
特別講演参加登録票 会　　場

２階大展示場
神戸市中央区浜辺通 5-1-32

■会場アクセス 
●ポートライナー「貿易センター」駅下車すぐ
●市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅　下車徒歩 5分
●JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神「神戸三宮」駅、　
　市営地下鉄山手線「三宮」駅　下車徒歩 10分 
●神戸空港からポートライナー「貿易センター」駅まで16分 
●「新神戸」駅からタクシーで約 10分 

※近隣の駐車スペースには限りがございますので、
　電車等の公共交通機関をご利用ください。
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ご記入いただいた情報は、講師向けの参加者名簿を作成するために利用
します。また神戸市経済観光局及び講演企業からの各種連絡・情報提供
（Eメール含む）のために利用させていただく場合があります。
ご了承のうえ、ご記入くださいますようお願い申し上げます。

参加希望講演にチェックの上、このまま FAX（もしくは必要事項を
電子メール）にてお申し込みください。

FAX：０７８-３２２-６０７４
E-mail:kogyoka@office.city.kobe.lg.jp
参加希望講演

（複数選択可）
□講演１（10：30～11：30）
□講演２（13：00～14：00）
□講演３（15：30～16：30）

※1枚で3名様までお申込みいただけます。
※お申込多数の場合は抽選となります。ご了承ください。
　（その場合はこちらから、ご連絡させて頂きます。連絡の無い場合はそのままご参加ください。）

会場：神戸サンボ―ホール２階　小展示場
特別講演のご参加は事前登録が必要です。

参加登録票にご記入の上、FAXまたはE-mail にてお申込ください。

招待状兼特別講演参加申込書
ご来場の際は受付で名刺2枚ご用意ください。

■主催：
■共催：

■後援：

  神戸市
（公財）神戸市産業振興財団、（公財）新産業創造研究機構、神戸商工会議所、
（一社）神戸市機械金属工業会、（公社）兵庫工業会、兵庫県経営者協会、
（一社）神戸経済同友会、（公財）ひょうご産業活性化センター、
兵庫県立工業技術センター、兵庫県中小企業団体中央会、
NPO法人兵庫県技術士会、中小機構 近畿、（公財）計算科学振興財団、
日刊工業新聞社、（株）みなと銀行、神戸信用金庫、兵庫県信用組合
近畿経済産業局

イプロス製造業サイト内で特集ページ開設予定▼
 https://www.ipros.jp/feature/association/103813/

（５月中旬頃より公開予定）

経済観光局経済部工業課
〒650-8570　神戸市中央区加納町 6-5-1
TEL：078-322-5333　FAX：078-322-6074
E-mail：kogyoka@office.city.kobe.lg.jp

神戸市役所
お問合せ先

入　場　無　料

神戸サンボーホール
２階大展示場

（神戸市中央区浜辺通5-1-32）

15：30～16：30
3

講師：
川崎重工業株式会社
航空宇宙システムカンパニー
ストラテジックアドバイザー
（航空エンジン担当）

山田　勝久氏

13：00～14：00
水素社会の実現に向けた
戦略と課題

航空機エンジンビジネスの構造と環境、
及び今後の展望について（仮題）

2

講師：
経済産業省　資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課長

山影　雅良氏

10：30～11：30
World Robot Summit
ものづくり分野では何を競うのか？

1
特別講演（各定員100名） 参加

無料

講師：
神戸大学大学院 工学研究科
機械工学専攻 教授
（World Robot Summit
ものづくり競技委員会 委員長）

横小路　泰義氏

※

第10回

2018年

入場
無料
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皆様のご来場をお待ちしております！

＜昨年の来場者アンケートより＞

今回は85社・団体が出展!!

Q.次回があれば来場しますか?

今年も、ものづくり展は
更なるお客様の満足度向上を

目指します！

来場者の
80％が
次回の来場を
希望！

場内特設会場にて、
出展企業プレゼンテーション

開催！

特別講演も充実！
※内容の詳細はこの裏面をご覧ください。

場内特設ブースにて
デザイン相談会開催！
（開催時間　13：00～17：00）

具体的商談にも多数結びついています！

様々な業種の
企業と面談
できた

課題の解決策が
見いだせた

29%

ぜひ
来場したい

未定
8%

51%

都合が合えば
来場したい

　0%
来場しない

12%

回答
なし

新しい技術進歩を
感じることが
できた
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No. 企　業　名 出　展　内　容
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1 神戸航空機クラスター（KAN)
航空宇宙産業向け品質マネジメントシステム
JISQ9100、Nadcapをベースに一貫生産体制の構築
をめざし、特筆すべき技術を誇る各社が、同じ想い
のもとに創り上げた産業クラスターです。特殊工程
を含め様々なニーズに柔軟に対応します。

2 伊福精密㈱
“切削・放電加工の駆け込み寺”精密部品加工のサンプ
ル品を提示させていただきます。切削加工品と3Dプ
リンターでの製作品を展示させていただきます。

3 ㈱オオナガ
一般産業部品加工で30年以上、航空機部品で20年以
上の実績を有し、JISQ9100も取得し、お客様との信
頼を築いております。

4 カルモ鋳工㈱
自動車や鉄道、船舶、航空機等に使用されている、
アルミ、銅合金の鋳造品及び機械加工品を展示しま
す。

5 ㈱協栄
弊社は大型精密機械加工のスペシャリストです！　
加工実績や各種機械部品をパネル展示でご紹介しま
す。

6 ㈱佐野鉄工所
当社で扱う製品は大物製品の為展示できませんが、
切削動画・展示タペストリーにて当社加工技術をご
覧ください。

7 ㈱ジェイテック
生産管理システムから、専用治具・工具も自社開発。
独自の‘考える切削’で「ものづくり」を追求しており
ます。

8 下里鋼業㈱ 鋼材の卸から、切断、曲げ、機械加工、溶接、3次元
測定までワンストップで対応！

9 大東化学㈱ パーカーライジング処理をした部品のサンプル、モ
リコート乾性被膜潤滑処理をした部品のサンプル。

10 タカヤマ㈱
ゴムと金属、樹脂等の接合、特殊ゴム材料配合、難
形状の成形品等、ゴムでお困りの方は当社へお任せ
ください。

11 ㈱阪神メタリックス
国内外問わず、鋼材選定から自社機械工場を活用し
た荒加工まで。加工コストや管理コストの低減を提
案します。

12 ㈱兵庫精密工業所
航空機部品や燃料電池等のエネルギー関連向け部品
など、最新の切削機器で加工した高精度部品を展示
いたします。

13 ㈱前田精密製作所 精密小型機械部品、精密小型歯車、減速機ユニット、
気体軸受ユニットなどを展示しております。

14 ㈲松本工作所
難削材・超精密部品の特殊加工に特化。素材は一切
選びません！航空機部品、船舶部品や金型製品など
多方面に渡って力を入れています。

15 マルイ鍍金工業㈱ ニオブ、タンタル、チタンの電解研磨、陽極酸化等
の表面処理技術の展示及びニオブ応用商品の展示。

16 山城機工㈱ 耐熱・難削材を含む量産品のJIT対応に加え、試作開
発などの検証用の少量多品種ニーズにも対応します。

17 和田金型工業㈱
金型成形品サンプルや加工品の展示。3DCADによる
設計から職人による仕上加工、その総合力で新規製
作から修理や改造まで対応します。
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18 アークハリマ㈱
ステンレス以上の高機能金属材料を使用した二次加
工製品・溶接・機械加工部品・機器装置製作まで対
応可能。

19 エスアールエンジニアリング
㈱

水素自動車と安全弁、そしてガスブースターを出展
します。これからの新エネルギーの安心と安全に貢
献いたします。

20 ㈱大野社
創業明治40年、工業用パッキン・ガスケットのメー
カーです。弗素樹脂、ゴム、メタル製品を展示しま
す。

21 金澤鐵工㈱ 高圧容器に接続する自社製頭部弁（ヘッドバルブ）
各種バルブ及び安全弁。

22 神港精機㈱
半導体・電子部品および製造業の分野に対して、製
造品質を向上させるための神港精機独自の最新技術
を紹介。

23 ㈱千代田精機

24 ㈱坪田測器
産業機器向けの基板実装・電子機器の組立配線等の
サンプル展示。多品種微量生産はじめ、技術力とき
め細かなサービスでお客様の課題に取組みます。

25 ㈱ヘンミ ディーゼルエンジンを始動させるための空気槽等を
パネルにて紹介いたします。
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26 大島金属工業㈱
企画・設計段階から参画し、最適な加工形状を提案。精密プ
レス・板金加工技術による内製品と自達部材のコラボを行な
います。

27 ㈱木下技研
整形外科用手術器具、歯科用手術器具、整形外科用インプラ
ント、各種産業部品(半導体製造装置用部品、各種センサー部
品など)。

28 神戸機械センター協同組合 神戸機械センター協同組合のパンフレットを展示。

29 三栄産商㈱ “日中製造架橋”として、お客様の部品調達に多品種・小ロッ
ト・単品オーダーでも素早く対応します。

30 ㈱昭和製作所 ３軸、５軸マシニングを使用し、スポンジなど柔軟性の物ま
で切削可能。また、職人による手加工品の展示。

31 ㈱大進精機 ステライト・ハステロイ・インコネルや6-4チタンなど難加工
材料を主体とした精密切削加工技術を紹介します。

32 ダイナオックス㈱ 液状シリコンゴムを少量から粘度等カスタマイズして低コス
トでご提供いたします。射出成型加工も承ります。

33 ㈱田中鉄工所 ５軸・横軸マシニングセンターによる精密金属加工、双腕ス
カラロボット「duAro」の導入事例等の紹介。

34 ㈱ナンゴー 単品～小ロットの金属全般精密機械加工を中心に、幅広いも
のづくりに対応いたします。

35 美岡工業㈱ 金属部品切削を続け、大手企業の指示を受け発展中。航空宇
宙・ロボット産業へ技術・コスト競合力で貢献中。

36 菱三工業㈱ 菱三工業は電力機器・車輌・昇降機・船舶・産業機器等を構
成する鍛造品・鋳造品の技術・技能を提供します。

37 ㈱WORLD MID 試作でお困りの開発・調達・資材部門の皆様、WORLD MID
の対応力とスピードを安価に実感してください。

樹
脂
成
形
・
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工

38 明石プラスチック工業㈱
金属から樹脂化へ提案可能な商品陳列をいたします。また、
インサート成形も得意としており、それらの製品も出品いた
します。

39 ㈱イデア 高耐熱性樹脂の注型成形品、美しい塗装を施した模型、カメ
ラなど異種材料で構成されるカットモデルを展示。

40 ㈱関西樹脂 NCフライス、NC旋盤、マシニングでのプラスチックの切削加
工。

41 ㈱工販 プラスチックと金属等の一体成形品、薄肉成形品及び機械、
医療機器メーカー様との共同開発事例のご紹介。

42 ㈱ハンシン プラスチックと金属双方に対応した切削加工メーカーです。
温度管理された環境と独立した検査部門で品質を確保します。

43 明興産業㈱ 工業用プラスチック、電子電気機械器具の製作および製造、
プラスチックオリジナル商品の製作。

44 八十島プロシード㈱ 3Dテクノロジーを活用した最新の3Dプリンター加工事例と
して、ロボットアームハンドを展示します。

ゴ
ム
成
形
・
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工

45 ㈱河村製作所 一般的なゴム素材から新素材まで、幅広く対応した多種多様
なゴム製品を紹介しています。

46 ㈱宏陽高分子
シリコーンスポンジ・シリコーンゴムを押し出しという製法
で製作いたしました長尺製品です。機械部品・医療部品・食
品関係等、幅広い分野で使用されている製品です。手に取っ
てご覧ください。

47 三清ゴム工業㈱ パッキンや複雑な３次元形状の全面皮膜付（スキン層）ゴム
スポンジ製品がメインです。

48 三和テクノ㈱ 繊維を使用した粉体シール「MFシール」や、スポンジ長尺品
「STロール」など、当社が開発した他にないシール製品。

49 東和化学㈱ 電気・液体・空気・蒸気・音をいろいろな環境条件であって
もシールする特殊シリコーンゴム成形品。

50 松村石油化成㈱ 粘着・防水・絶縁・防 難燃・伝熱・防振・断熱・加熱反
応性等を有するシーラントテープ。

51 安福ゴム工業㈱ 複雑な形状のゴム成形及びエラストマー成形に自信あり。樹
脂外装部品、エンプラも可能。

52 ㈱立成化学工業所 ウレタンゴム注型作業を体験して頂くコーナーを設けます。
ウレタンゴムの良さを実感して頂ければと思います。

溶
接 53 新日本溶業㈱

溶接技術と新材料開発をコアに摩耗対策のコンサルタント＆
エンジニアリング企業です。長年の経験による肉盛施工品や
新開発の複合材料製品を展示。

得意
技術

展示
No. 企　業　名 出　展　内　容

溶
接 54 ㈱ニッセイ機工 0.03ミリから1.5ミリまでの箔・極薄板溶接専門工場！試作・

開発・少量の真空気密対応の溶接はお任せください。

プ
レ
ス
・

板
金

55 阪神機器㈱ モノづくりをワンストップで。お客様のニーズにフレキシブ
ルに高品質でお応えいたします。

56 木下製罐㈱
大小製品にかかわらず、単品から量産品まで幅広くご対応い
たします。材料調達/製罐溶接/機械加工/塗装をワンストップ
で製造いたします。

設
計
製
造
・
制
御
・
情
報
シ
ス
テ
ム

57 ㈱上杉 工場内設備、製造省力化でお役に立てます。溶接周りの設備
は安くご提供できます！

58 エクセレント㈱ お客様と共にお客様の最善を考える“オーダーメードによる搬
送・検査・ロボットシステムなど生産設備の設計製作”。

59 昭和精機㈱ ｢稼働率分析システム｣：工場設備の稼働状況をリアルタイム
に把握することができます。

60 テクノライフジャパン㈱ ニーズに合わせて制御盤の設計、部材調達、製作、取付・配
線工事、品質管理を自社一貫施工で行います。

61 ㈱ネットワイ
『びびりピタ』：マシニングセンター、フライス、横型マシニ
ング等での仕上げ加工の振動を防ぎます。その他、精密機械
加工品、溶接加工品、メッキ施工製品など。

62 ㈲峰精密金型製作所 弊社の樹脂製品における企画開発力と独自技術力により、
様々な商品化のお手伝いをさせていただきます。

63 ㈲吉井電機 電気製品の高い品質は美しいハンダ付けや配線が基本です。
高い配線・配電技術をご覧いただきます。

64 アンドール㈱ 驚くほど簡単！２次元／３次元統合CADと検査工程を一気に
効率化する検査表作成ツール。

65 キャムクラフト㈱
リーズナブルな価格（16.5万円）で製造業界でポピュラーな
CADシステムの多数のデータ変換が行えます。詳しくは是非、
ご来場ください。

66 慧通信技術工業㈱ 止まらない生産を実現するために不可欠な高品質な電気を作

67 ㈱サイ電子 遠隔監視システム・在宅見守りシステムの展示及び会社案内。

68 ㈱センサーズ・アンド・ワークス 赤外線検知技術で人の動きを各種検知する、コンパクトで電
池駆動可能な“Sign”（サイン）シリーズの展示。

そ
の
他
製
造
・
卸

69 エムケービルド㈱ 種々の道路の傷みに対応する材料と施工方法を展示紹介しま
す。

70 ㈲共栄コントロールズ
紫外線消毒装置（海水殺菌装置）、薬液注入ポンプ。当社の製
品が、どのような業種や場所でお使いいただいているか分か
りやすくご案内いたします。

71 愛水工業㈱ 抗菌清浄機能を有する液体装飾装置、プリズムフォール（液
滴噴水）移動型。

72 ㈾赤川銘板製作所 各種材料・製法による銘板、表示板の実物をご覧いただき、
ネーム・装飾プレートをより身近に感じて下さい。

73 ㈱コンヒラ 工場で発生する廃液の再生・削減・処理を行い、省エネ、環
境対策に役立ちます！

74 ㈱三和 と
“安心”を提供する高性能吸湿剤EX-DRY。

75 日本ジッパーチュービング㈱ 熱効率向上、作業環境向上へ提案させていただきます。

76 阪神スリーボンド㈱ シール剤、接着剤、ポッティング剤、UV硬化樹脂
剤、洗浄剤、省力機器、床工事。

支
援
機
関

77
神戸市海外ビジネスセンター 81 （公財）計算科学振興財団（FOCUS)

（公財）神戸市産業振興財団 82 兵庫県立工業技術センター
78 中小機構　近畿 83 NPO法人兵庫県技術士会
79 レスキューロボットコンテスト実行委員会 84 （公財）新産業創造研究機構
80 近畿経済産業局（関西ものづくり ）

出展者一覧
※出展内容は変更となる場合があります。


	（最終版）神戸ものづくり展-表.cleaned
	（最終版）神戸ものづくり展-裏.cleaned

