工大発学生ベンチャーを
起業するまでと現在の状況について
国産の自然素材にこだわった、
住んでますます健康になる家！！
建設会社とダンプのマッチングズ
残土処分に革命を

オーダーメイド式フロアタタミ

留守番電話サービス「ルステル」

プレゼンテーションコーナーＢ（2号館ロビー）
出展名 プレゼンタイトル 出展名 プレゼンタイトル

NPO法人 兵庫県技術士会

（一財）日本食品分析センター

認定NPO法人 産業人OBネット

兵庫県行政書士会

大分県大阪事務所

（有）ウォーターズインク

感動会社楽通（株）

丹波市商工会アイデア発明委員会

（株）Jinaサロン 　
（株）イベントグッジョブ

NPO国際情報科学協会

11：00～12：00
みなと元気メッセ2018
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」 
 

13：00～13：45
兵庫県政150周年記念事業　ひょうごじばさんフェア
若手産地クリエーターによるパネルディスカッション
兵庫県内の地場産地の若手クリエーターが、それぞれの産地の未来やブラ
ンド化、産地間の連携などの取組について熱く語ります。
［主催：（公財）神戸ファッション協会］

14：00～15：30
ゆるやか座談会 ～キラリ輝くOnly1企業～
就活の合同説明会では聞きづらいような、小さな疑問から業界全体に対す
る大きな疑問まで、展示会出展企業・団体の若手社員に気軽に聞いてみま
しょう！

HPEAのワンストップアシストについて

空間中の微生物・花粉アレルゲンの
除去性能評価試験
認定NPO法人産業人OBネットの
活動紹介、企業支援の仕組み等
行政書士による事業承継・事業引継ぎ！
そして、そのカタチ！！

大分県に事業拠点をつくりませんか？

飲む水だけじゃなくて、お風呂だけでも
なくてすべての水を塩素除去
求人採用を成功させる5つのツールと
社員のやる気を引き出す方法

立体回転型ボード『ピッタシ』
ゲームの実演
業界初　美容室で思い通りの
医療用ウィッグをオーダー！
クラウンパフォーマンスによる笑いと
健康！

高齢化社会に役立つ互助サービス

9 7 FRI
プレゼンテーションコーナーC（1号館ロビー）

8KTV体験コーナー

場所 プレゼン
コーナーC

益田 直子 氏

製造現場発！！ スマートものづくりへの取組み
ノートＰＣ、タブレットを世界中のお客様に提供する島根富士
通。高品質な製品をタイムリーかつフレキシブルに提供す
るための、長年に渡る生産革新活動や、現場目線のＩＣＴ，ＩｏＴ
活用などスマートものづくりの実現に向けた取組み事例を
ご紹介します。
講師 株式会社島根富士通

エグゼクティブアドバイザー
宇佐美 隆一 氏

9/7 FRI基調講演③
15:00～16:00

9/7 FRI

兵庫県政150周年記念事業

兵庫県と姉妹・友好関係にある世界20地域の魅力をお
伝えするとともに、各地域によるビジネスセミナーを行
います（9/7  10：30～16：00）。

アカデミア講師による基調講演をはじめ、神戸医療産業都
市ゾーンに出展している各団体によるピッチを行います。

ひょうごじばさんフェア  

ブース展示

場所 １号館２階特設会場（PR展）
2B会議室（ビジネスセミナー）

兵庫県の多彩な地場産業の紹介と、未
来に向けた挑戦する産地の取組を中
心に紹介し、それぞれの産地組合の若
手等が取組内容などをお伝えします。
場所 ２号館ロビー

ファッションショー
兵庫県内の地場産品を使っ
たファッションショー（併設
セミナー･イベントページ参
照）
場所 プレゼンコーナーＢ

パネルディスカッション
兵庫県内の地場産地の若手
クリエーターによるパネル
ディスカッション（併設セミ
ナー･イベントページ参照）
場所 プレゼンコーナーＢ

9/6 THU   9/7 FRI

9/6 THU  15:00～15:309/6 THU   9/7 FRI 9/7 FRI  13:00～13:45

郷土の歴史と伝統に培われ、地域において重要な役割を果たしている兵庫県の地場産業をＰＲする
ため、「地場産業の挑戦」をテーマにファッション関連を中心とした地場産業が一堂に会して、ブース
展示・ファッションショー・パネルディスカッションを行いますのでぜひご覧ください。

誕生から150年の節目を迎えた兵庫県では、記念事業として以下のフェア・展示を行います。
ぜひお越しください。      

［主催：(公財)神戸ファッション協会］

終日展示

［主催：兵庫県］ ［主催：神戸市、神戸医療産業都市推進機構］

姉妹・友好州省ＰＲ展

神戸医療産業都市20周年記念事業

①バイオ関連 講演 （４５分）

場所 １号館２階神戸医療産業都市ゾーン

②機器関連　講演 （４５分）

神戸からの研究・技術の発信
神戸医療産業都市には、３００を超える企業や研究機関、大学が集
積し、再生医療や創薬研究、医療機器開発を推進してきました。こ
れまでの推進成果を神戸市内の大学・研究機関および進出企業か
ら最新のシーズや技術を発信します。

9/7 FRI

9/6 THU

ブース展示
バイオ関連・機器関連・アカデミアによる約60社・団体の展示を行
います。

講師 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 
先端医療学分野 医学研究科内科系講座
iPS細胞応用医学分野 教授　　　　　　　　青井 貴之 氏

講師 神戸大学医学部附属病院 臨床研究推進センター
TR・RS部門 特命准教授/部門長　　　　　　　　保多 隆裕 氏

［主催：（株）みなと銀行］

9/6 THU   9/7 FRI 終日

「国際フロンティア産業メッセ2018」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

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


