
エスペックテクノ（株）
エヌシーアイ販売（株）
（株）エネサイバー
大阪ガス（株）
（株）OZON NEO
川崎重工業（株）
（株）北村工務店
木原木材店（北はりま小径木加工センター）
（株）キングダム ソーラー ジャパン
（株）GOOMOS
（株）桑本総合設計
慧通信技術工業（株）
（株）木幡計器製作所
KOBELCO 神戸製鋼グループ
翔飛工業（株）
積水ハウス（株）
（株）大尚
タキエンジニアリング（株）
西日本高速道路サービス関西（株）
兵庫日産自動車（株）／日産プリンス兵庫販売（株）
（株）日鐘
（有）日本興産
ネイチャーログ エンタープライジーズ
藤井設備工業（株）
明興産業（株）
（株）ラシュラン
（株）ラスコジャパン
大阪湾広域臨海環境整備センター
京都環境ナノクラスター（（財）京都高度技術研究所）
（一社）JBRC
鳥取県認定グリーン商品普及促進協議会
兵庫県 林務課
兵庫県農林水産技術総合センター /森林林業技術センター
大阪大学 産業科学研究所
関西学院大学
甲南大学
神戸大学連携創造本部
国立大学法人 鳥取大学
ひょうご神戸産学学官アライアンス

アイクラフト（株）
（株）あかつき
アントレージャパン
（株）インターフォワードシステムズ
（株）インプローブ
NTTグループ
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
光伸光学工業（株）
（株）神戸コミュニティ・エクスチェンジ
（株）高東電子
CNLink Networks Japan（株）
（株）セントラルサクセス
デジタルグラフィック（株）
日本電気（株）
枚岡合金工具（株）
富士通（株）
（財）計算科学振興財団
NPO法人 国際情報科学協会
（独）情報通信研究機構 未来 ICT研究所
兵庫ニューメディア推進協議会
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

川崎重工業（株）
末松九機（株）　神戸支店
関西次世代ロボット推進会議 /（公社）関西経済連合会
神戸RT研究会
　（株）システムワット
　（有）ピノキオ
　明興産業（株）
NPO法人 国際レスキューシステム研究機構
神戸市立工業高等専門学校

（株）旭プレシジョン
大島金属工業（株）
神戸工業試験場グループ

三和テクノ（株）
昭和精機（株）
神港精機（株）
（株）スギノマシン
誓和工具（株）
セントラルマイクロメーション（株）
東振化学（株）
東洋ケミテック（株）
（株）ナサダ /千代田金属工業（株）
日新シール工業（株）
富士セイラ（株）
神戸市ものづくり復興工場 /神戸電鉄（株）
　オーヨン（株）
　（株）ティクスTSK
モノつくり事業協同組合 大阪支部

（株）ケンソーヘルス  北営業所
（株）行医研
（株）GRPジャパン
（株）トクヤマ
ブランケネーゼ（株）
（株）ヤマト
（一社）神戸市機械金属工業会 医療用機器開発研究会
（公財）先端医療振興財団
神戸学院大学

アヴェロン（仏）県
関西広域連合
（一財）近畿高エネルギー加工技術研究所（AMPI）
（独）工業所有権情報・研修館
江蘇省発展改革委員会
神戸華僑総会
（公財）神戸市産業振興財団
神戸商工会議所
（公財）新産業創造研究機構
（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部
　（株）大阪ケイオス
　さかい環境チャレンジ企業
　　富士高周波工業（株）
　　八田工業（株）
　　（公財）堺市産業振興センター
特許庁・近畿経済産業局
中播磨地区商工会連絡協議会
日本政策金融公庫  神戸創業支援センター
日本貿易振興機構（ジェトロ）
NPO法人 兵庫県技術士会
兵庫県立工業技術センター
（公財）兵庫県国際交流協会
（公財）ひょうご産業活性化センター／ひょうご・
神戸投資サポートセンター
香港貿易発展局
（独）理化学研究所 計算科学研究機構
奈良工業高等専門学校
兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所
兵庫県立大学 産学連携機構

神戸リエゾンネットワーク
　位相技術研究会
　運河プロジェクト
　太陽光発電応用研究会
　NPO法人チーム IT 神戸
　NPO法人ワット神戸
（公財）ひょうご科学技術協会
　エイチ・ライフ21（株）
　ガウス（株）
　（株）クローズアップ
　ケニックス（株）
　（株）香寺ハーブ・ガーデン
　三相電機（株）
　（株）セシルリサーチ
　船場印刷（株）
　龍野コルク工業（株）
　（株）帝国電機製作所
　トモエ繊維（株）
　日本ワヰコ（株）
　ハマックス（株）
　ヤヱガキ醗酵技研（株）

兵庫県中小企業団体中央会
　アークハリマ（株）
　アイケー電機（株）
　（株）アイメック
　小倉サンダイン（株）
　川重車両協同組合
　関西メディア（株）
　キンボシ（株）
　神戸マッチ（株）
　三栄産業（株）
　髙丸工業（株）
　（株）トライス
　（社）日本燐寸工業会
　播州丹波照明事業協同組合
　阪神硝子工業（株）
　兵庫県鉄工建設業協同組合　青年部会
　（株）ビルティ
　フロンティア（株）
東大阪商工会議所
兵庫県信用保証協会
　柏原加工紙（株）
　大徳醤油（株）
　特殊梯子製作所（有）
　（株）フットテクノ
　松本金属（株）

交友印刷（株）
新長田まちづくり（株）
朝来市
淡路瓦工業組合
淡路地域企業誘致推進協議会
京都府 福知山市
篠山市
豊岡市
延岡市メディカルタウン構想
　（株）興電舎
　（株）昭和
　（株）花菱塗装技研工業
　安井（株）
　吉玉精鍍（株）
クレアパーク延岡工業団地企業立地促進協議会
姫路市
兵庫県企業庁
北海道 北広島市 土地開発公社
養父市

岩手県
　（株）アイオー精密
　（株）共立精工
　（有）サワ
　（株）サンセイ　イサワ支社
　（株）ツガワ
　東北日発（株）
　（株）ミスズ工業 
福島県
　（株）アドバネクス
　（株）アリーナ
　オクト産業（株）
　喜多方軽金属（株）
　北芝電機（株）
　林精器製造（株）
　福島サンケン（株）
　（株）ムラコシ精工
　（株）山製作所
　ワイヂーエル（株）
　（社）いわき産学官ネットワーク協会
宮城県
　（公財）仙台市産業振興事業団
　　東洋刃物（株）
　　東北ゴム（株）
　　（株）プラモール精工
　　（株）オプトロム
　　エコクリーンテクノロジー（株）
　　東杜シーテック（株）
　　アンデックス（株）
　　安川情報エンベデット（株）
　　（株）コンピューターシステム研究所

●　　　    の講演・セミナー等については、定員になり次第締め切らせていただきます。
●都合により内容を一部変更する場合がありますのでご了承ください。
●ホームページからお申し込みいただいた方には、登録完了のメールをお送りいたします。
●FAXにてお申し込みいただいた方には、登録完了書をお送りいたします。

国際フロンティア
産業メッセ2012

エコものづくりで目指す明日のスマート社会

ご招待状
入場無料

会期
会場
主催

同時
開催

産業メッセ 2012 検索検索検索http://www.kobemesse.com/

【構成団体】兵庫県・神戸市・（公財）新産業創造研究機構・神戸商工会議所・（公財）ひょうご科学技術協会・（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・（財）神戸国際観光コンベンション協会・（財）ひょうご環境創造協会・ひょうごエコタウン推進会議

産業産業メメッセ2ッセ2ッセ2ッセ2ッセ2ッセ2ッセ2012
2012年9月6日（木）・7日（金）10：00～17：00
神戸国際展示場2号館　神戸ポートアイランド
国際フロンティア産業メッセ2012実行委員会
ひょうご環境ビジネス展［主催：（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2012［主催：（株）みなと銀行］　こうべしんきんビジネスメッセ2012［主催：神戸信用金庫］
たんぎん産業メッセ2012［主催：（株）但馬銀行］

環境・エネルギーゾーン

材料・製造技術ゾーン

グループ出展

地域振興・地場産業ゾーン

特別企画「東北復興の力に」

健康・医療ゾーン

産学連携・支援機関ゾーン

情報通信・エレクトロニクスゾーン

ロボットゾーン

（株）新井組
（株）エルブレイン
（株）オンリーワン
コーナン電子（株）
コーベックス（株）
（株）サイ電子
ノルトライン（株）
バイセン（株）
（株）萬盛スズキ
（株）フリーダムジャパン
（株）星野製作所
森合精機（株）
神戸高専・神戸信金　産学連携

（株）オーク
（株）オーシスマップ
（株）川嶋建設
（株）サンクメタル
（株）シクロケム
（株）誠工社
（株）鈍渡技研電子工業
日研企画（株）
平野（株）
平安油脂化学工業（株）
（株）マシンソル
（株）ユーロック
（有）ラベックス
（株）レックス

同時開催

ひょうご環境ビジネス展
環境への負荷を低減し、環境保全に貢献
する「環境ビジネス」を積極的に推進する
ため、環境に配慮した製品や新技術を広く
PRするとともに、エコ製品の普及やビジ
ネス交流の場を提供します。

主催：（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2012
独自の高い技術力を持つ企業や、新製品・
新サービスを提供する企業、商品開発等
のパートナーづくりに取組んでいる企業
など28社が出展します。是非この機会に
ご来場いただき、ビジネスチャンス拡大の
場としてお役立てください。

主催：（株）みなと銀行

こうべしんきん
ビジネスメッセ2012

他社にはない優れた技術力・商品・サービ
ス等をお持ちで、地元神戸を中心に活躍
されている企業１２社が出展します。これ
ら企業の技術・商品等をご紹介するととも
に、ビジネスチャンス拡大の場を提供いた
します。ご来場を心よりお待ち申しあげて
おります。

主催：神戸信用金庫

たんぎん産業メッセ2012
独自の技術力や特徴のあるサービスを行っ
ておられる県内企業１４社が出展します。ま
た、当行も独自のブースを設けて地域密着型
金融に対する取り組みを紹介するほか、但馬
地域の観光ポスターの掲示、観光パンフレッ
ト等の備え付け・配布を行い、但馬地域の観
光地等の紹介をさせていただきます。
ご来場を心よりお待ち申し上げております。

主催：（株）但馬銀行

ホームページからお申し込みください。 ■FAXでのお申し込みの場合
●お申し込み8/17（金）までとさせていただきます。それ以降はホームページからお申し込み下さい。

06-6946-3389http://www.kobemesse.com/
申 込

申 込

申込FAX

申 込

基調講演1　日産自動車株式会社
　電気自動車で変わるライフスタイル

基調講演2　積水ハウス株式会社
　スマートハウス・スマートタウンのテクノロジー

講　演
□基調講演1 □基調講演2 □基調講演3 □特別講演1
併催セミナー・イベント
□ 1　□ 2　□ 3　□ 4　□ 5　□ 6　□ 7　

基調講演３　株式会社NTTファシリティーズ
　スマートを支える最新技術と事例紹介

特別講演1　東北大学大学院
　東日本大震災被災地域のものづくり産業の復興を目指して

併催セミナー・イベント
1.フランス アヴェロン県セミナー　2.RTセミナー　3.ひょうご環境ビジネスセミナー
4.第５回分野別技術発表会　5.【医療機器をデザインする】実践セミナー
6.スーパーコンピュータ施設見学　7.FOCUSセミナー

※個人情報の取扱いについて
ご提出いただいた個人情報は次の利用目的のみに利用することとし、申込まれた方の同意又は
法令等に基づくものでない限り、いかなる第三者にも提供または開示いたしません。また、適切・
慎重に管理いたします。
＜講演・セミナー等申込みにおいて取得した個人情報の利用目的＞
（1）講演・セミナー等の開催に伴う連絡、出欠確認等に使用します。
（2）実行委員会構成団体やセミナー主催団体からの、ご案内に使用することがあります。

企業・
団体名

所在地
〒

部　署 役職

TEL

FAX
氏　名

業　種 製造業　　研究・大学・公的機関

流通・サービス業　　一般

参加希望するものにチェックをご記入下さい（複数可）

（○をつけて
下さい）

※必ずいずれか1つに○をつけて下さい。

※太枠内にご記入の上FAXして下さい。

～出展企業とのアポイントを事務局が代行～

プレマッチングシステム
各企業への会場での商談をHPから事前に予約でき、
会場に来る前からスムーズに商談が進みます。
詳しくはHPよりご確認ください。
http://www.kobemesse.com

新登場!

会場のご案内 お問い合せ

神戸国際展示場 

●JR三ノ宮駅からポートライナー
「市民広場駅」にて下車 
●JR三ノ宮駅から車で
●新幹線新神戸駅から車で
●JR大阪駅から
新快速・ポートライナー乗り継ぎで

●神戸空港からポートライナーで
●関西国際空港からベイ・シャトルで
※乗り換え、待ち時間等を含みません。

･･･････････････････▶
･････････････････････▶
･････････････････▶

･･････････▶

････････････▶
･･････････▶

約　 分
約　 分
約　 分
約　 分
約　 分
約　 分

1　 1　 0　 0　 
1　 1　 0　 0　 
1　 1　 5　 5　 
3　 3　 5　 5　 
8　 8　 
40　 40　 

招待企業（団体）名

講演・セミナー・イベントのお申し込み（先着順）

（株）アールシステム
アソート（株）
（株）エヌ・エイチ・ケイ 日本ハウス神戸
協和樹脂工業（株）
（株）くろがね工作所
（株）工技研究所
（株）ザッピィ
佐用自動車（株）
（株）三朋フーズ
昭和化工（株）
新光検査（株）
新和印刷（株）
ゼロラボ（株）
第一電子（株）
（株）ダイセキ
（株）T＆Nホールディングス
トレーディア（株）
日本製麻（株）
ノバシステム（株）
（株）ビジネスガイド社
姫建機材（株）
兵庫明光販売（株）
マルカン酢（株）
（株）丸十
宮脇機械プラント（株）
（株）吉田組
（株）LEIS
NPO法人ウェルネス・ステーション事業機構

ひょうご環境ビジネス展
（株）アール・ビー・エヌ
アンビック（株）
（株）イボキン
（株）カネカ
近畿工業（株）
新日本製鐵（株） 広畑製鐵所
住友大阪セメント（株）
ダイネン（株）
西日本衛材（株）
浜田化学（株）
ハリマ産業エコテック（株）
尼崎市環境整備事業協同組合
エコフィード循環事業協同組合
（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2012

こうべしんきんビジネスメッセ2012

たんぎん産業メッセ2012



講演（無料） 要事前申込 併催セミナー兼イベント（無料） 要事前申込

出展者プレゼンテーション

日産リーフは、3.2 万台以上を販売し、市場から非常に高い評価をい
ただいています。従来の車にはない新しい価値を提供することが可能
な電気自動車により、ライフスタイルをどのように変えることが出来
るかを考えます。

1983 年 4 月日産自動車株式会社入社。1998 年 7 月環境・安全技術
部　主担。2005 年 7 月日産テクニカルセンター NA　技術企画ダイ
レクター。2007 年 4 月日産自動車株式会社　企画室　主管。2009 年
７月日産自動車株式会社　ゼロエミッション事業本部　ZEV 企画グ
ループ部長。現在に至る。

電気自動車で変わるライフスタイル
電気自動車による　全く新しい価値の提供
電気自動車で変わるライフスタイル
電気自動車による　全く新しい価値の提供

日時

講師
日産自動車株式会社 ゼロエミッション事業本部　
ZEV企画グループ　部長

基調
講演

６日 3A会議室場所

牧野 英治 氏

太陽電池・燃料電池・蓄電池の 3 電池を連動させ、快適に暮らしながら、
大幅な節電を可能にするスマートハウスと、これを軸に「安全・安心」「健
康・快適」「エネルギー」「見守り」など4つのキーワードで展開するスマー
トタウンについて紹介します。

1985 年、工学院大学建築学博士課程修了（工学博士）。同年、積水ハ
ウス入社。2006 年、温暖化防止研究所長就任。2011 年、環境推進部
長 兼 温暖化防止研究所長就任。2000 年、自邸で、環境・省エネルギー
住宅国土交通大臣賞受賞。工学院大学功労賞受賞。
専門は、快適でエネルギー消費の少ない住宅の研究・開発。

スマートハウス・スマートタウンのテクノロジー
「グリーンファースト」、
「グリーンファーストハイブリッド」の開発

スマートハウス・スマートタウンのテクノロジー
「グリーンファースト」、
「グリーンファーストハイブリッド」の開発

日時

講師
積水ハウス株式会社 執行役員
環境推進部長  兼  温暖化防止研究所長
一級建築士

基調
講演

特別
講演

基調
講演

６日 3A会議室場所

石田 建一 氏

東日本大震災以降壊滅的な被害を受けた被災地域の産業支援、ものづ
くり中小企業を中心に行ってきた産学官連携の応援活動を通し、これ
からの地域産業がどのようにパラダイムシフトして行くかについて展
望します。

1984 年、東北大学大学院工学研究科博士課程修了。山形大学工学部助
教授を経て、2001年より東北大学大学院工学研究科教授。米ぬかを原料
とする高機能・多機能炭素材料ＲＢセラミックスの研究により科学技術
政策担当大臣賞ほか受賞歴多数。2004 年、仙台市地域連携フェローに就
任。７年間で、地域の中小企業 170 社以上を支援し、産学連携によりこ
れまで製品化した開発品は 30 件に上る。モットーは「地域に根ざし、世
界を目指す研究」「夢の実現を目指した研究」
専門分野はトライボロジー（摩擦・摩耗・潤滑に関する総合科学技術分野）

東日本大震災被災地域のものづくり産業の復興を目指して
～短期間に多数の成功事例を生み出す新しい地域産学官連携
スタイル「仙台堀切川モデル」の概要～

東日本大震災被災地域のものづくり産業の復興を目指して
～短期間に多数の成功事例を生み出す新しい地域産学官連携
スタイル「仙台堀切川モデル」の概要～

日時

講師
東北大学大学院工学研究科
機械システムデザイン工学専攻　教授、工学博士

７日 3A会議室場所

堀切川 一男 氏

エネルギー問題の解決に向けて「スマート化」が注目されている。さら
に、「ネガワットアグリゲーション」と「太陽光発電の全量買取制度」
が今年度から新たに開始された。変革するエネルギー分野における最
新技術と事例について紹介します。

1990 年大阪大学大学院博士課程修了（工学博士）。同年NTT 入社。
光通信デバイスの研究開発、R&Dマネージメント、相互接続、新事
業開発業務に従事。現在、NTT ファシリティーズでスマートビジネ
スに関する事業開発を担当。

スマートを支える最新技術と事例紹介
～エネルギーの最適化と太陽光発電技術～
スマートを支える最新技術と事例紹介
～エネルギーの最適化と太陽光発電技術～

日時

講師
株式会社NTTファシリティーズ　事業開発部　
スマートビジネス部門　部門長

７日 3A会議室場所

横山 健児 氏

9/6（木）

9/6
（木）

9/7
（金）

9/6
（木）

9/7
（金）

9/7（金）

全体スケジュール

13:00～14:30（木） 14:45～16:15（木）

兵庫県COE採択研究プロジェクト認定式

成長産業の創出を図るため、萌芽的な研究調査や本格的な研究開発への移
行を支援する「兵庫県 COE プログラム推進事業」の認定式を行います。

日時 ６日 プレゼンテーションコーナーA場所

主 催

10:00～10:30（木）

ひょうご環境ビジネスセミナー

地域資源である再生可能エネルギーの有効活用・ビジネス戦略に焦点をあ
てて、その意義と課題を探ります。

日時 ６日 3B会議室場所

講 師 （株）環境文明研究所代表取締役所長／NPO法人環境文明21共同代表　加藤　三郎氏
 早稲田大学理工学術院　先進理工学部教授　松方　正彦氏

主 催 ひょうごエコタウン推進会議
共 催 （財）ひょうご環境創造協会

13:30～16:30（木）

フランス アヴェロン県セミナー

兵庫県とアヴェロン県（仏）友好交流記念～美しく雄大なアヴェロン県の魅力～
ライオルナイフやロックフォールチーズに代表されるア
ヴェロン県に受け継がれる長い伝統文化と多様な専門技
能、美しい大自然と世界遺産、永続的な開発などアヴェロ
ン県の魅力と特徴を紹介します。 

日時 ６日 3B会議室場所

主 催 兵庫ＥＵ協会

パネラー アヴェロン県県議会議長　ジャン・クロード　リュシュ氏
アヴェロン県県議会国際交流担当副議長　ピエール・マリ　ブランケ氏

主 催 兵庫県

10:30～11:30（木）

FOCUSスパコンセミナー

スパコン誕生から 30 年以上、計算機シミュレーションは製品開発に活用さ
れてきたが、改めて今「スパコンの産業利用」が謳われる理由を考察します。
FOCUS では商業専用スパコンを昨年度より稼働させ、安価で便利な仕組み
で運用し、56 課題で活用された。現状と新たな利用支援策を報告します。

日時 ７日 3B会議室場所

主 催 神戸 RT 研究会

主 催 （財）計算科学振興財団 共 催 関西広域連合

（金）

【医療機器をデザインする】　実践セミナー

昨年度、高評価であった「医療機器をデザインする」セミナーの第二弾。
今回は、実践的な内容です。デザイン思考をいかに医療機器の設計開発に活
用し、現場の医師からの視点活用、それらを支える仕組みについて、講演し
ます。また、神戸医療産業都市の取り組みの紹介とネットワーキングにより、
ビジネス機会の創出とさらなる成長を図ります。

日時 ７日 2A会議室場所

主 催 （公財）先端医療振興財団

13:00～17:00（金）

RT（ロボットテクノロジー）セミナー

細胞サイズのナノロボットが拓く未来医療
生きた細胞を個別に研究できる、世界最小の遠隔操作マイ
クロロボットを開発しました。このロボットの作製手法、
駆動制御、力検出のすべてでレーザを用います。また、バ
イオ化学 IC チップや再生医療用の新概念マイクロデバイス
の研究状況についても紹介します。

日時 ７日 3B会議室場所

講 師 東京大学　先端科学技術研究センター　教授　生田　幸士氏

講 師 （財）計算科学振興財団　チーフコーディネータ　福田　正大氏
（財）計算科学振興財団　共用専門員　西川　武志氏

14:00～15:30

10:30～12:00

（金）

スーパーコンピュータ施設見学

世界最高レベルのスーパーコンピュータ「京」（計算科学研究機構）、汎用性
の高い産業用「ＦＯＣＵＳスパコン」（計算科学振興財団）及び計算機シミュ
レーションの有効性を紹介する３次元可視化システム（神戸大学統合研究拠
点）の見学ツアーを開催し、スパコン活用への理解を深めます。

日時 ７日 神戸ポートアイランドスパコン地区場所

見 学 神戸ポートアイランドスパコン地区

（金）

第５回分野別技術発表会―低環境負荷社会を目指す大学発新技術―

ひょうご神戸産学学官アライアンス加盟校の研究者６名が、省エネルギー・
再生エネルギー利用技術から、耐候性改善技術、環境評価技術まで、低環
境負荷社会の実現に欠くことのできない最新技術を発表いたします。

日時 ７日 2A会議室場所

講 師

主 催
共 催

ひょうご神戸産学学官アライアンス

ひょうご産学官連携コーディネーター協議会、兵庫イノベーション集積協議会

10:15～12:25（金）

11:00～12:30（金） 13:30～15:00（金）

RT（ロボットテクノロジー）ツアー

NIRO ロボット研究所所長がロボットゾーンを案内します。
ロボット関連企業９社・団体の取り組みや展示ロボットを紹介します。

日時 ６日 場所

発 表 神戸 RT 研究会

13:30～14:30（木） 会場受付前

ーベスト展示賞ー
会期中、来場者アンケートにて優れた展示を行った出展者を選定し、
表彰を行います。

　　　　６日（木）12：30～17：00　　　　　　２号館２階 神戸取引商談会場　　　　６日（木）12：30～17：00　　　　　　２号館２階 神戸取引商談会場
　　　　兵庫県内中小企業者の下請取引の機会を拡大するため、県内外の発注企業　　　　兵庫県内中小企業者の下請取引の機会を拡大するため、県内外の発注企業
　　　　の協力を得て、商談会を開催します。　　　　の協力を得て、商談会を開催します。
　　　　発注側/約20社　受注側/約100社　　　　発注側/約20社　受注側/約100社
　　　　＊受注企業については原則、（公財）ひょうご産業活性化センター登録製造　　　　＊受注企業については原則、（公財）ひょうご産業活性化センター登録製造
　　　　企業　　　　企業者等を対象とします。
　　　　事前申込要 8/3（金）締切　＜登録申請書請求は下記まで＞　　　　事前申込要 8/3（金）締切　＜登録申請書請求は下記まで＞
　　　　　　　　（公財）ひょうご産業活性化センター  　        取引振興課  TEL：078-230-8328

神戸大学　鈴木 洋氏 / 兵庫県立大学　伊藤 和宏氏 / 神戸大学　段 智久氏 / 
神戸高専　吉本 隆光氏 / 兵庫県立大学　河南 治氏 / 関西学院大学　客野 尚志氏

完全予約制
13:30～15:30

神戸取引商談会 完全予約制
日　時 場　所
趣　旨

参加企業

主　催

スーパーコンピューターの産業利用 /
FOCUSスパコン活用のススメ

お問い合せ先

試乗会実施！！

※写真はイメージです。

特別企画「東北の復興の力に」
東日本大震災を乗り越え、関西圏でのビジネス交流を求めている東北地方
の企業の展示を行っています。
あわせて、東北の物産展も行うことで、東北地方の経済活性化を応援します。

会期中、電気自動車の試乗会を実施しており
ます。
展示会場周辺を、実際に運転して乗り心地を
体験していただけます。（当日受付）

今話題の電気自動車

プレゼンテーションコーナーA プレゼンテーションコーナーB
企業・団体名 講演テーマ 時間 企業・団体名 講演テーマ

兵庫県COE採択授与式（10:00～ 10:30） 11:00～11:20 国立大学法人鳥取大学 鳥取大学選りすぐり研究シーズの紹介

（株）ザッピィ LEDの正しい答え…何を選ぶかでここまで違う！ 11:25～11:45 兵庫県立大学高度産業科学技術協会 ＬＩＧＡプロセスのバイオチップ応用

（株）アイメック クラウド型デジタルサイネージサービス『デジサイン』
の活用事例 11:50～12:10 香港貿易発展局 香港・中国販路拡大について

（株）大阪ケイオス 自社の製品進化と、事業領域拡大を目指す企業連携につ
いて 12:15～12:35 フロンティア（株） ふとんリサイクル　ふとんは蘇る !!

三栄産業（株） 防犯鞄メーカーに出来るエコへの取り組みについて 13:05～13:25 CNLink Networks Japan（株） グローバル展開を支える「見える化」ツール Liveon

（独）工業所有権情報・研修館 海外進出時の「転ばぬ先の杖」～海外知的財産プロデュー
サー～ 13:30～13:50 阪神硝子工業（株） 大津波が来ても安心・安全な避難シェルターの提案

（株）エヌ・エイチ・ケイ 日本ハウス神戸 医療・介護事業社と共存し、安心な土地の有効活用のご
提案 13:55～14:15 髙丸工業（株） ロボット技術活用によるものづくり

コーナン電子（株） 小型・軽量・５台同時通話 / 小電力トランシーバー G
－ TALK 14:20～14:40 北芝電機（株） 高周波誘導炉－溶解作業の革新－

兵庫県鉄工建設業協同組合　青年部会 『鉄骨コツコツPR oject』　建築鉄“骨”の利点、工場
製作の“コツ”、現場施工の“コツ” 14:45～15:05 （株）日鐘 経費の削減と環境を意識した、新しいゴミ小型圧縮機プレ

モ

バイセン（株） 安全安心な生活をサポートするデータを収集・解析する
センサとは？ 15:10～15:30 （社）日本燐寸工業会 環境に優しいエコ商品、災害時緊急援助物資のマッチで社

会貢献

（株）桑本総合設計 暑さ寒さ・節電・省エネ・結露・高低温熱対策のご提案 15:35～15:55 関西メディア（株） あなたの“伝えたい”を“カタチ”に

（株）木幡計器製作所 工場内空圧システムの高精度流量計測による高効率化と
省エネ提案 16:00～16:20 キンボシ（株） 子供達の笑顔の為に環境に優しい芝刈機

プレゼンテーションコーナーA プレゼンテーションコーナーB
企業・団体名 講演テーマ 時間 企業・団体名 講演テーマ

京都環境ナノクラスター（（財）
京都高度技術研究所）

回転式チャンバー真空プラズマ装置 表裏一括表面処理
が可能！ 11:00～11:20 アークハリマ（株） 経済型二相系ステンレスによるコストダウン提案

枚岡合金工具（株） 文書管理システム『デジタルドルフィンズ』が実現する
経営革新 11:25～11:45 （株）トライス 営業効率でお悩みの方へ、タブレット端末に営業支援シス

テムを！

さかい環境チャレンジ企業 環境分野への参入事例～さかい環境チャレンジ認定企業～ 11:50～12:10 （株）ビルティ 建物の省エネ対策

神戸マッチ（株） 選べる省エネ、導入事例の紹介 13:05～13:25 木原木材店（北はりま小径木加工センター） 「間伐材製品」の利用啓発と「木材・森林CSR」の提案

（株）新井組 省エネ・水性ガラスコーティング「A_cut100」 13:30～13:50 小倉サンダイン（株） 快適、健康的、経済的なエコ住宅・エコリフォームの提案

（株）T&Nホールディングス 賃料を見直せば、経営が変わる！さぁ、経営コストリノ
ベーション 13:55～14:15 播州丹波照明事業協同組合 中小企業の創意工夫で　LEDを使用した明かりの地産地消

をめざす

川重車両協同組合 高品質・高技術の鉄道車両部品の製造技術 14:20～14:40 姫建機材（株） 新しいベトナム事業展開サポートの提案と事例紹介

アイケー電機（株） 既存の蛍光灯と簡単に交換ができる！高機能で安全・低
コストな LED蛍光灯 14:45～15:05 モノつくり事業協同組合  大阪支部 ものづくり製造現場改善への新たな取組み～請負化＆技能

実習生導入～

ベスト展示賞（16:00～ 16:30）

15:10～15:30 東杜シーテック（株） 3Dサーモフュージョンセンサの紹介

15:35～15:55 神戸工業試験場グループ 放電サンプリング装置による現地試料採取・摘出工事

16:00～16:20 神戸商工会議所 製造業を対象にしたビジネスマッチングサイトのご紹介

9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

9/6
（木）

プレゼンコーナーA 兵庫県
COE認定式 出展者プレゼンテーション

プレゼンコーナーB 出展者プレゼンテーション
2A会議室 神戸取引商談会
3A会議室 基調講演１ 基調講演２
3B会議室 フランス アヴェロン県セミナー ひょうご環境ビジネスセミナー

9/7
（金）

プレゼンコーナーA 出展者プレゼンテーション ベスト展示賞

プレゼンコーナーB 出展者プレゼンテーション
2A会議室 第５回分野別技術発表会 【医療機器をデザインする】実践セミナー
3A会議室 特別講演１ 基調講演３
3B会議室 FOCUSスパコンセミナー RTセミナー


