
画日本最大級の緩業総倉晨示会

舅鱚夕舅ンデ
鰺雉痰診セ20

|||‐ ||::|=|・ |

最先端テクノロジーを

要庫 ?蒔静か ら―■

世界に効曰1■■

2017年 9/7輛 ・ 8窯 1010o～17:00

神戸国際展示場経詔 ランド
国際フロンテイア産業メッセ2017実行委員会
兵庫県 神戸市 {公 財,新 産業創造研究機構 (公 財)ひようご科学技術協会 ネ申戸商工会議所 (公社 )兵 庫工業会
(公 財)ひようこ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
(公 ロオ,ひ ようこ環境創造協会 ひようこエコタウン推進会議
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全体スケジュール

2号館 2A会議室

2号館 3A会議室

2号館 3B会議室

1号館 2階特設会場

2号館プレゼンテーションコーナーA

2号館プレゼンテーションコーナーB

l号館 1階プレゼンテーションコーナーC

l号館2階プレゼンテーションコーナーD

2号館 2A会議室

2号館 2B会議室

2号用 3A会議至

2号館 3B会議室

1号館 2階特設会場

2号館プレゼンテーションコーナーA

2号館プレゼンテーションコーナーB

l号館 1階プレゼンテーションコーナーC

l号館2階プレゼンテーションコーナーD

ものづくりへのデザイン活用セミナー0

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

中小機構セミナー

ヘルスクアセミナー

基調講浸じ

ものづくりへのデザイン活用セミナー0

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

みなと元気メッセ学生向けセミナー

出展者プレゼンテーション

出展者プレゼンテーション

関西航空機産業プラットフォームセミナー

新聞の読み方講座
~基

調議潤し

「ゆるやか」座談会

基調講演0
ひようご環境ビジネスセミナー

ひょうご・神戸国際ビジネススクエア 海外展開支援セミナー

出展者プレゼンテーション

出展者プレゼンテーション

出展者プレゼンテーション

出展者プレゼンテーション
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環境への負荷を軽減し、環境保全に貢献する「環境ビジネス」の創出と発展を促すため、環境に配慮

した製品・サービスや新技術を紹介するとともに、それらの普及を図る人々が交流するための“場“

を提供します。

高い技術力を誇るものづくり企業や、新製品を擁する企業、独自のサービスを提供する企業など

過去最高の51社が出展。学生のための当メッセ出展企業紹介セミナーも併催します。みなと元気

メッセにぜひこ来場ください。

はi言癸gittΨ毬∫屹霧輔 轟言::桑酪炒
独自の技術力を有し、特徴あるサービスの提供を行つておられる企業 10社が出展します。

是非、この機会をビジネスチャンス拡大の場としてお役立て下さい。こ来場を心よりお待ち申し上げ

ております。

につしん輝きメッセのエリアでは、地域で輝く個性あふれる中小企業21社が出展しています。出展企業

とのこ商談をこ希望の方は、直接ブースを訪れていただくか、エリア周辺にいる「青いノヽッピ」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こ参加ください。

主催 :(公財)ひょうこ環境創造協会

ひょうこエコタウン推進会議

主催 :(株 )みなと銀行

主催 :ネ申戸信用金庫

主催 :(株 )但馬銀行

主催 :日新信用金庫
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SE(株 ) ヴイストン(14)

近畿精工 (株 )

桑野造船 (株 )

・糀屋吉右衛門

・紺藤織物 (株 )

三友エレクトリック(株 )

シガ電子 (株 )

(株 )ス タジオ ケイ

(株)ス ナッツフーズ
。
(株)セ ルミック

(株 )大翔

(株 )団 喜

・(株 )壷 八

トランスプート(株 )

・(株 )日本ジー アイ テイー

(株 )野村隆哉研究所

ハイキス(株 )

原馬化成 (株 )

(株)ファイア`一

フロンティアシステム(株 )

平成工業 (株 )

(有 )マ ルセ

(株 )ROSe∪ nけe`e

兵庫県中小企業団体中央会

・アオショー(株 )

(株 )青 山産業研究所

伊福精密 (株 )

(株 )上 野商店

大西精版印刷 (株 )

(株 )岡 田シエル製作所

小田鉄工 (株 )

(株 )甲 斐製作所

(有 )倉本測量

(株 )甲 南堂印刷

(株 )コ タニ住研

・三和鋼業 (株 )

(株 )シ カタ

(株 )精 和工業所

大和軽合金 (株 )

大和美術印刷 (株 )

高丸工業 (株 )

タキエンジエアリング(株 )

丹波立杭陶磁器(協 )

阪神機器(株 )
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(株 )六 下技‐l

(怯 イ1戸工業:i験場

エステック(株 ) ケベック州政府在日事務所

エスプランニング(株 )
サーボロボ ジャパ〕

OSヨ 株 神戸市立工業高等専門学校

川崎重工業 (株 )
(l■ )

木原木材店 ‖じよりま小径木加エセンター

(有 )共 栄コントロールス

(株 )桑 本総合設計

KOBELCO
株)コ ンヒラ

(1未 )ザイマックス

佐藤精機 (II)

(株 )アイ シー エス 気機械 (17)

(株 )シ ールズ

“
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(株 1城 L
第一電子(株 ,

大王電機 (株 |

大和リース(株 )

高木 (l‐ }

(・I)多
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ク王革 (株 )

株 ) アイクラフト(株 )

高石工業 (株 ) アイティオール(株 )

(株 )た けでん (株)イノベーション アイ

(株 )千 NTTタ ウンページ(株 )関西営業本部

(株 )坪 田漬J器 (株 )エ ムス・テック

(株 )ニ プロン

(有 ソ イヾオフ■―チヤー

(株 )フォーハーフ

(株 )リ サイクル

安達新産業 (株 )

く―るすまいる

(株 )ケ ンソーヘルス北営業所

(― 社ソ申戸市機械金属工業会

医療用機器開発研究会

(株 )龍野土木

・ものっ
一

・三芝ィ
一

くり補助金採択企業紹介

―シエ業 (株 )
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ツ(株 )

(株 )テ クノシンセイ(株 )テ クノア

(II'電F西 日本

東京大学生産技術研究所

革新的シミュレーション研究センター

規ヽ模企業販路開拓支援事業 神奈川

(株 )片 桐エンジエアリング

(株 )コ ーケン

(株)JKB
(株 )ナ ガオシステム

(株)ナノ

ニイガタ(株 )

(有 )日 興研磨工業所

・(株 )プ νレツ

(株 )マ クリレウ
‐(株 )ユ ニバーサブレ リツーセス

(有)ア ント

(株 ),C
・(株 )GMJ

(株 )芝 本商店

・(株 )匠工芸

(株 )ナ チハマ

(株 )ピーシーデザイン設計事務所

(株)フ ァインシステム

ロズ(株 )

(公 財)ひようこ科学技術協会

明石工業高等専門学校
。
(株 )丼 上鉄工所

・ガウス(株 )

・関西学院大学

岸本工業 (株 )

(株 )ク マガワ

ケニックス(株 )

甲南大学

神戸学院大学

・神戸芸術工科大学

・神戸市立工業高等専門学校

神戸大学

(株 )三 光システム

・三相電機 (株 )

(株 )セ シルリサーチ

(株)タクミナ

龍野コルクエ業(株 )

ひょうこ

“

申戸ビジネスアライアンス

門倉貿易 (株 )

(株 )シ ンクチューブ

(株 )スターマムブリッジ

(株 )セ ラビット

pOmoch(ぽ もち)

(公 財)ひ ようこ産業活性化センター

(公財)神 戸市産業振興財団

(l■ )トータルブレインケア
トキトレーT ンク(ll)

「
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神戸市経済観光 (株 )TOKAコミュケーションス
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中央電子 (株 )

Ξ=ラ ミー|■ )

(有 )トータル アシスタンス サービス ■   〒 ,

:::|ヅ
アメリカ州政府協会

(株 )日興電機製作所 (株 )池田泉州銀行

(株 )井 上鉄工所 日本グリ=ンフ`ックス(株 ) 伊藤忠商事 (株 )

(―財)海外産業人材育成協会(株 )エ
ニジェンシーアシスト

オークラエ業(株 )

大阪冶金興業 (株 )

オクノグローバルテック(株 )

(株 )兼松KGK

(協 )関 西技術協カセンター

1林 )丸■

(株 )三 木組

(株 )フジ データ システム (公財)神 戸市産業振興財国 みなと観デ
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(株 )BELLSOFT 1株r在 事ホールテ イ ク ス

キャムクラフト(株 )

(有 )グ リーンスペース造園

ケイ エイチエ業 (株 )

(株 )コ ーヨーサンコ

国際振音計装 (株 )

(株 )サ ーテツク永田

三栄産商 (株 )

(株 )メ ムス コア

(株 )ユ ニオンシンタ

(株 )ラクス

(国 研)理 化学研究所 計算科学研究機構

(株 )レ ッズクラフト
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(l~)三和製作所
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シライ需子工業 1株 |

(l・ )ニルブレイレ

(有 )ジ ーテイオー (合 )ジ ャノiン ビジネスサービス ,Jヽ倉サンタイレ|',

(株 )水 登社 タイ投資委員会 (B00大阪事務所 l-itrL,4->-)-7.):,.t
大丘「慶北経済自由区域庁 (林 ,神 戸設計ルーム

(l■ )セ イロジヤ′ヽン (― 計)電 気安全環境研究所

ノリタケ伊勢電子 (株 ) (独 )中 小企業基盤整備機構 近畿本部    (株 )サ イ電子

株 ) 兵庫エレクトロニクス研究 特許庁 近畿経済産業局 (珠 |サ ンテ,ケ

(一社 )中 小企業新生技術協会

(株 ニメ|ァ十レス ,一 tlス

(国 大)鳥 取大学 (林 )ジ ■ム デ イ ン

(株 )ティ ‐ シー

デザインのチカラ展2017

登米市

奈良工業高等専門学校

西日本イスラエル貿易事務所

日本政策金融公庫

バイエルン州駐日代表部

NPO法人 兵庫県技術士会

1有 )T・ RC総 合サービス/(有 )タ コスハート
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(株)豊里金属工業 (株 )サ ンテレビジョ

兵庫県企業庁

業誘

|',喜 主ススキ

1有 |`● イ:― ト

兵庫県行政書士会 手
=・

Ξ'■ 'F

福崎町観光協会 公計)兵 庫県勤労福祉協会 ・T二
「

二::二 ‐
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神戸信

神戸信金 携
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ニッパ(株 )

日本精線 (株 )

播磨圏域連携中枢都市圏 (株 )アイトロニクス             姫路大学                兵庫県立工業技術センター

〈協)尼 崎工業会             姫̈路獨協大学     ――      兵庫県立福祉のまちづくり研究所―

(株 )安 藤製作所             (公 大)兵 庫県立大学          ひようこ 神戸国際ビジネススクエア

(株 )柏木工業所              `す |ユ メ●クス             ^→ き言賣電子→
=≡

彙妥異三菱全

(株)盾壺工事 1屋号
「

ぬくもりすニン声邑   兵
=具

≡二会連合全 _______― ―― 厖

=ヨ
ロヨ塞ヨ三菱藍ヨ|||||||||
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(―財)近畿高エネルギー加工技術研究所   ・(株 )伊藤拡播社              ・イジゲン(株 )

(株)計装サービス             ・(有 )エ ムアンドワイオートジヤバン     ・(有 )ビ ユーテイフリレライフ

神戸電気工業 (株)            ・(株 )エ ルエルシーコンピユーター      ・プライダル耳つぼジニエリーC`会 ((メリLCH)

・(株 )翔 陽                ・上郡町商工会              ・ぶんご食品(株 )
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オーケーディー {l■ 1            伏見141)               (株 )アール・ビー エヌ

ケツワエ業1榛 ,             ■巨県信濯俣証協会           尼崎環境薬備事業 協)

肩栄
=品

(l‐ 1              足上十よ鞠 (株)             エコフイー ド福環事業 (博 |

■l~1戸 田精機               1珠 )奥 谷金網製作 F‐           エヌシーアイ販売1珠 )

lTI)森田スプリンタ製■頭______-  11● 111● 小+             近畿工業 (tl)

神戸高t,の づくり工場(ネ中戸雷J(l‐ ,     (株 )惣 津クラフト            住友大阪セメント(株 )

J憂 信技術工業1‐l)       _  11本 1本 ■               ■ 2三二iエコアツク(株)_______
注声県中.Jヽ企業団体EF●■会         '有 1大 島               (公 ロオ)ひようこ環境創造協会 /

1■i撃墓IIIIII■ 1雇輩ヽ||||■||
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一 三ス

(株 )′ ンヽシン

パンチエ業 (株 )
Fて レ́ 11サ )

PCL(株 )

H LLTOP(株 )

(国 研)物 質 材料研究機構

二
=―

ナ1林 |

1■ |ニ ム ティー ネット

=屋
1か み や :

)ベ スト |サ )ク レストホーム

|〒戸ホクモータース
シースンライフ(株 )

シンエスタ(ll)

F朱●ⅡI臣システム

(株 )ソーエイ

1株 )=代鉄工所

(株 )水 田製作所 CAKttA(ll,

(ll,水野製作所 日葉造機 I・ (株 )

明興産業 (株 )
(l― )ナデックス

明昌機工 (株 )

(株 )山 田製作所

(株日 ―リンテツク

{株 )ネ ットワィ

阪九 i■ 械スクサス(株 |

(公 財 )り そな中小企業振興財団

ワールドセーフディー

'テ
F'F

日新信用金庫

東北大学 流体科学研究所

のづくり企業

明石プラスチックエ業(株 )兵庫ニユーメディア推進協言

枚岡合金工具(株)/(株 )ネクストサイエンス

フジキンソフト(株 )

KDDまとめてオフィス関西(

1ヒ斗l■ 械(株 )

(株 )マ ッキンエナジージャ′iン

東京アセンプリングシステム(株 )

(ll)|リ ッ`ツ



9/7 uu
13:00へ 1́4:10

スマートコミュニティと水素社会は、どのような意味を持つているか。それらを

実現するうえでの課題は何か。両者は、いかなる関係にあるのか。これらの論点

を掘り下げていただきます。

国

甲 ]22辟 翻
)棚

‖武自「 氏

9/8 rnr
① 21:◎◎・・―E宏 :O③

水素社会の実現に向けて、定置用l■料電池、FCVの 普及拡大をはじめ、大

規模な水素供給システム、更にはトータルでのC02フ リー水素供給システ

ムの確立を目指し「水素・燃料電池戦略□―ドマップ」で定めた各フェーズ

における取組状況及び課題、並びに今後の展望に
ついて、行政という立場からご紹介いただきます。

□蔓コ響霊蜃秀纂ξ塀王彙|し革二事
新エネルギーシステム課 課長

―――
酬議

―
雅良 F―一―

14:30～ 15:40

匿垂団季扇疹ヌ」E12「潅鼻裡罫
Tメディアラボラトリー

須磨学園学園長、元マイクロソフト米国本社副社長

西 和彦 氏

将来の低炭素・脱炭素を目指した水素社会の実現に向けて、川崎

重工で推進している大量の水素を安定的に海外から供給する水

素サプライチェーンの構築に向けた各種技術開発等の取り組み

状況をご紹介いただきます。

)15:○◎-16:0◇

燃料電池車「M RA」 が発売され、地球温暖化の切り札として水素イン

フラ構築に向けた取り組みが進められてしヽるが、技術面・コスト面・制度

面など未だ多くの課題が存在しています。設備・機器メーカーの視点

匠国製牌膏尭乗算誓課陵
水素チェーン開発センター長

原日 英一 氏

9/8 rnr

平成29年度「兵庫県最先端技術研究事業 (COEプログラム)」 と

して認定された研究プロジエクトチームヘの認定式、及び研究内容

の発表を行います。

[主催:兵庫県]

國 2号館
プレゼン

コーナーB

2号館
3B会議室

ず爾弾翼髪炒巫翼   ″の取組み・ :凩室
神戸医療案業都市が取り組んでいるヘルスケア分野の製品やサービスの研究

開発にスポットを当て、企業やアカデミアの最新の取組みをご紹介しヽたします。

画∃:M4墨 こま聾婁1爬舅1ゴξ譲見ず話彊遭与ログラム
リサーチコンプレックス戦略室副室長 竹谷 誠 氏

0い財)先端医療振興財団クラスター推進センター専門役 山中 裕 氏

[主 催 (公 財)先端医療振興財団]

広がるデザインの可能性

商品デザイン及び販売、企業や自治体のブランディング等幅広い仕事

を手がけるgrafを 率いる講師が、デザインの大切さをわかりやすくお

伝えします。

□蔓ロ クリエイティブディレクター/graf代表 月日書口翻眩樹 氏

ナビゲーター ヶプラデザインスタジオ代表 大倉 清教 氏

[主催 :神 戸市経済観光局経済部工業課 ]

囲

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つて

も、大きな経営課題となつています。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つています。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

セ三十一を行います:ぜひお立ち寄りくださしヽ ,

匿蔓□i4菖]ι笙摯 F在
日事務所 ]組古釘黒古ζ州雷層

代表部

ものづくりにかかるデザイン戦略と知的財産
ものづくり中小企業が製品開発を行う上で大切になつてくる矢□財戦略

リスク軽減策等を特許庁の支援策を交えながらお話しします。

国 特許庁総務部普及支援課 産業財産権専門官 高田 龍弥 氏

ナビゲーター ケプラデザインスタジオ代表 大倉 清教 氏

[主 催 :神 戸市経済観光局経済部工業課 ]

獲獲轟2号館
3B会議室

薔, 2号館
2A会議室

2号館
2A会議室

2号館
3B会議室

1号館2階

特設会場

鱚 品 :薇
会場

今:彎魁 [蹴麒鐵戴生
=掘

囃歌
ス獲瓢画塾

lttil錯罫
匿≡□

:|よ ::=]忌急l≦

「

I囃諾:L嘉獣瀾1轟]劉P(三』剛 会
015:00～ (株)フォーバル  ●15:30～ ABC(株 )

[主催 :ひ ようご・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)]

日本の工芸を元気 にする 中川政七商店 301年目のりL戦

創業301年目を迎えた中川政七商店のこれまでの歩みと、次の100年 に

向けた新たな取り組みについてお話します。

睡 亜 ](株 )中り1政七商店 経営企画室 原 岡 知 宏 氏

[主 催 :(独 )中小企業基盤整備機構 近畿本部]

II理ち雪L型譴抒冒『憲署巫 循環社会形成と調ヒ対策を|

図る地域 密着型事 業 が求 め られて いる。実践 事例 を紹 介 し、そ の課題 と

方 向性 を探 ります。

匿藝コ NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク 副理事長 竹 林 征 雄 氏 他

[主 催 :(公財)ひ ようご環境創造協会、ひょうごエコタウン推進会議]

関西航空機産業プラットフォームセミナー

昨今、航空機産業においても技術力に加え経営や生産管理能力の強化が求めら

れています。外部人材活用等により経営力強化に取り組む事例を紹介します。

匿藝団 航空機産業関連企業ほか (未定 )

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

・ スイス外国投資誘致局        ・ アメリカ総領事館 ほか

[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)]

事前申込メ切 8月 3日 (木 )

対象 :原則、兵庫県下中小製造企業者

[主催 :(公財)ひょうご産業活性化センター]

お問合先 :取引振興課 TEL1078-977-90フ4

スーパーコンピュータ「京」(理化学研究所 計算科学研究機構)、 分散コンピユータ博物館 (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。

該議躍 ポートアイランドスパコン地区 (スパコン「京J・分散コンピユータ博物館・3次元可視化システム)

9/8F劇

神戸医療産業都市の施設をご案内します。

●ライフサイエンス技術基盤研究センター(CLST)●神戸医療機器開発センター(MEDDEC)

颯

=挙

神戸医療産業都市

参加無料・事前申込優先 来申込は由ゆ引!

■|||:



2号館では、環境。エネルギーに特化した特別展示コーナーを

設置しております。

17171鍮
.ド攣脅響響警幣

コーヒーコーナー
(無料)

抽選コーナー VR体験コーナー

隕 嗽 緩 慾 属炒 金難 介セミ珂

疇議≫ごヒデヒ吾
―シヨン

[主催 :(株)みなと銀行 ]

Mi孟弥兌愕顆鸞し訂。鶉;影室
14:30-16:00 11[|1111::■ | ■■ ■||||:
就活が始まる前に聞いておきたい小さな疑間を若手社員から
座談会形式で聞くことができます。

―
…

出関 靡 燕

…

障・・H

2号館
2B会議室

出展者プレゼンテーション

国際フロンティア産業メッセ2017で は就職活動や企業研究に意欲ある

学生をサポートする多彩なプログラムをご用意しています。

12145～ 13:05

13:10～ 13:30

出展名/プレゼンタイトル

(株 )た けでん

ランニングコストせ□の遅熱商材で熱中症対策と省エネ対策の一挙両得

13:35～ 13:55

14:00～ 14:20

14:25～ 14:45

14:50～ 15:10

15:15～ 15:35

15:40～ 16,00

猟

10:00～ 12:00

兵庫県最先i譜技術研究事業(COEブ ログラム)認定式
(株 )アグロワークス

商品コンセフト(ワークウェア)及び販売スタイルについて

(株 )鳥谷溶接研究所
肉盛溶接による省資源、高性能化

(株 )CIAOLA
建築基準法に準拠した建築用コンテナ¬NSTACUB匡・

のこ紹介

(国研)物質・材料研究機構
最先端の装置技術で研究開発をサポートします

(株 )ト ータルフレインケア
「脳活バランサーC oudJ認 知機能の見える化を実現

(株 )桑本総合設計
熱反射■法で既設建物の暑さ省エネ改修高温‐lの 暑さ省エネ対策

(株 )立成化学工業所

ウレタン0ひろしとウレ子が立成化学の工場見学を致します

1300～ 1"5     -
みなと元気メッセ2017
「学生のためのものづくり企業紹介セミナー」

E¬:F― ものづくり企業の魅力について
リンカーズ(ll)コ ーディネーターネットワーク推進部

部長 長友 理恵 氏

(鰈敵 0佐藤精機(株 )

代表取締役社長 佐藤 慎介 氏

(鰈 齢 0龍 野 コルクエ業 (株 )

代表取締役社長 片岡 孝次 氏

[主催 (株 )みなと銀行]

エステック(株 )

「癒し」の自然光採光装置

エボリューションウォーター(株 )((株 )ウェイズグループ)

空気から安心、安全な飲料水を作る装置の実演 販売

NTTタウンページ(株 )関西営業本部
新規開拓販路拡大Jタ ウンページデータベースの戦略的活用術

大正電機 (株 )

計測器校正のスタイルを考える|「設備まること現場校正Jの提案

(―財)電気安全環境研究所

電気製品等に関する認証マークのこ紹介(クイズ等)

(株 )アイナス

オリジナル酒自販機

(有 )グリーンスペース造園

水に浮かせて野菜を育てる新しい水III栽 培システムで大量収穫

(株 )マッキンエナジージャバン

農家に降る夢 お米と電気の二毛作

(協 )関西技術協カセンター

ものづくりの現場での外国人技能実習制度の活用について

(株 )ニプロン

瞬停停電対策ができる産業用医療用スイッチング電源のこ紹介

高丸工業 (株 )

ロボット利活用社会に向かって システムインテグレータの役害」

認定 NPO法人 産業人OBネット

認定NPO法人産業人OBネットの活動のこ紹介企ヽ業支援の仕組みなど

NPO国際情報科学協会

無線電力伝送とそのビジネス展開の可能性

NPO法人 兵庫県技術士会

技llI経営支援をワンストップで実施,「 QC検定」受験セミナー

兵庫県行政書士会

行政書士による知つておきたい中小企業のための著作権

コーベビオケミア (株 )′ (株 )い でた

超音波式USBボ トル加湿器による多彩な市場融合機能

く―るすまいる
熱中症対策人間エアコン

東北大学 流体科学研究所

模型支持の影響を受けない風洞試験を可:い こする苗力支持天lT装 置の紹介

ウイストン(株 )

ロボットが行う効果的なプレゼンテーションの実行

フライグル耳つぼジュエリーR協会 ((株 )」 lLCH)
プライタルシーンにおけるプライダル耳つはジュエリーの発展性

ンタイ ンタイトリレ プレゼンタイトル 出展名/プレゼンタイトル

11:30～ 11:50
.● Aな と観光バス (株 )

技術革新によって公共交通を変える、革新的な運行管理システム

11:55～ 12:15 国際振音計装 (株 )

振動てお悩みてしたら原因調査分析から対応までお手伝いします
(株 )′ 一ヽテック

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

(―社浜 庫県中小企業診断士協会

若手経営者との交流を目的とした青年部合同フェスタの告知

12:20～ 12:40
ISE(株 )

汚れた食用泊の廃油をゼロにしてコスト削減するシステム
(株 )テ クノツリー

oT活用による「現場力J向上支援ソリューションのこ紹介|

シン■スタ (株 )

L匡 D以外の照明をこ存知ですか?高 品質の照明を提案致します
(株 ,シ ンクチュープ

All●像解析技術を用いた非接触型乳児見守リシステム

12:45～ 13:05 ●朱)フ ォーブヽ一フ
千≧富農発電ツーラープランティンクの実証(llEE10共 同研究 )

フコンティア (株 )

民ll企業と福祉事業所との水平連携によるものづくりへの取組み

ワールドセーフティーグラス(株 )

看板設置、カーラッピングの紹介

兵庫県立福祉のまちづくり研究所

多職種l・携による研究開発プラットフォームがもたらした成果

13:10～ 13:30 本原木材店 (北 はりま増1径木力RIセ ンター )

百ケ′月t径木の有効活用、森林のリクリエーション活用

日本クーラー (株 )

「軽量高強言高効率を実現する寸■精度に自
=の

あるアルミニウム管

神戸ホクモータース

猫の運動不足解消に爪もとげる回し車

(株 )森田泰商店

規格外、未利用晨林水産物の利用による農家応援プロジエクト

13:35～ 13:55 枚岡含金工具 (株 )′
/(株

)ネクストサイエンス

場所の3S(整理整頓 清掃)、 物の3S、 そして情報の3Sヘ
(有 )浪越エレクトロニクス

世界初の新型エンジンが完成1低振動、低燃費 高出力

シーズンライフ (株 )

お客様の大切な財産を守り、快適な住環境を提供します

(株 )野元メンテナンスサービス

あなたの「すうと」にノモトメンテの八ウスエアコンクリーニング

14:00‐・14:20 (株 )メ ムス・コア

メムス コアが推進するMttMSセ ンサーの開発受話

カグラベーバーテック (株 )

ヒPガス自動車導入による経費肖J減事例紹介

(株 )ソ ーエイ

責社(貴店)の 販売促進のこ提案

ナカヤマ精密 (株 )

焼結ダイヤモンド(PCDソ (―ツ製作による部品薔摩耗性の向上

14:25～ 14:45 (合 )ジ ヤバンビジネスサービス

LED照明の新潮流

i申 戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学部

口腔崩壊を考える一学校歯科検診追跡調査から一

アオショー (株 )

レアメタル貴金属の国内再生 広げようリサイクルインジャバン
(有 |ヒ ユーティフルライフ

医療介護 在宅療養の質の向上と負担軽減を図る製品のこ紹介

14:50～ 15:10 (株 )豊里金属工業

試作板金におけるオリジナル筒易金型による絞り加工とその応用

アイティオール (株 )

クラウドPBXを活用して変わる働き方
(有 )T・ R・ C総合サービス/(有 )ク ロスハー l

情報のパリアフリーを目指してシレルのこ提案

15:15～ 15:35 (株 )ナンゴー

金属カロエソリューションサイト「中途半端ネッ日について
大和軽含金 (株 )

簡単にできる電気 ガス重油使用量の肖」減

(株)ファインシステム

自社のサイトは大丈夫?お客様と自社を守るセキュリティ対策|

15:40～ 16:00 大西精版 E口 刷 (株 )

凧作りを通して家族のコミュニケーションを図る
(株)匠工芸
ものづくりとは口おントではなく、人がつくつていること

「国際フロンティア産業メッセ2017」 事務局
日刊工業新聞社 大阪支社 イベントグループ
〒5400031大阪市中央区北浜東216
TEL.06‐ 6946‐3384 FAX 06‐ 6946‐3389
E―mail:info@kobemesse com

(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61
丁EL 078‐ 306‐ 6806 FAX 078‐ 306‐ 6811

神戸国際展示場
(神戸市中央区港島中町6… 11-1)

ポート
ライナーで
約10分

関西国際空港

会場へのアクセス 展示会についての
お問い含せ

事業内容についての

お問い含せ


