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国際フロンティア産業メッセ2022出展者・講演者一覧

号館 小間№ 出展名
ア

出展分野

N-09 アイエスシステム（株）

にっしん輝きメッセ2022

A-43 NTTコミュニケーションズ（株）

特別展示

D-33 相生商工会議所

ものづくり

J-03 エヌシーアイ販売（株）

ひょうご環境ビジネス展

D-48 （株）アイオー精密

ものづくり

E-10 エムーゲ・フランケン（株）

神戸市・ドイツパビリオン

H-08 iCOM技研（株）

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

O-02 （株）アイティーティー

ロボット・AI・IoT

M-33 （株）アイナス

みなと元気メッセ2022

D-33 (有)阿賀

（株）エルエルシーコンピューター

兵庫県商工会連合会

ライフスタイル
ものづくり

ものづくり

G-04 オーケーディー（株）

生駒商工会議所

C-17 明石工業高等専門学校

ひょうご科学技術協会

L-13 大阪中小企業投資育成（株）

産学連携・支援機関

D-21 明石プラスチック工業（株）

ものづくり

Q-03 大阪電機工業（株）

電気・電子

K-09 （株）アグロワークス

ものづくり

T-04 （株）オーシスマップ

たんぎん産業メッセ2022

M-12 （株）アコオ機工

みなと元気メッセ2022

D-33 (有)オービット

ものづくり

M-13 （株）アコオ機工

みなと元気メッセ2022

S-06 （株）岡本

環境・エネルギー

C-09 浅田化学工業（株）

ひょうご科学技術協会

U-07 岡山県大阪事務所

地域振興・地場産業

A-33 （株）旭テクノロジー

特別展示

D-29 (公財)岡山県産業振興財団

ものづくり

U-05 （株）旭パック

地域振興・地場産業

S-09 奥井電機(株)

環境・エネルギー

R-05 （株）アダチ

健康・医療/ライフスタイル

K-02 小倉サンダイン（株）

健康・医療/ライフスタイル

H-03 ORITO+

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

A-62 (同)アドエア

特別展示

N-02 （株）アトラステクノサービス

にっしん輝きメッセ2022

C-01 （有）アトリエケー

オ

M-09 ガウス（株）

みなと元気メッセ2022

ひょうご科学技術協会

T-08 カサイコンクリート（株）

たんぎん産業メッセ2022
兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

カ

環境・エネルギー

H-12 （株）加西産業

阪神南ものづくりイノベーショングループ

A-50 （株）KADO

特別展示

ものづくり

J-01 （株）カネカ

ひょうご環境ビジネス展

L-23 アメリカ州政府協会

産学連携・支援機関

D-10 （株）兼松KGK

ものづくり

M-25 （株）新井組

みなと元気メッセ2022

D-31 （株）カノウプレシジョン

ものづくり

協同組合

尼崎工業会

I-03

アリエスパートナー（株）

兵庫県商工会連合会

A-15 （株）IHI

特別展示

V-6

淡路瓦工業組合

ひょうごじばさんフェア2022

F-02 （株）双英理研

阪神南ものづくりイノベーショングループ

F-05 （株）安藤製作所

阪神南ものづくりイノベーショングループ

H-13 （株）藤原

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

E-05 （株）イーティーエィコンポーネンツ

神戸市・ドイツパビリオン

A-02 川崎重工業（株）

特別展示

A-44 イームズロボティクス（株）

特別展示

B-02 関西航空機産業プラットフォームNEXT

航空・宇宙

G-01 生駒市役所

生駒商工会議所

R-03 （株）関西工事

健康・医療/ライフスタイル

G-01 生駒商工会議所

生駒商工会議所

C-27 関西学院大学

ひょうご科学技術協会

P-06 （株）イザン

ICT・クラウド

D-19 弁理士法人いしい特許事務所

ものづくり

N-11 （株）イシイフィールドサービス

にっしん輝きメッセ2022

K-08 （株）いづよね

M-35
キ

健康・医療/ライフスタイル

感動会社楽通（株）

D-04 （株）ギアリアル

みなと元気メッセ2022

ものづくり

D-18 （株）木村鋳造所

ものづくり

C-22 岸本工業（株）

ひょうご科学技術協会

N-14 （株）イデア

にっしん輝きメッセ2022

A-35 伊藤忠商事（株）

特別展示

S-08 （株）北村工務店

B-04 （株）井上鉄工所

航空・宇宙

I-05

F-11 井上ヒーター（株）

阪神南ものづくりイノベーショングループ

D-19 （有）木下商会

A-05 岩本石油（株）／（株）ＡＣＳＬ

特別展示

D-01 木下製罐（株）

ものづくり

D-59 （株）インキュベーション・アライアンス

ものづくり

C-25 吉備国際大学 農学部

ひょうご科学技術協会

V-8

(公財)北播磨地場産業開発機構

（株）キタモトテック

ひょうごじばさんフェア2022

環境・エネルギー
兵庫県商工会連合会
弁理士法人いしい特許事務所

L-03 INPIT兵庫県知財総合支援窓口

産学連携・支援機関

A-66 九州電力（株）

特別展示

M-23 ヴィガラクス（株）

みなと元気メッセ2022

D-35 共栄ダイカスト（株）

ものづくり

Q-01 （株）Wave Technology

電気・電子

D-51 共栄テクノス（株）

ものづくり

A-46 （株）ウェザーニューズ

特別展示

A-55 国立大学法人京都工芸繊維大学

特別展示

西播磨地区商工会振興協議会

O-04 旭光電機（株）

ロボット・AI・IoT

R-02 UmiLab（株）

健康・医療/ライフスタイル

S-07 近畿経済産業局

環境・エネルギー

A-12 エア・ウォーター（株）

特別展示

F-08 （一財）近畿高エネルギー加工技術研究所

阪神南ものづくりイノベーショングループ

D-19 近畿産業（株）

弁理士法人いしい特許事務所

Ｕ－08 上林建設(株)

A-48 Air Park&（株）勝好商事

特別展示

H-04 （株）エアグラウンド

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

A-25 （株）エアロジーラボ

特別展示

K-06 グッドフェローズ（株）

健康・医療/ライフスタイル

A-34 エアロセンス（株）

特別展示

D-55 久保孝ペイント（株）

ものづくり

H-09 （株）エイ・ブイ・エイ

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

D-56 クラスタ―テクノロジー(株)

ものづくり

O-05 （株）エイサムテクノロジー

ロボット・AI・IoT

D-05 GRAFF TESTERS DESIGN（株）

ものづくり

M-36 ＨＫテクノロジー（株）

みなと元気メッセ2022

T-07 （有）クラフト

たんぎん産業メッセ2022

A-14 （株）エイテック

特別展示

K-11 （有）グリーンスペース造園

ものづくり

A-01 （株）エクセディ

特別展示

M-19 （有）クリエイト.ディ（株式会社大門）

みなと元気メッセ2022

P-12 (公財)計算科学振興財団（FOCUS）

ICT・クラウド

ク

I-02

（株）クールコパン

兵庫県商工会連合会

N-13 エクセレント（株）

にっしん輝きメッセ2022

M-29 （株）ＳＩＣ（（株）ＨＥＲ）

みなと元気メッセ2022

A-06 KDDIスマートドローン（株）

特別展示

M-28 （株）ＳＩＣ（（株）芝本商店）

みなと元気メッセ2022

C-04 ケィ・マック（株）

ひょうご科学技術協会

G-05 （株）エスケイケイ

生駒商工会議所

N-18 （株）KD企画

にっしん輝きメッセ2022

号館 小間№ 出展名
ケ

I-01

ものづくり

D-14 オークラ工業（株）

D-20 尼崎商工会議所

エ

D-40 Anythig abou towa

K-12 （株）エルブレイン

S-02 アビオスエンジニアリング（株）

ウ

エ

出展分野

ひょうご環境ビジネス展

F-07

イ

号館 小間№ 出展名

J-06 アースリサイクル（株）

ケ

出展分野

D-54 （株）ゲートジャパン

ものづくり

C-21 （株）ケープラン
C-19 ケニックス（株）

号館 小間№ 出展名
シ

出展分野

F-06 （株）翔陽

阪神南ものづくりイノベーショングループ

ひょうご科学技術協会

M-03 シリ丹バレー推進協議会

みなと元気メッセ2022

ひょうご科学技術協会

G-03 清栄薬品（株）

生駒商工会議所
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国際フロンティア産業メッセ2022出展者・講演者一覧

コ

M-14 小泉製麻（株）

みなと元気メッセ2022

N-03 シンエスタ（株）

にっしん輝きメッセ2022

D-16 虹技（株）

ものづくり

N-21 （株）神姫システム

にっしん輝きメッセ2022

D-34 合同産業（株）

ものづくり

L-01 (公財)新産業創造研究機構

産学連携・支援機関

P-10 (一財)高度情報科学技術研究機構

ICT・クラウド

B-03 （株）Synspective

航空・宇宙

C-14 甲南大学

ひょうご科学技術協会

A-13 新明和工業（株）

特別展示

C-15 神戸学院大学

ひょうご科学技術協会

D-24 （株）伸和鉄工所

ものづくり

H-18 水青工業（株）

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

ものづくり

V-7

神戸芸術工科大学 ファッションデザイン学科

ひょうごじばさんフェア2022

ス

A-24 神戸市

特別展示

D-59 （有）スクラム

E-06 神戸市

神戸市・ドイツパビリオン

D-33 鈴木鉄工所

ものづくり

P-13 神戸市

ICT・クラウド

D-19 （株）スタジオくまかけ

弁理士法人いしい特許事務所

R-06 (一社)神戸市機械金属工業会 医療用機器開発研究会

健康・医療/ライフスタイル

A-53 (一社)神戸市機械金属工業会（神戸エアロネットワーク） 特別展示
L-08

神戸市経済観光局工業課・環境局環境創造課／（公財）神戸市産業振興財団

J-05 住友大阪セメント（株）

ひょうご環境ビジネス展

L-02 成長産業育成コンソーシアム(新産業創造研究機構） 産学連携・支援機関

ものづくり

C-24 神戸市立工業高等専門学校

ひょうご科学技術協会

C-12 （有）征和建設

ひょうご科学技術協会

K-04 神戸市立工業高等専門学校

ロボット・AI・IoT

C-23 （株）セシルリサーチ

ひょうご科学技術協会

K-16 神戸信用金庫

こうべしんきんビジネスメッセ2022

A-37 全国新スマート物流推進協議会

特別展示

H-11 （株）神戸清光

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

D-59 （株）センサーズ・アンド・ワークス

ものづくり

A-03 （株）神戸製鋼所

特別展示

I-07

兵庫県商工会連合会

K-07 （株）神戸設計ルーム

ものづくり

A-26 (一財)先端ロボティクス財団

特別展示

C-13 神戸大学

ひょうご科学技術協会

N-07 （株）総合印刷髙永

にっしん輝きメッセ2022

K-05 （株）神戸大学イノベーション

産学連携・支援機関

A-68 綜合警備保障（株）

特別展示

A-11 神戸トヨペット（株）

特別展示

N-15 （株）ソーエイ

にっしん輝きメッセ2022

A-09 ソフトバンク(株)

特別展示

L-20 タイ投資委員会(BOI)大阪事務所

産学連携・支援機関

ソ

仙代テック（株）

A-49 KOBEモビリティフィールド協議会

特別展示

M-20 （株）神防社

みなと元気メッセ2022

D-23 （株）コーケン

ものづくり

Q-02 大日電子（株）

電気・電子

D-53 （株）CORNER

ものづくり

H-20 （株）大門

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

D-42 （株）コーヨーサンコ

ものづくり

N-22 （有）タカギエンジニアリング

にっしん輝きメッセ2022

U-04 コールドストレージ・ジャパン（株）

地域振興・地場産業

D-19 ・高千穂産業（株）

弁理士法人いしい特許事務所

L-19 (独)国際協力機構

タ

産学連携・支援機関

T-02 タキエンジニアリング（株）

たんぎん産業メッセ2022

S-05 国際振音計装（株）

環境・エネルギー

A-19 （株）ダスキン

特別展示

A-58 一般社団法人

特別展示

A-61 （株）TASKS

特別展示

A-45 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

特別展示

S-04 多田プラスチック工業（株）

環境・エネルギー

N-05 コタニ（株）

にっしん輝きメッセ2022

C-10 龍野コルク工業（株）

ひょうご科学技術協会

関西センター（JICA関西）

国際無人航空機協議会

ひょうごじばさんフェア2022

S-03 龍野コルク工業（株）

環境・エネルギー

A-57 個別指導LUX学院

三昌）

特別展示

C-20 田中繊維（株）

ひょうご科学技術協会

C-06 （株）ザ・ガード

ひょうご科学技術協会

E-09 タンカースジャパン(同)

神戸市・ドイツパビリオン

L-22 在大阪スイス領事館・スイスネクスインジャパン

産学連携・支援機関

N-20 中日輪船商事（株）

にっしん輝きメッセ2022

H-01 （株）ささやまビーファーム

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

チ

西播磨地区商工会振興協議会

ツ

Ｕ－13 里山ICT能開学校上郡駅前校

N-17 （株）佐野鉄工所

I-08

ツバサ工業（株）

U-06 津山市(岡山県)
Ｕ－09 （合同）t&tコミュニケーションズ

にっしん輝きメッセ2022

兵庫県商工会連合会
地域振興・地場産業
西播磨地区商工会振興協議会

L-05 (特非)産業人OBネット

産学連携・支援機関

A-31 （株）Ｔ＆Ｔ

特別展示

F-03 サン工業（株）

阪神南ものづくりイノベーショングループ

D-59 ティーエフケイ（株）

ものづくり

C-11 三相電機（株）

ひょうご科学技術協会

A-32 （株）TWSM-JAPAN

特別展示

O-06 （株）サン・プロテック

ロボット・AI・IoT

F-12 テクサジャパン（株）

阪神南ものづくりイノベーショングループ

ロボット・AI・IoT

M-07 サンユー販売（株）（（株）SBC グループ）
Ｕ－10 (株)三洋工事

M-15 （株）サンライテック
M-17 （株）三和製作所
シ

セ

ICT・クラウド
兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

D-59 神戸市ものづくり工場（神戸電鉄（株））

V-11 御着四郷皮革協同組合（株式会社

サ

産学連携・支援機関

P-08 （株）SmartHR
H-14 （有）住まいの権

テ

みなと元気メッセ2022

O-03 （株）テクノア

西播磨地区商工会振興協議会

A-52 （株）テクノアクセルネットワークス

特別展示

みなと元気メッセ2022

N-16 （株）テクノシンセイ

にっしん輝きメッセ2022
にっしん輝きメッセ2022

みなと元気メッセ2022

N-12 テスコムデジタルソリューション（株）

神戸市・ドイツパビリオン

A-47 TEAD（株）

特別展示

ものづくり

E-11 テンテキャスター（株）

神戸市・ドイツパビリオン

A-10 （株）ＧＥＯソリューションズ

特別展示

A-60 （株）てんと線

特別展示

H-02 （株）シカタ

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

E-08 ドイツ NRW州貿易投資振興公社

神戸市・ドイツパビリオン

D-03 （株）重森産業社

ものづくり

P-03 システム・ナロウズ（株）

ICT・クラウド

M-08 シモダフランジ（株）
A-67 （株）ジャパン・インフラ・ウェイマーク

E-01 シーエイチアイ

ソフトウェア(株)

D-52 J-TECH（株）

Ｕ－12 シュッツ・コンテナ・システムズ(株)

E-02 ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI)

神戸市・ドイツパビリオン

D-07 東亜機械工業（株）

ものづくり

みなと元気メッセ2022

A-51 東京海上日動火災保険（株）

特別展示

特別展示

P-11

ICT・クラウド

ト

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

西播磨地区商工会振興協議会

P-04 国立研究開発法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 ICT・クラウド
号館 小間№ 出展名
ト

出展分野

号館 小間№ 出展名
ハ

ものづくり

D-38 （株）東穂

ものづくり

D-12 （株）ハンシン

ものづくり

L-17 (公財)東洋食品研究所

産学連携・支援機関

M-18 阪神機器（株）

みなと元気メッセ2022

D-17 東和工業（株）

ものづくり

N-06 （株）バンディ

にっしん輝きメッセ2022

K-13 （株）TOWATECHNO

電気・電子

T-03 （株）ピーナッツ

たんぎん産業メッセ2022

D-15 トーカロ（株）

ものづくり

A-22 東三河ドローン・リバー構想推進協議会

特別展示

K-15 トーメイ工業（株）

ものづくり

A-54 菱田技研工業（株）

特別展示

ヒ

M-26 播州調味料（株）

出展分野

D-06 （株）東光バネ工業社

みなと元気メッセ2022

2022/8/16

国際フロンティア産業メッセ2022出展者・講演者一覧

ナ

ニ

D-50 戸﨑産業（株）

ものづくり

P-07 （株）ビズリーチ

ICT・クラウド

G-02 （株）戸田精機

生駒商工会議所

R-07 （株）VIPグローバル

健康・医療/ライフスタイル

L-30 特許庁・近畿経済産業局

産学連携・支援機関

M-05 （株）トモヤ

みなと元気メッセ2022

J-04 （株）姫路環境開発

D-09 （株）豊里金属工業

ものづくり

L-28 (公社)姫路観光コンベンションビューロー

産学連携・支援機関

A-59 (一社)ドローン撮影クリエイターズ協会

特別展示

C-16 姫路大学

ひょうご科学技術協会

A-04 （株）DroneWorkSystem

特別展示

C-26 姫路獨協大学

ひょうご科学技術協会

D-43 内外ゴム（株）

ものづくり

M-21 （株）ピュアトーン

みなと元気メッセ2022

A-64 長田広告（株）

特別展示

M-32 ヒューネット（株）

みなと元気メッセ2022

H-15 （株）中橋製作所

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

C-07 (公財)ひょうご科学技術協会

ひょうご科学技術協会

H-17 （有）Ｎａｂｌａｌ

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

J-07 (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 ひょうご環境ビジネス展

A-29 学校法人 浪工学園

特別展示

U-02 兵庫県

L-29 (独)奈良工業高等専門学校

産学連携・支援機関

地域振興・地場産業
ひょうごじばさんフェア2022

ものづくり

U-01 兵庫県企業庁

地域振興・地場産業

弁理士法人いしい特許事務所

L-18 兵庫県行政書士会

産学連携・支援機関

D-28 日興精機（株）

ものづくり

L-14 (公財)兵庫県勤労福祉協会 “ひょうごファミリーパック”

産学連携・支援機関

C-05 西日本衛材（株）

ひょうご科学技術協会

L-04 (公財)兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター 産学連携・支援機関

西播磨地区商工会振興協議会（上郡町商工会）

V-4

西播磨地区商工会振興協議会

兵庫県靴下工業組合

ひょうごじばさんフェア2022

C-08 西村製作（株）

ひょうご科学技術協会

L-10 (公財)兵庫県国際交流協会

産学連携・支援機関

C-02 日章興産（株）

ひょうご科学技術協会

H-10 兵庫県信用組合

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

M-34 （株）日彰メディカル

みなと元気メッセ2022

L-06 兵庫県信用保証協会

H-05 日新産業（株）

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

N-01 日新信用金庫

にっしん輝きメッセ2022

H-21 兵庫県中央会

D-22 （有）日双工業

ものづくり

H-10 兵庫県中小企業団体中央会

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

D-45 ニッポー（株）

ものづくり

F-09 兵庫県阪神南県民センター

阪神南ものづくりイノベーショングループ

特別展示

V-5

兵庫県線香協同組合

産学連携・支援機関
ひょうごじばさんフェア2022
兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

D-57 日本コンベヤ（株）

ものづくり

A-20 (公財)兵庫県まちづくり技術センター

M-31 日本ジッコウ（株）

みなと元気メッセ2022

L-12 兵庫県立工業技術センター

産学連携・支援機関

D-08 日本エマソン（株）ブランソン事業本部

ものづくり

C-28 兵庫県立大学

ひょうご科学技術協会

A-41 日本化薬（株）

特別展示

L-07 兵庫県立福祉のまちづくり研究所

産学連携・支援機関

L-16 (一財)日本規格協会

産学連携・支援機関

B-01 ひょうご航空ビジネス・プロジェクト

航空・宇宙

産学連携・支援機関

ひょうごじばさんフェア2022

L-11 ひょうご・神戸国際ビジネススクエア

L-27 (一財)日本食品分析センター

日本ケミカルシューズ工業組合

産学連携・支援機関

L-09 (公財)ひょうご産業活性化センター

F-04 日本特殊螺旋工業（株）

阪神南ものづくりイノベーショングループ

A-17 (一社)日本ドローンコンソーシアム

V-1～11

ひょうごじばさんフェア2022

産学連携・支援機関
ひょうごじばさんフェア2022

特別展示

H-19 (特非)ひょうご新民家21

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

（一社）日本燐寸工業会

ひょうごじばさんフェア2022

A-16 兵庫県・NIROドローンコーナー

特別展示

(一社)日本UAS産業振興協議会

特別展示

P-01 兵庫ニューメディア推進協議会

ICT・クラウド

D-58 日本ワヰコ（株）

ものづくり

O-09 枚岡合金工具（株）

ロボット・AI・IoT

I-04

兵庫県商工会連合会

N-19 （株）ヒロ・スキャンテック

にっしん輝きメッセ2022

D-26 （株）広築

ものづくり

V-2
A-27

（株）NATURE＆CLAY

R-04 （株）ネクスト

健康・医療/ライフスタイル

A-36 ネクストウェア（株）

特別展示

A-38 パーソルプロセス＆テクノロジー（株）

特別展示

フ

O-10 （株）フォーハーフ

ロボット・AI・IoT

E-12 フォルマー・ジャパン（株）

神戸市・ドイツパビリオン

M-27 （株）ハーテック

みなと元気メッセ2022

A-21 福島県

特別展示

D-19 ・Bird fab studio（株）

弁理士法人いしい特許事務所

M-30 福助機工（株）

みなと元気メッセ2022

P-14 ハービット

ICT・クラウド

M-37 福田印刷工業（株）

みなと元気メッセ2022

E-03 バイエルン州駐日代表部

神戸市・ドイツパビリオン

D-11 （株）富士インダストリーズ

A-39 （株）パスコ

特別展示

T-06 （有）ハタヤ

たんぎん産業メッセ2022

C-03 （株）フジソレノイド

ひょうご科学技術協会

D-36 （株）服部

ものづくり

H-06 （株）藤田幸三商店

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

電気・電子

Ｕ－15 富士高速印刷(株)

ものづくり
西播磨地区商工会振興協議会

兵庫県商工会連合会

Q-04 富士プリント工業（株）

F-10 （有）播磨化学製作所

阪神南ものづくりイノベーショングループ

A-08 双葉電子工業（株）

特別展示

M-04 ハリマ共和物産（株）

みなと元気メッセ2022

M-10 （株）フツパー

みなと元気メッセ2022

I-06

happy resin

J-02 ハリマ産業エコテック（株）

ひょうご環境ビジネス展

D-33 FLAG(株)

ものづくり

T-05 ハリマ紙器印刷工業（株）

たんぎん産業メッセ2022

O-07 （株）プラックス

ロボット・AI・IoT

A-42

特別展示

A-28 ブルーイノベーション（株）

特別展示

ひょうごじばさんフェア2022

O-08 フルタニ産業（株）

ロボット・AI・IoT

V-9

（株）阪急交通社

/（株） RedDotDrone Japan (日本法人)

播州算盤工芸品協同組合

号館 小間№ 出展名
フ

丹波市

兵庫県鞄工業組合（(一社)豊岡鞄協会）

ひょうご環境ビジネス展

D-19 （株）新見ソーラーカンパニー

V-1

ハ

V-3

西播磨地区商工会振興協議会

D-27 （株）ナンゴー

Ｕ－０８～15

ネ

Ｕ－11 (株)姫協

出展分野

号館 小間№ 出展名

A-63 （株）FullDepth

特別展示

ロ

D-41 （株）フレックス

ものづくり

ワ

D-19

プロメ環境エンジニアリング（株）

弁理士法人いしい特許事務所

ヘ

E-04

ペリー・ジャパン（株）

神戸市・ドイツパビリオン

ホ

A-40

（有）ボーダック

特別展示

M-24

（株）ポート

みなと元気メッセ2022

D-49

（株）ホーユーウエルディング

ものづくり

D-25

（株）北星社

ものづくり

F-01

北斗電子工業（株）

阪神南ものづくりイノベーショングループ

A-23

北海道庁

特別展示

L-15

(独)ポリテクセンター兵庫

産学連携・支援機関

A-18

（株）ロボデックス

N-23 WSG（株）

出展分野
特別展示
にっしん輝きメッセ2022

2022/8/16

国際フロンティア産業メッセ2022出展者・講演者一覧

講演者

N-10

（株）ポンドルド

にっしん輝きメッセ2022

A-65

(一社)ＭＡＳＣ

特別展示

エア・ウォーター株式会社

A-56

マゼランシステムズジャパン（株）

特別展示

東京大学未来ビジョン研究センター特任教授・名誉教授

鈴木 真二

M-16

（株）丸十

みなと元気メッセ2022

千葉大学名誉教授

野波 健蔵

F-13

マルチ（株）

阪神南ものづくりイノベーショングループ

トヨタ自動車株式会社

D-39

丸福化成（株）

ものづくり

株式会社SkyDrive

C-03

（有）マルブン

ひょうご科学技術協会

兵庫県知事

齋藤 元彦

Ｕ－14 三日月の里企画

西播磨地区商工会振興協議会

神戸市長

久元 喜造

V-10

（株）三木章刃物本舗

ひょうごじばさんフェア2022

新産業創造研究機構 理事長

牧村 実

N-04

三田電気工業（株）

にっしん輝きメッセ2022

D-47

三菱商事テクノス（株）

ものづくり

M-01

みなと銀行

みなと元気メッセ2022

M-11

宮脇機械プラント（株）

みなと元気メッセ2022

A-30

（株）ミラテクドローン

特別展示

M-06

（株）ミロク情報サービス

みなと元気メッセ2022

ム

S-01

ムライケミカルパック（株）

環境・エネルギー

モ

T-01

（株）木栄

たんぎん産業メッセ2022

P-05

ものレボ（株）

ICT・クラウド

K-03

森合精機（株）

ものづくり

D-37

モリテツ電機（株）

ものづくり

U-03

養父市

地域振興・地場産業

K-10

（株）ヤマオカ

環境・エネルギー

H-16

（株）ヤマキン

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

R-01

（株）ヤマト

健康・医療/ライフスタイル

D-02

大和鋼業（株）

ものづくり

A-07

ヤマハ発動機（株）

特別展示

D-13

ユアサ商事（株）

ものづくり

M-22

（株）ユタックス

みなと元気メッセ2022

マ

ミ

ヤ

ユ

O-01

（株）ユニテック

ロボット・AI・IoT

ヨ

D-46

（株）YOKOITO

ものづくり

ラ

K-14

ライズテック（株）

ものづくり

K-01

（株）ラジオ関西

L-26

ラトビア投資開発庁

グループ出展
産学連携・支援機関

H-07

Laugh Work Machine

P-09

国立研究開発法人

C-18

（株）理創化研

ひょうご科学技術協会

M-02

りそな決済サービス（株）

みなと元気メッセ2022

M-02

りそな総合研究所（株）

みなと元気メッセ2022

D-32

(公財)りそな中小企業振興財団

ものづくり

P-02

（株）栗菱コンピューターズ

ICT・クラウド

L-25

駐日リトアニア共和国大使館

産学連携・支援機関

D-44

（株）ＬＩＭＩＴＳ

ものづくり

リ

N-08

菱神産業（株）

にっしん輝きメッセ2022

レ

P-15

（株）レイ・クリエーション

ICT・クラウド

理化学研究所

兵庫県中小企業団体中央会・けんしん

計算科学研究センター ICT・クラウド

代表取締役会長・CEO

商用ZEV製品開発部 担当部長

アカウントプランナー

豊田 喜久夫

内海 敦子
羽賀 雄介

