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主催：日新信用金庫にっしん輝きメッセ
2021

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19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」
の日新信用金庫職員にお問い合わせください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

聴講
無料

国際フロンティア産業メッセ2021 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2021
こうべしんきん

ビジネスメッセ2021
たんぎん

産業メッセ2021

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37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、サービスで、きらりと光る１８社・団体が出展します。
産学連携ブースでは、神戸市立工業高等専門学校の研究事例、神戸大学の連携事例で、アカデミック
パワーを感じてもらえるはずです。ぜひ、当ブースで新しいいビジネスのヒントを見つけて下さい。

「生産性向上」「人材育成」「健康・医療」「BCP対策」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。

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

「子どもの可能性をクリエイトする」
子供服ブランドからライフスタイル提案企業へ

13:00～ 14:00
9/3 FRI

講 師 株式会社ファミリア
代表取締役社長

岡崎 忠彦 氏

基調講演③

産業メッセ2021 検 索https: // www.kobemesse.comご来場には事前登録が必要です 

ご案内状 入場無料
西日本最大級の産業総合展示会

THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR 2021 KOBE

神戸国際展示場場

　所 1・2 号館　神戸ポートアイランド9/2 3木 金
日

　時 10：00　17：00

国際フロンティア産業メッセ実行委員会主催

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

後援 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　近畿本部

国際フロンティア産業
メッセ実行委員会は持続
可能な開発目標（SDGｓ）
を支援しています。

環境・エネルギー
ゾーン

特別
展示

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① 特別講演

こうべしんきんビジネスメッセ2021
「ファミリービジネス経営者よ　カベを打ち破れ！」

技術移転セミナー
「ローカル5Gの現状と今後について」

AI技術活用セミナー

みなと元気メッセ2021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）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

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（※プログラムは下記をご参照ください）

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 
1号館　ロビー特設会場 
2号館　特設会場
液化水素荷役施設「Hy touch 神戸」見学バスツアー 

9
2

THU

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

10：00～12：30六甲音波（株）
（同）チーフルドッグ
（株）フツパー
（株）神戸設計ルーム
アンドール（株）
PIPELINE（株）
コタニ（株）
ドローンコーナー
戸﨑産業（株）
ハレゾラTBP（株）

（株）キットシステム
（株）ベルアート
（株）レインボーオフィスサポート
浅田化学工業（株）
宇仁繊維（株）

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2021
①企業価値を高める！ 「脱炭素経営とSDGs」
②仕入・販売管理部門のコスト削減と効率化

MVR（マルチチャンネル動画配信システム）の実演デモ

根っこが重要！ 地球に対してオーガニックで行こう！

知らなきゃ損！ 目視検査業務における画像認識AIの実態
これからの集客は変わる
～お客様とともに元気になる販促支援～
茶の実を再利用したSDGｓ抗菌・防臭下着のご案内
コロナ禍で開催が難しい研修やセミナーを
オンライン配信で！
検査照明における選定のポイント
Drone HYOGO-空の産業革命に向けた兵庫県の取組と
今後の展開
業界トップレベル塗装のご提案と
我が社のＳＤＧｓの取組内容
PVC名刺で個性をアピールします
社内コミュニケーション・スケジュール管理等の
お悩み解決します
周囲にLEDの色で自身の体表温度を表示し
安心感を与える機器
販促品にはマグネットステッカーをお使いくださいませ！！
サステナブル社会に向けた素材強化材・
新規機能性金属塩モノマー
3万種の生地在庫を持ち、
QRで生産可能なテキスタイルメーカー

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

感動会社楽通（株）
（株）アコオ機工
（株）新井組
アモルファスコア販売（株）
多田プラスチック工業（株）
NPO法人　ひょうご新民家21

（学）大阪産業大学
（株）エイサムテクノロジー
（株）NATURE & CLAY
アリエスパートナー（株）
日本ツクリダス（株）

（株）匠工芸
（株）澤村溶射センター
（株）サンライテック
（株）野元メンテナンスサービス

企業ブランディング・採用活動で活躍
「企業映画化プロジェクト」
薬品薬剤に頼らない衛生管理
拡張型コンテナハウス『広がルーム』の
災害・コロナ対策への活用
アモルファス変圧器の現状と将来展望
精密射出成形・硬質ポリウレタン成形・
小型DCポンプのご紹介
兵庫県の21世紀の民家『ちょうの家』のご提案
パラメトリックスピーカを用いた
バーチャルオーディオ技術の紹介
市販電子部品を組合わせてお手軽IoT
自然素材をそのままの形で、
使い方を現代に併せて心地よさを実感
攻撃型生産管理システム：
テイーピクスの特長と問題解決の方法
町工場でもできる生産管理
働くとは？
～好き放題から始まるプラスチック加工～
風力発電への溶射例とその他防食・肉盛溶射について
フツウを超えるシュレッダー！
重要書類を世界最小レベルに細断！
案件紹介充実の下請専門エアコンハウス
クリーニングFC

アップフィールド（同）
神戸学院大学

（株）ナンゴー
三相電機（株）

（一財）日本規格協会
（一財）日本食品分析センター
国際振音計装（株）
甲南大学
ポリテクセンター兵庫

（特非）産業人OBネット
兵庫県行政書士会
吉備国際大学　農学部　醸造学科
ものレボ（株）
兵庫県立福祉のまちづくり研究所

極微量吐出ポンプのご紹介　
数ナノリットルの微量液体を供給
大気中CO2選択的吸収／放出剤

株式会社ナンゴーの取組（中途半端ネット、その他）
「これからの農業を変える気体溶解装置（サンソルバー）
の御紹介」
新しい市場のスタンダードを自ら作って競争力を
強化しませんか！
空気清浄機等の性能評価試験

（ウイルス、細菌、カビ、花粉片）
振動や騒音でお悩みでしたら、何でも相談してください。
細胞内ではたらく活性分子をスクリーニングできる
評価系の開発
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！
NPO法人産業人OBネットの活動
紹介及び企業支援の仕組み紹介
ポストコロナ時代を
生き抜く中小事業者戦略
吉備国際大学・醸造学科が
携わる商品開発事例
ものと情報の流れをIoTで見える化

臨床介護現場ニーズに基づく開発・実証評価

（株）イードクトル／（株）メディエイト 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

（株）キコー技研 レーザーが新しい光を作ります

髙丸工業（株） ロボットとは多品種少量生産における省力化装置である

（株）豊里金属工業 高難度試作板金部品を豊里金属独自の簡易金型で
対応します

（一社）神戸市機械金属工業会
（神戸エアロネットワーク） 「空飛ぶクルマ」連携スタート後の現状報告を企画中

在大阪・神戸米国総領事館 米国ビジネスビザについて

9 2 THU

9 3ＦＲＩ

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

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　特設会場
（海外展開支援セミナー）

15：05～15：20　
バイエルン州
駐日代表部
欧州経済拠点としての
ドイツ・バイエルン州

「国際フロンティア産業メッセ2021」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

基調講演② 基調講演③ 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）

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
兵庫工業会セミナー

2号館　3A会議室 
2号館　2B会議室
2号館　3B会議室  
2号館　ロビー特設会場 
1号館　ロビー特設会場 
2号館　特設会場 
液化水素荷役施設「Hy touch 神戸」見学バスツアー 

93
ＦＲＩ

①13：00～14：00 ②14：00～15：00 ③15:00～16：00（完全予約制）

①13：00～14：00 ②14：00～15：00 ③15:00～16：00（完全予約制）

9/2 THU

脱炭素に向けたエネルギー
の大転換

15:00～ 16:00

講 師 公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE） 理事長・研究所長
東京大学名誉教授

山地 憲治 氏

特別講演

講 師 一般社団法人 水素エネルギー協会 会長
一般財団法人 エネルギー総合工学研究所 研究顧問　

坂田 興 氏

13:00～14:00
9/2 THU

水素エネルギー大量導入の意義

基調講演①

2025年大阪・関西万博の開催に向けて
11:00～ 12:00

9/3 FRI 基調講演②

講 師 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会　
理事・副事務総長　　　　　　　　　　　　

櫟 真夏 氏

13:00～14:00
14:00～15:00
15:00～16:00

液化水素荷役施設「Hy touch 神戸」
見学バスツアー

［主催：国際フロンティア産業メッセ実行委員会］

完全予約制

神戸空港島に建設された液化水素荷役施設「Hy touch 神戸」の見
学バスツアーを実施します。現地での説明もあります。
場 所 Hy touch 神戸

ドローンが拓く「空の産業革命」
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・
NIROが連携して調整している、多様な分野でのドローン活用の事
例紹介を行います。

［主催：兵庫県］場 所 1号館



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）イーズライフ
・（株）フレンドマイクローブ
・（株）丸繁製菓
・（株）折兼
・トルムスイニシエイト（株）
・岡谷鋼機（株）
・加山興業（株）
・中部エコバイオ合同会社
・本多プラス（株）

アップフィールド（同）
エア・ウォーター（株）
川崎重工業（株）

（株）北村工務店
近畿経済産業局

（株）神戸製鋼所
国際振音計装（株）

（株）サンコー
スターライト工業（株）
高石工業（株）
明陽電機（株）

（公財）やまぐち産業振興財団／やまぐちエコ市場
・（株）オクタニ
・（有）ビーネクスト
・安原環境テクノロジー（株）
・周南水処理（株）
ICT・クラウド 2号館

（株）イザン
（学）大阪産業大学
（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
システム・ナロウズ（株）

（独）国立研究開発法人情報通信研究機構　未来ICT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
枚岡合金工具（株）
フルタニ産業（株）

（株）フレックス
国立研究開発法人　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

（有）阿賀
明石プラスチック工業（株）

（株）旭プレシジョン
特許業務法人いしい特許事務所

（株）ウスイ
（株）エージェンシーアシスト
オークラ工業（株）

（株）甲斐製作所
（株）兼松KGK
（株）カノウプレシジョン
カルモ鋳工（株）
川田紙工（株）

（株）ギアリアル
木下製罐（株）
共栄ダイカスト（株）
共栄テクノス（株）
クイック・プロ（株）
クロダ精機（株）
恵州永利興工業有限公司
神戸市ものづくり工場（神戸電鉄（株））
・（株）中谷加工所
・村北ロボテクス（株）

（株）コーケン
（株）コーヨーサンコ
（株）コンゴー
（株）重森産業社

昭和精機（株）
伸和整備産業（株）（アート伸和）

（株）伸和鉄工所
（株）匠工芸
（株）多田スミス

多田プラスチック工業（株）
テック・ワーク（株）
東亜機械工業（株）

（株）東光バネ工業社
東和化学（株）
戸﨑産業（株）

（株）豊里金属工業
（株）ナンゴー
日新産業（株）
日本シリコロイ工業（株）
日本製麻（株）
パイオニア精工（株）
服部

（株）ハンシン
ひょうごじばさんフェア2021　（公財）神戸ファッション協会
・（公財）北播磨地場産業開発機構（藤井茂織布　貢織布（有））
・NPO法人TATSUNO LEATHER
・淡路瓦工業組合
・一般社団法人 日本燐寸工業会
・株式会社 三木章刃物本舗
・神戸芸術工科大学 ファッションデザイン学科
・日本ケミカルシューズ工業組合
・播州算盤工芸品協同組合
・兵庫県鞄工業組合（（一社）豊岡鞄協会）
・兵庫県靴下工業組合
・兵庫県線香協同組合

（株）ヒラタ
HILLTOP（株）

（株）広築
FLAG　DESIGN

（株）宝角合金製作所
（株）北星社

モリテツ電機（株）
大和鋼業（株）

（株）山本電機製作所
（公財）りそな中小企業振興財団
（株）レインボーオフィスサポート
ロボット・AI・IoT 2号館

（株）アイティーティー
（株）エイサムテクノロジー

旭光電機（株）
神戸商工会議所／AITeC神戸支部WG

（株）テクノア
バリューテクノロジー（株）
兵庫ニューメディア推進協議会

（株）ミラテクドローン
ものレボ（株）

（株）ユニテック
日本ツクリダス（株）
航空・宇宙 2号館

（株）井上鉄工所
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
健康・医療／ライフスタイル 2号館

（株）カスタネット
（一社）神戸市機械金属工業会　医療用機器開発研究会

水青工業（株）
（株）VIPグローバル
（株）ヤマト
（株）REIWAN

電気・電子 2号館
（株）Wave Technology

大阪電機工業（株）
コスモテック（株）
新和工業（株）
日東工業（株）
日本ジッパーチュービング（株）
富士プリント工業（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

（特非）産業人OBネット
G-G Crew （GBプロ・G-MAC Joint Operation）
(公財）新産業創造研究機構
成長産業育成コンソーシアム
タイ投資委員会（BOI）大阪事務所

（公財）東洋食品研究所
特許庁・近畿経済産業局
奈良工業高等専門学校

（一財）日本食品分析センター
（公社）姫路観光コンベンションビューロー

姫路ものづくり支援センター
兵庫県行政書士会

（公財）兵庫県勤労福祉協会"ひょうごファミリーパック"
（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
在大阪・神戸米国総領事館
ポリテクセンター兵庫

（一財）日本規格協会
地域振興・地場産業 1号館
石川県加賀市 
岡山県 
岡山県津山市

（株）ながおテクノ 
西播磨地域商工会振興協議会 
・（株）プラントリイ
・（株）伊藤拡播社
・光海（株）
・三日月の里企画
・上林建設（株）
・富士高速印刷（株）（作本印刷）
・兵庫太和税理士法人
・里山ICT能開学校
・髙井医療器（株）

兵庫県企業庁 
（株）ポイント 

養父市 
グループ出展
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）安藤製作所
・大阪油脂工業（株）
・（株）カワグチマック工業
・（株）関西工事
・（株）キコー技研
・（一財）近畿高エネルギー加工技術研究所
・産業サービス販売（株）
・サン工業（株）
・（株）翔陽
・ゼロコン（株）
・（株）双栄理研
・（株）武内製作所
・（株）トリーエンジニアリング
・（有）中野製作所
・日本特殊螺旋工業（株）
・（有）播磨化学製作所
・兵庫県阪神南県民センター
・マシンツール中央
・マルチ（株）

兵庫県中小企業団体中央会 1号館
・（有）アイエヌインターナショナル／六甲ビール醸造所
・（株）アヌシ
・（株）イトデンエンジニアリング
・（株）加西産業
・（株）カブール
・（株）岸工業
・（株）キットシステム
・（株）篠山繊維
・（株）シカタ
・（有）住まいの権
・（株）ハイロン
・ハレゾラTBP（株）
・兵庫県中小企業団体中央会・けんしん
・NPO法人　ひょうご新民家21
・（株）藤原
・（株）ホーユーウエルディング
・（有）峰精密金型製作所
・（株）ヤマキン

生駒商工会議所 1号館
・生駒市役所
・生駒商工会議所
・（株）エスケイケイ
・オーケーディー（株）
・（株）戸田精機

ひょうご科学技術協会 2号館
・明石工業高等専門学校
・浅田化学工業（株）
・アスカカンパニー（株）／（株）アスカコネクト
・（有）アトリエケー
・アビオスエンジニアリング（株）
・ガウス（株）
・関西学院大学
・岸本工業（株）
・吉備国際大学　農学部　醸造学科
・ケニックス（株）
・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
・三相電機（株）
・（有）征和建設
・（株）セシルリサーチ
・龍野コルク工業（株）
・西日本衛材（株）
・西村製作（株）
・日章興産（株）
・（株）日伸電工
・（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）ミタチ

兵庫県商工会連合会 1号館
・アリエスパートナー（株）
・（株）エルエルシーコンピューター

・かすみ海上タクシー事業協同組合
・（株）キタモトテック
・酒井精工（株） 2号館
・仙代テック（株） 2号館
・（株）トージ工芸
・日本精密機械工作（株）
・（株）NATURE & CLAY
・（株）ピーナッツ
・（有）森本直道石材店

神戸市・ドイツパビリオン 2号館
・テンテキャスター（株）
・FIT Japan（株）
・ペリー・ジャパン（株）
・va-Q-tec Japan（同）
・タンカースジャパン（同）
・大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 
・ドイツ貿易・投資振興機関
・バイエルン州駐日代表部 
・ドイツNRW州貿易投資振興公社
・神戸市企業立地課

西宮商工会議所 2号館
・アンドール（株）
・（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）オフィスアン
・木内商店
・KIMONO KIMONO
・（株）コパクラフト
・（株）サンテック
・髙丸工業（株）
・（同）チーフルドッグ
・西宮商工会議所
・（有）日本インベスト
・北斗電子工業（株）
ひょうご環境ビジネス展 2号館
アースリサイクル（株）
エヌシーアイ販売（株）

（株）カネカ
住友大阪セメント（株）
大栄環境（株）

（株）ダイセル
ハリマ産業エコテック（株）

（株）姫路環境開発
（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2021 1号館

（株）アイナス
（株）アコオ機工
アモルファスコア販売（株）

（株）新井組
（株）イワモト機工・ウインテック（株）

宇仁繊維（株）
（株）SIC（（株）HER）
（株）SIC（（株）芝本商店）

感動会社楽通（株）
（株）クレイエンジニアリング
（株）神防社

ZAHORANSKY（株）
（株）三協
（株）サンライテック
（株）三和製作所
シモダフランジ（株）
龍野コルク工業（株）

（株）Ｔ&Ｔ
（株）テクノシンセイ
（株）トシプラ
（株）トモヤ
日本ジッコウ（株）

（株）野元メンテナンスサービス
播州調味料（株）
阪神機器（株）

（株）ピュアトーン
ヒューネット（株）
福助機工（株）
福田印刷工業（株）

（株）フツパー
（株）ポート
（株）丸十
（株）みなと銀行

宮脇機械プラント（株）
（株）ミロク情報サービス
（株）ユタックス
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2021 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）
グッドフェローズ（株）

（有）グリーンスペース造園
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

セムコ（株）
トーメイ工業（株）
PIPELINE（株）
HAPPY FEELING
ベトナム国際人材開発（株）

（株）メタルテック
森合精機（株）

（株）ヤマオカ
（株）ラジオ関西

六甲音波（株）
たんぎん産業メッセ2021 1号館

（株）アンティバックマーケティング
（株）オーシスマップ
（株）タカアキ
タキエンジニアリング（株）

（有）ハタヤ
ハリマ紙器印刷工業（株）

（株）森田泰商店
にっしん輝きメッセ2021 1号館

（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）
オルト産業（株）
コタニ（株）

（株）佐野鉄工所
（株）澤村溶射センター
（株）昭和製作所
シンエスタ（株）

（株）神姫システム
（株）ソーエイ
（有）タカギエンジニアリング
（有）高田工業所

WSG（株）
テスコムデジタルソリューション（株）
日新信用金庫

（株）ネットワイ
（株）ベルアート

三田電気工業（株）

2021年8月2日現在

2 号 館では、「 環 境・エネル
ギー」をテーマに特別展示
コーナーを設置しておりま
す。ぜひお立
ち 寄 りく だ
さい。

特別展示
「環境・エネルギー」

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

10:00～12:30

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 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

9/2 THU

令和3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］

場 所 ３A会議室

10:30～12:00 AI技術活用セミナー

［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］

本セミナーでは、AIをビジネス活用するポイントや、地元企業が提供するAIソリュー
ションを紹介いたします。

①DX推進とAI技術活用のポイント
②さくらケーシーエスのDX支援とAI適用事例

講師 ①株式会社オージス総研 行動観察リフレーム本部 コンサルティング企画部 第1チームリーダー　安松　健 氏
②株式会社さくらケーシーエス 技術統括部 マネージャー　　　　　　　 辻　裕介 氏 

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

場 所 2号館ロビー
特設会場

14:00～15:00 みなと元気メッセ2021

［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)］

前半は、「SDGsと関係の深い脱炭素への動きが、今後国内中小企業にどのような影
響をもたらすか」、後半は「経理部門の効率化」についてお話します。

①企業価値を高める！「脱炭素経営とSDGs」
②販売先・売掛先管理と、仕入支払業務の効率化のための、
　BPO活用方法等について

■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
■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。

9/3 FRI

13:30～16:30 ひょうご環境ビジネスセミナー

プラスチックのリユース・リデュース・リサイクルの取組、バイオ
プラスチックの利用事例等を紹介し、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環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課 課長補佐　　
②サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社　
　SCM本部　包材部専任部長　
③株式会社ダイセル マテリアルSBU　事業推進室　
　研究開発グループ　副グループリーダー兼アセチルBU　
　セルロースマーケティング部　主席部員

松林　雅之 氏
小松　則夫 氏

樋口　暁浩 氏

14:30～16:30 関西航空機産業プラットフォームNEXT セミナー
第6回研究会「カーボンニュートラルに向けた
次世代航空機への取り組み」

［主催：関西航空機産業プラットフォームNEXT］
［共催：兵庫県、神戸市］

場 所 ３A会議室

カーボンニュートラル社会に不可欠となる次世代航空機の実現に向け、研究開発・
社会実装の方向性、CO２削減への取り組みについて紹介します。
講師 ①経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課　課長補佐（技術）　　

②東京大学名誉教授・未来ビジョン研究センター 特任教授　
岩永健太郎 氏
鈴木　真二 氏

13:00～14:00 兵庫工業会「ものづくり分野における女性就業の促進」セミナー
「ものづくり分野を中心とする女性活躍の可能性
―業務仕分けロールモデルの事例より―」

［主催：（公社）兵庫工業会］

場 所 ２Ｂ会議室

製造現場での多様な人材活用・活躍方法等を紹介し、中小製造業でのダイバーシ
ティ経営に目を向けた女性活躍の可能性をご紹介いたします。
講師 武庫川女子大学 経営学部 講師 山下　紗矢佳 氏

講師 神戸大学大学院 経営学研究科 教授　　忽那　憲治 氏

場 所 ３B会議室

12:30～14:00 こうべしんきんビジネスメッセ2021
「ファミリービジネス経営者よ　カベを打ち破れ！」

［主催：神戸信用金庫］

長年にわたって蓄積された有形・無形の自社の資産（人材、技術力、信用力など）をう
まく活用しながら、魅力的な新たな領域にチャレンジしよう。

ファミリービジネスにおける両利きの経営の実践と課題

講師 株式会社オプテージ 経営本部 次世代事業推進プロジェクトグループ 
5G事業化推進チーム 兼 次世代インフラビジネス推進チーム チームマネージャー　　
白野　綾介 氏

場 所 ３B会議室

14:30～16:30 技術移転セミナー

［主催：（公財）新産業創造研究機構］

産業用途で利用が見込まれているローカル5Gの制度、特長、ユースケース、実証
実験の結果、現状の課題および5Gの未来についてご説明します。

ローカル5Gの現状と今後について

13:00～15:00 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

海外渡航状況や海外ビジネスの最新情報をご紹介

［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）］

場 所 2号館　
特設会場講師 ①㈱フォーバル、②C.E.Oグループ（ベトナム）、

③㈱エイチ・アイ・エス、④双日㈱ 

申込不要

約3０分のセミナーを
リレー形式で実施

講師 大阪・神戸米国総領事館 領事部、アメリカ州政府協会（ASOA）、
タイ投資委員会（BOI）大阪事務所、パソナグループ、アリババ株式会社

場 所 2号館　
特設会場

13:00～16:00 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

［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）］

ポストコロナを見据えた中小企業の海外展開にかかり、外国
人材の雇用・活用、越境ECの利用について業界をリードする
企業から講演いただくほか、米国、タイの政府関係機関から
最新の現地ビジネス状況・投資環境を紹介いただきます。 約４０分のセミナーを

リレー形式で実施

申込不要
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場 所 ２A会議室

12:30～17:00 第１回神戸取引商談会

［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］

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。

完全予約制

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）


