
聴講
無料

国際フロンティア産業メッセ2020 特別講演・基調講演

同時開催
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
共催：りそなグループ

主催：神戸信用金庫

主催：（株）但馬銀行

ひょうご
環境ビジネス展

みなと
元気メッセ2020

こうべしんきん
ビジネスメッセ2020

たんぎん
産業メッセ2020

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・商品を擁する企業、独自のサービスを提供
する企業などを紹介します。みなと銀行のお取引先企業及びりそなグループから２7社が
出展します。みなと元気メッセにぜひご来場ください。

優れた技術・アイデア・サービス等でお困り事を解決し、皆さまを元気にする企業１９社が
出展します。また、産学連携ブースでは、神戸市立工業高等専門学校の研究紹介、神戸大学
の企業との連携事例紹介は必見です。活力溢れるこうべしんきんビジネスメッセ2020へ、
ぜひご来場ください。

「生産性向上」「営業力強化」「人材育成」をテーマに、独自の技術、商品、サービスなどを提
供する企業が、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。

東京医科歯科大学 統合研究機構 教授
横浜市立大学 コミュニケーション・デザイン・センター センター長
シンシナティ小児病院 オルガノイドセンター副センター長 
シンシナティ小児病院 消化器部門・発生生物学部門 准教授

武部 貴則 氏

スポーツのちから
11:00～12:00

(株)サイフューズ
代表取締役

秋枝 静香 氏

I PEACE, Inc.
Founder＆CEO

田邊 剛士 氏（オンライン参加）

9/4 FRI

ローツェライフサイエンス(株)
RORZE Lifescience Inc. 代表取締役社長
上海楽孜睿泰生物有限公司
RORZE ReMed Lifescience Co.,Ltd. CTO 

山﨑 幸登 氏

ローツェライフサイエンス(株)
RORZE Lifescience Inc. 代表取締役社長
上海楽孜睿泰生物有限公司
RORZE ReMed Lifescience Co.,Ltd. CTO 

山﨑 幸登 氏

9/3 THU

ヘルスケア産業の将来と製薬企業が果たすべき
責任、社会への貢献

13:00～14:10

当社は、創薬型製薬企業として140年以上に渡り良質な医
薬品を患者さまにお届けしてきました。本講演では、ヘルス
ケア産業の将来と社会への持続的な貢献を見据え、6月に
策定した2030年のありたい姿とその実現にむけた取組み
についてご紹介させていただきます。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、スポーツ界ではオリ
ンピック・パラリンピック東京大会が1年延期になりました。
そのオリンピックを中心に、ポストコロナ・ウィズコロナ世界
に向け、改めてスポーツの持つ力について自身の体験を含
めてお話させていただきます。

講 師 塩野義製薬(株)
代表取締役社長　　　手代木 功 氏

講 師

講 師

講 師
講 師

講 師

甲南大学共通教育センター
教　授

14:45～17:20
9/3 THU特別講演

神戸で生まれ育てる医療ロボット
13:00～14:00

9/4 FRI

神戸に本社がある川崎重工とシスメックスの合弁会社で
医療ロボットの開発、製造、販売を行うメディカロイドの
取組みをご紹介します。外科領域で浸透してきた手術ロ
ボットやコロナ禍で注目されるウイルスの検査ロボットな
どを動画を交えながらわかりやすくご説明します。

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

医療の新しい概念と、ここまで実現した再生医療
「コミュニケーション・デザイン技術」を導入した医療や、再生医療がどこまで
実現出来ているのか等について、事例を交えながらご説明いたします。

基調講演①

基調講演③基調講演②

伊東 浩司 氏
講 師 (株)メディカロイド

代表取締役副社長 田中 博文 氏

場所 : 3A会議室

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
近畿経済産業局、日本貿易振興機構、（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、（独）中小企業基盤整備機構 

国際フロンティア産業メッセ実行委員会主催

後援

構成
団体

産業メッセ2020 検 索https: // www.kobemesse.com

神戸国際展示場
1・2 号館 （神戸ポートアイランド）

ご来場には事前登録が必要です 
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4Thu
木 金

Fri 10:00    17:00

西日本最大級の産業総合展示会
ご案内状 入場無料

国際フロンティア
産業メッセ2020
THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR 2020 KOBE

特別展示

くらしと健康・医療ゾーン

聴講無料・事前申込不要出展者プレゼンテーション
2号館　ロビー特設会場
出展名／プレゼンタイトル

1号館　ロビー特設会場
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

10：00～12：15廣岡屋商事(株)

髙丸工業(株)
(株)津田
日章興産(株)
(株)テクノア
ものレボ(株)
東阪電子機器(株)
(株)イードクトル／(株)メディエイト
淡路島産ペットフードを普及する会
(株)マックス
(株)アコオ機工
(株)横谷
(株)新井組

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

14：00～15：00
みなと元気メッセ2020
ウィズコロナ時代のＳＤＧｓ・企業活動

環境負荷を軽減するレンタル旗ポールで
イべントを盛りあげる

　
事前テストで最適なロボットシステム導入を！！
太陽光ソーラーの電力で
自動灌水施肥システムをＩＴ管理で栽培
新しいシステムの植物工場で安心安全野菜
まるごとIoT：中小製造業様向け
IoTソリューション

“ものと情報の流れ”をIoTで簡単に見える化
「ラズパイ+弊社機器」を組み合わせた
IoTソリューション
端末利用者の個人認証の決定版、
企業のセキュリティを高めます
未利用魚種を有効活用したペットフードの開発

外国人材採用のメリット・デメリット

電解水（次亜塩素酸水）を用いた衛生管理

育児、介護、ペットにも使えるお洒落なタタミ

【広がルーム】医療用可変コンテナハウス

2号館　ロビー特設会場
出展名／プレゼンタイトル

1号館　ロビー特設会場
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

(株)ヒラク
仙代テック(株)
マルチ(株)
テクサジャパン(株)

(株)KEiKAコーポレーション
(株)神戸設計ルーム
(株)アミューズ２４
(株)アトラステクノサービス
吉備国際大学 農学部 醸造学科
多田プラスチック工業(株)
付加価値創造(同)
デンマーク王国大使館
安藤製作所

車に必要なエネルギーの補完材として
ソーラー発電を完成した
水製造会社が言う、
まだお水を買っていますか？ の理由 
超音波　忌避装置『ネズ見ん』のご提案

現場の欲しいものをものづくりとＩＴでカタチにします

段ボールベッド組立実演
「１分で組立てられる段ボールベッド ひらいてポン」
繰り返し使えるブース装飾
～ワンストップサービスでお手伝い～
潤霧による超広範囲の空間除菌と電解水に
関する正しい知識
守る未来・見直す日常、
真空フライ技術による防災意識の向上
水分含量を指標とした吟醸麹製造技術の開発

断熱・軽量化・異種一体複合成形のウレタンについて

展示会や街頭での目立つ装飾と展示方法「めだってなんぼ！」

デンマークの概要とデジタル政策について

銅ctor（doctor安藤）銅の事なら何でもお聞きください

甲南大学
(同)チーフルドッグ
(一社)神戸市機械金属工業会（神戸エアロネットワーク）
(株)ユニオンシンク
ガードナー(株)
(株)北星社
(株)E.I.エンジニアリング

認定NPO法人産業人ＯＢネット
兵庫県行政書士会
(株)豊里金属工業
(株)ナンゴー
(株)Mountain Gorilla

微粒子と核酸分子の合わせ技で最適解（配列）を得る

地域の誇りは日本の誇り世界はそれほど遠くはない

“空飛ぶクルマ”の開発に向け連携

人財の育成・スキルを『教育デザイナー』で一元管理

心地よく姿勢を正して、腰のお悩みを即解決！    

アクリルキーホルダーをはじめとするオリジナルグッズ製造

最適運転支援システムの機能のご紹介

貴社の生産性向上に寄与するオリジナル研修をサポートします！

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

入管法改正と新たな在留資格、外国人受入の留意点を解説します！

オリジナル簡易金型による絞り加工と三次元レーザ加工について

（株）ナンゴーの取組み（中途半端ネット、その他）

中小企業が始めやすい“ゆるIoT”の導入事例と可能性

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部 
兵庫職業能力開発促進センター(ポリテクセンター兵庫)

わ   け

全体スケジュール
10：30 11：0010：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30 17：00

第1回　神戸取引商談会

基調講演② 基調講演③

特別講演 基調講演①
「中小企業の新事業創出に
つながる大学との産学連携」

ウィズコロナ・アフターコロナ時代に
おけるビジネスへのＡＩ活用の可能性

「ウィズコロナ時代の
SDGs・企業活動」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

関西航空機産業プラットフォームNEXT セミナー
出展者プレゼンテーション（※プログラムは下記をご参照ください。）

出展者プレゼンテーション（※プログラムは下記をご参照ください。）

出展者プレゼンテーション（※プログラムは下記をご参照ください。）

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

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

ひょうご環境ビジネスセミナー
「プラスチックごみゼロアクション」に向けて

2号館 ２Ａ会議室
2号館 ３A会議室
2号館 ３B会議室
2号館 ロビー特設会場
2号館 特設会場
1号館 ロビー特設会場
2号館 ２Ａ会議室
2号館 ３A会議室
2号館 ３B会議室
2号館 ロビー特設会場
2号館 特設会場
1号館 ロビー特設会場

9
3

THU

94
ＦＲＩ

9 3 THU

9 4ＦＲＩ

「国際フロンティア産業メッセ2020」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 神戸商工会議所会館4Ｆ
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



くらしと健康・医療 2号館
iCOM技研（株）
エア・ウォーター（株）
エヌシーアイ販売（株）
M'sエムズ（エムズひょうご）

（株）カスタネット　そなえる.com
川崎エンジニアリング（株）
川崎重工業（株）

（株）恒健
神戸医療産業都市

（一社）神戸市機械金属工業会　医療用機器開発研究会
神戸商材（株）
神戸リサーチコンプレックス協議会
KOBELCO　（株）神戸製鋼グループ
シスメックス（株）

（株）洗per
西日本電信電話（株）／NTTコミュニケーションズ（株）
ネクスジェン（株）

（株）服部
（株）VIPグロ－バル

みなと観光バス（株）
（株）メディカロイド
（株）ヤマト
ICT・クラウド 2号館

（株）キットシステム
（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
（株）TKアジャイル

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
フルタニ産業（株）

（株）フレックス
（株）Mountain Gorilla
（株）ユニオンシンク
（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
ものづくり 2号館
明石プラスチック工業（株）

（株）アトラステクノサービス
安藤製作所

（特非）いしい特許事務所
（株）井上鉄工所

浦上製革所
エア・ウォーター・マッハ（株）

（株）エフアンドエーテクノロジー
オークラ工業（株）

（株）甲斐製作所
KHAI THAC PRECISION
勝井鋼業（株）

（株）ギアリアル
木下製罐（株）
キムラシール（株）
共和電機工業（株）

（株）クボプラ
（有）グリーンスペース造園

慧通信技術工業（株）
神戸市ものづくり工場（神戸電鉄（株））

（株）コーケン
（株）コンゴー
（株）重森産業社

昭和精機（株）
（株）伸和鉄工所
スタジオデジドロア
ダイナカスト
多田プラスチック工業（株）
テスコムデジタルソリューション（株）

（株）豊里金属工業
（株）ナンゴー
日新産業（株）
日本電鍍工業（株）

（株）パイプファクトリ
（株）ハンシン

ひょうごじばさんフェア2020　（公財）神戸ファッション協会
・淡路瓦工業組合
・日本ケミカルシューズ工業組合
・（一社）日本燐寸工業会
・播州織産元（協組）（島田製織、内外織物、西脇小西）
・播州皮革工業（協組）
・兵庫県鞄工業組合
・兵庫県線香（協組）
・（株）三木章刃物本舗
付加価値創造（同）

（株）富士製作所
（株）ホーユーウエルディング
（株）北星社

増成織ネーム（株）
マツダ（株）

（株）三村工作所
大和鋼業（株）

（公財）りそな中小企業振興財団
電気・電子 2号館

（株）Wave Technology
大阪電機工業（株）

（株）コスモサウンド
日本ジッパーチュービング（株）
畑休燃料（株）
環境・エネルギー 2号館
愛知県（あいちの環境ビジネスマッチング）

（株）アミューズ24
（株）E.I.エンジニアリング
（株）北村工務店

近畿経済産業局
（有）ジャパンマグネット
（公社）全国通運連盟（共催：JR貨物）
（株）フナボリ
航空・宇宙 2号館
関西航空機産業プラットフォームNEXT

（一社）神戸市機械金属工業会（神戸エアロネットワーク）
ひょうご航空ビジネス・プロジェクト（（公財）新産業創造研究機構）
ロボット・AI・IoT 1号館

（株）アイオー精密
新和工業（株）

（株）テクノア
東阪電子機器（株）
東邦電子（株）

（株）ネクスト
兵庫県立大学　人工知能研究教育センター（AIセンター）
兵庫ニューメディア推進協議会
ものレボ（株）

産学連携・支援機関 2号館
アメリカ州政府協会
神戸市 経済観光局 工業課

（公財）神戸市産業振興財団
神戸商工会議所／産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム神戸支部WG

（独）国立高等専門学校機構
認定NPO法人産業人OBネット

（公財）新産業創造研究機構
タイ投資委員会（BOI） 大阪事務所

（独）中小企業基盤整備機構　近畿本部
テネシー州経済開発庁
デンマーク王国大使館
特許庁・近畿経済産業局
奈良工業高等専門学校
ノースカロライナ州政府日本事務所

（公社）姫路観光コンベンションビューロー
兵庫県行政書士会

（公財）兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター
（公財）兵庫県勤労福祉協会 共済部
（公財）兵庫県国際交流協会

兵庫県信用保証協会
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
地域振興・地場産業 2号館
岡山県　大阪事務所
西播磨地域商工会振興協議会
・光海（株）
・里山ICT能開学校
・しそうの森の贈物グリーンキーパー
・たつの市商工会
・橋本商会
・兵庫太和税理士法人
・（株）ミキモク
兵庫県企業庁
養父市
グループ出展

・ひょうご科学技術協会 2号館
明石工業高等専門学校
アスカカンパニー（株）／（株）アスカコネクト
関西学院大学
岸本工業（株）
吉備国際大学　農学部

（株）ケープラン
甲南大学
神戸学院大学
神戸市立工業高等専門学校
神戸大学
龍野コルク工業（株）

（株）帝国電機製作所
西日本衛材（株）
日章興産（株）

（株）ニッピ機械
姫路大学
姫路獨協大学

（公財）ひょうご科学技術協会
兵庫県立大学

（株）兵庫コンピューターセンター
（株）フジソレノイド／（有）マルブン

・阪神南ものづくりイノベーショングループ 2号館
（協組）尼崎工業会
（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）
治部電機（株）

（株）翔陽
ゼロコン（株）

（株）双英理研
（株）武内製作所
テクサジャパン（株）

（株）ながおテクノ
日本特殊螺旋工業（株）
兵庫県阪神南県民センター
平井工業（株）
北斗電子工業（株）
マルチ（株）

（株）ものプロ
（株）吉田製作所

・兵庫県中央会・けんしん 1号館
（株）青山産業研究所
（有）アトリエケー
（株）イトデンエンジニアリング
（株）AL神戸
（有）Мファイン技術サービス
オンザロード（マルスバッグ）

（株）健康マルシェ
（株）甲南堂
（株）ささやまビーファーム
（株）シカタ

大和美術印刷（株）
（株）中橋製作所

播州織工業（協組）
阪神機器（株）
兵庫県中央会・けんしん
兵庫県中小企業団体中央会
兵庫県中小企業団体中央会（ものづくり支援室）
マスミ鞄嚢（株）

（株）ヤマキン
・兵庫県商工会連合会 1号館

酒井精工（株）
仙代テック（株） 2号館

（株）トージ工芸 1号館
（株）NATURE & CLAY
（株）ピーナッツ

・西宮商工会議所 2号館
アシスト（株）

（有）アトムコーポレーション
Amritam Suddih

（株）Arare
（株）安藤製作所
（株）イースプランニング
（株）イードクトル／（株）メディエイト
（株）オクト
（株）カンバラ

グループ出展
（株）共立合金製作所／エバーロイ商事（株）
クラフトマンエッセンス
コクーゾシステム（同）

（株）コパクラフト
タイト・プロテクション
髙丸工業（株）

（同）チーフルドッグ
（株）津田
（株）ディーシーエス
（株）T-One Planning

西宮商工会議所
廣岡屋商事（株）

（株）Frontier Vision
（株）マシンツール中央

・生駒市・生駒商工会議所 1号館
生駒市／生駒商工会議所
エスケイケイ
オーケーディー（株）
木戸紙業（株）
清栄薬品（株）

（株）戸田精機
・ひょうご産業活性化センター・異業種交流グループ 1号館

淡路島産ペットフードを普及する会
温浴機の快適性研究会　「（株）関西工事」
かすみ海上タクシーの運航を実現する会
ヘアケア剤＆ヘアブラシ開発プロジェクト

ひょうご環境ビジネス展 2号館
アースリサイクル（株）
エコフィード循環事業（協組）
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
みなと元気メッセ2020 1号館

（株）アイナス
（株）アコオ機工
（株）新井組
（株）HER

HKテクノロジー（株）
（株）エヌ・エイチ・ケイ日本ハウス神戸
ガウス（株）

（株）木下技研
（株）三和製作所

三和テクノ（株）
（株）芝本商店
シモダフランジ（株）
昭和窯業（株）
第一電子（株）
龍野コルク工業（株）

（株）T＆T
テクノクオーツ（株）
日本ジッコウ（株）
播州調味料（株）
福田印刷工業（株）

（株）マックス
（株）丸十
（株）みなと銀行

宮脇機械プラント（株）
（株）ユーシステム
（株）横谷
りそな決済サービス（株）
りそな総合研究所（株）
こうべしんきんビジネスメッセ2020 1号館

（株）アグロワークス
（株）エルブレイン

小倉サンダイン（株）
グリュック（株）

（株）KMS
（株）KEiKAコーポレーション

神戸市立工業高等専門学校
神戸信用金庫

（株）神戸設計ルーム
（株）神戸大学イノベーション

三栄産商（株）
C.E.Oサービス開発（株）

（株）システムリースA
セムコ（株）
トーメイ工業（株）

（株）萬盛スズキ
（株）ヒラク
（有）ビルボード
フランクリンズ
森合精機（株）

（株）ヤマオカ
（株）ラジオ関西
たんぎん産業メッセ2020 1号館

（株）オーシスマップ
（株）小野製作所
（株）澤村溶射センター
（有）ハタヤ

ハリマ紙器印刷工業（株）
（株）森田泰商店

10:30～12:00
13:30～15:00
15:30～17:00

「国際くらしの医療館・神戸」見学ツアー

ドローンが拓く「空の産業革命」

9/3 THU・9/4 FRI

昨年5月に開館した「国際くらしの医療
館・神戸」で、最新の歯科治療“歯髄再生
治療”に関する展示や、8K硬性内視鏡を
備えた最先端の手術室、さらに独自の
技術を搭載した遠隔診療支援システム
などをご覧いただきます。

［主催：兵庫県］

［主催：国際フロンティア産業メッセ実行委員会］
［共催：エア・ウォーター(株)］

※講師を東京から招
へいするため、新型
コロナウイルス感
染症の状況によって
は開催できない場
合があります。

完全予約制

ドローンコーナーでは、①ドローンの実
機展示、②兵庫県・神戸市が連携して挑
戦している多様な分野でのドローン活
用の事例紹介を行います。
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2号館では、「くらしと健康・医療」をテー
マに特別展示コーナーを設置しており
ます。
また、新型コロナウイルス感染症対策関
連の展示も実施いたします。
ぜひお立ち寄りください。

特別展示「くらしと健康・医療」 2号館新型コロナウイルス対策を十分に行い、産業振興を推進いたします！

場 所 2号館ロビー
特設会場

10:00～12:15

併催セミナー・イベント

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 ３A会議室

10:30～12:00 ウィズコロナ・アフターコロナ時代におけるビジネスへのAI活用の可能性

場 所 国際くらしの医療館・神戸

場 所 ２号館ロビー

申込不要

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!! https://www.kobemesse.com

［主催：神戸商工会議所、(国研)産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム］
［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］

DXの最新動向やAIビジネス活用事例等を紹介し、ウィズコロ
ナ・アフターコロナを見据えたAI活用を考える機会とします。

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。

①産業・社会のデジタル変革(DX)とAI技術の社会実装への取組み
　～ウィズコロナ・アフターコロナに向けたAI活用の可能性～
②AIのビジネス活用事例と社会実装を目指した実証実験事例

第4回研究会「生産技術の最前線」

［主催：(公財)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］

場 所 2A会議室

12:30～17:00 第1回 神戸取引商談会

13:00～15:45 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

14:00～15:00 みなと元気メッセ2020「ウィズコロナ時代のSDGs・企業活動」

完全予約制

9/4 FRI9/3 THU

令和2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］

13:30～15:30 ひょうご環境ビジネスセミナー

講師 ①(国研)産業技術総合研究所 人工知能研究センター 首席研究員／
　人工知能技術コンソーシアム 会長 本村 陽一 氏

②(株)東急エージェンシー ソリューション開発局 局長代理／
　(国研)産業技術総合研究所 人工知能技術コンソーシアム 副会長 豊田 俊文 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）

講師 神戸大学 産官学連携本部 副本部長／
神戸大学 バリュースクール 教授 坂井 貴行 氏

［主催：神戸信用金庫］

14:30～16:30 関西航空機産業プラットフォームNEXT セミナー

［主催：（公社）関西経済連合会、（公財）新産業創造研究機構］ ［後援：兵庫県、神戸市］

場 所 2Ａ会議室
これからのものづくりを考える機会として、製造工程の見える
化、自動化など先端技術の導入事例や今後の取組みについて、
ご紹介いただきます。

講師 講演1：川崎重工業（株） フェロー 古賀 信次 氏
講演2：熱田起業（株） 製造部・統括部長/工場長 西川 篤志 氏

プラスチックのリデュース・リサイクルの取組み、再生材・バイ
オプラスチックの利用等事例を紹介し、今後のプラスチックの
動向を考える機会とします。

「プラスチックごみゼロアクション」に向けて

［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(株)カネカ　Green Planet推進部
　Green Planet計画（日本）推進グループ 企画チームリーダー 福田 竜司 氏

②ウツミリサイクルシステムズ(株) 代表取締役 内海 正顯 氏

場 所 2号館
特設会場

13:30～15:00 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

［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）］

新型コロナウイルスに伴う最新の海外渡航情報や、金融機関
による海外展開支援、ベトナム人材の最新情報の紹介を行い
ます。
講師 ・(株)エイチ・アイ・エス　　　・(株)みなと銀行

・ベトナムC.E.Oグループ

13:00～14:00 こうべしんきんビジネスメッセ2020
「中小企業の新事業創出につながる大学との産学連携」

場 所 ３B会議室
キラリと光る技術を持つ神戸大学が、地元中小企業との連携
により、新しい価値の創造に貢献します。 

神戸大学と中小企業との産学連携

約30分のセミナーを
リレー形式で実施

場 所 2号館
特設会場

［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)］

［主催：(株)みなと銀行］ ［共催：りそな総合研究所(株)、りそな決済サービス(株)］

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。

約30分のセミナーを
リレー形式で実施

講師 ・アメリカ州政府協会 ・タイ投資委員会(BOI)大阪事務所
・(独)工業所有権情報・研修館 近畿統括本部

ウィズコロナ時代において改めて問われるSDGsの意義につ
いて解説します。また、経理部門の省力化など効率的な企業
活動についても情報提供します。

①14:00～14:50　チャンスをつかむ！ ウィズコロナにおけるSDGs（りそな総研）
②14:50～15:00　ウィズコロナ時代の経理部門の省力化（りそな決済サービス）

講師 ①りそな総合研究所(株) コンサルタント 太畑 延之 氏
②りそな決済サービス(株) 執行役員 岡村 竜也 氏

場 所 2号館ロビー
特設会場

■全参加者に対し、マスク着用の義務付け
■会場内への手指消毒液の設置
■看護師の常駐
■来場事前登録のお願い
　・来場登録者を日ごと、時間帯ごとに把握し、適正な入場人数のコントロールを実施します。
　・当日の登録所での手続きを極力避け、接触機会を削減します。
■全参加者に対し、サーモグラフィなどによる入場口での検温を実施
■兵庫県の「コロナ追跡システム」のQRコードを会場に掲示しますので、ご登録をお願いします。
　なお、37.5℃以上の発熱がある等、体調のすぐれない方は来場を控えていただきますよう

お願いいたします。


