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地域密着のコミュニティチャンネルを配信し、イベントや行政情報の発信や、ご当地アイドル「YENA★」をプロデュースするなど、常にチャレン
ジしています。昨年開局20周年を迎え、今秋より新たにハイビジョン専門チャンネルや120M高速インターネットサービスの提供を開始。お得な
ケーブルプラス電話も含め、さらに充実したサービスをお届けし、お客様の満足度を高められるよう努力します。

弊社は試作の専門メーカーで、創業以来58年の歴史を有しております。弊社の試作は、製品開発段階で、外観形状確認用のデザインモデルと
動態確認用のワーキングモデルを主に製作しております。これらのモデルはスケッチ図を頂ければ三次元CADデータを作成しますので、お客
様のデザインや設計部門の方々の時間が短縮され、コストダウンに貢献できます。

当社は、株式会社として発足して、125年を越える歴史を持ち、古き良きものを守り大切にする一方、伝統に固執することなく酒類の総合化をめ
ざしています。清酒をはじめ焼酎やウィスキーのほかワイン、ブランデー、梅酒などの多くの酒類を製造する総合酒類メーカーとして「酒のある
豊かな生活」に大きく貢献しています。

当社は、水質・大気・騒音・振動など環境にまつわる値を正確に分析・計測する環境計量証明事業所です。工場排水処理施設のメンテナンス等
も専門的に行っております。最近では、放射能分析や絶縁油中の微量PCB濃度分析も行っております。また、水質検査等を手軽に取扱ってい
ただける検査キット「HERパックシリーズ」を、製造・販売しています。販売代理店を随時募集しております。

ダスキンは今年創業50周年を迎えました。水を使わずにホコリをとる「化学ぞうきん」から始まり、今また生活スタイルの変化とお客さまのニー
ズに応えるため、新しいお掃除スタイル「健康お掃除」を提案しています。創業者鈴木清一の提唱する「喜びのタネをまこう」という想いを礎に、
「世界一 人にやさしい」企業を目指して、お客さまに喜んでいただけるサービスを提供しています。

鍵庄は1977年以来、厳寒の明石海峡で最初に収穫される「一番摘み」だけを厳選し、独自の製法で丁寧に仕上げた明石のりを製造販売して
います。さらにのりの体に優しい秘められた力を求めて、超微粉末のりやポルフィランを商品化し、化粧品、健康食品をはじめとするさまざまな
分野にのりの新しい可能性を開拓しています。

当社は昭和21年、明石自動車工業（株）から独立し、自動車の駆動系部品、シャシ系部品、エンジン系部品及び建設・産業機械用の油圧部品を
基幹事業とし、Q・C・Dすべての分野でグローバルな競争力を持つ「総合機能ユニット専門メーカー」を目指しております。

株式会社明石ケーブルテレビ

株式会社イデア

江井ヶ嶋酒造株式会社

株式会社 HER

株式会社オールウェイズ ダスキン高丘東

株式会社鍵庄

明石機械工業株式会社

〒 673-0892 明石市本町 2-1-1 インティ明石ビル 5F

〒 621-2128 神戸市西区玉津町今津 608

〒 674-0065 明石市大久保町西島 919

〒 675-2113 加西市網引町 2001-39 加西南産業団地内

〒 674-0051 明石市大久保町大窪 1817-1

〒 673-0037 明石市貴崎 3-21-28

〒 675-1111 加古郡稲美町印南 2337

tel.078-911-7000  fax.078-914-0077

tel.078-911-1200  fax.078-911-1202

tel.078-946-1001  fax.078-947-0002

tel.0790-49-3220  fax.0790-49-1199

tel.078-935-2131  fax.078-934-4510

tel.078-945-5353  fax.078-945-5345

tel.079-495-7901  fax.079-495-7904

http://www.actv135.ne.jp/

http://www.idea-idm.co.jp

http://www.ei-sake.jp

http://www.her.co.jp

http://www.kagisho.co.jp

http://www.akasi-kk.co.jp

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

B-1

D-2

H-3

D-3

D-6

K-1

I-2

躍進する企業
（50音順）
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『世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する“Global Kawasaki”』川崎重工グループは、広汎な領域における高度な総合技術
力によって、地球環境との調和を図りながら、豊かで美しい未来社会の形成に向けて、新たな価値を創造します。

1915年エンジンメーカーとして明石で創業、1955年機械加工業に転業し現在に至っています。大型ディーゼルエンジン用クランク軸は神戸製
鋼所の協力会社として、世界の40％を製作しています。その他航空機ジェットエンジン部品、産業機械部品等、幅拡く手掛けております。又、昨
年末、太陽光発電事業も開始し、来年秋までに10メガ発電を予定しています。

YAGレーザーを始めとする最新の板金加工設備を駆使し、半導体、食品設備メーカーから医療器具、または建機、農機具メーカーまでありとあ
らゆる分野のお客様の様々なご要望、ご期待に応えることでレーザー加工業界をリードし続けています。「一寸の違いを出す」をモットーとし、
多品種少ロット生産から量産品まで独自の生産管理システムで月産10,000アイテムを実現！

弊社は「マウスを用いた行動試験」を中心に医学・生物学関連の基礎研究はもちろん、「健康の維持・増進」を目的として進められている医薬
品および健康食品素材の研究開発を確かな技術で支援しています。この度、糖尿病の特効薬草、癌の発症を遅らせるアマゾン奥地からの恵み
「コンナルス・ルベ」を茶葉とし烏龍茶、大麦を加え飲みやすく美味しい飲料水を開発しました。

日本の伝統 印染（しるしぞめ）を初代より受け継ぎ、現代まで守り続けてまいりました。お陰様で、明石で創業95年 四代目で迎えることができ
ました。技術の進歩により、機械化、大量生産、価格低下が出来るようになってきた現代、薄れゆく日本伝統の印染、手染め技法を守り、お客様
のご希望に出来る限りお応えし、喜んでいただけるよう、日々精進しております。

当社は自動車用鋼板製プーリでは国内トップシェアで、国内の自動車メーカーすべてに供給している自動車部品メーカーです。海外では中国・タ
イ・インドに拠点を有しており、当社の独自技術を軸に材料を無駄にせず、高品質、低コストと環境にやさしいOnly-One製品を生産しています。

川崎重工業株式会社 明石工場事務所

株式会社きしろ

倉敷レーザー株式会社 関西営業所

株式会社行医研

黒川染工場

株式会社カネミツ

〒 673-8666 明石市川崎町 1-1

〒 673-0881 明石市天文町 2-3-20

〒 673-0005 明石市小久保 4-12-6

〒 673-0025 明石市田町 2-5-7

〒 673-0896 明石市日富美町 6-26

〒 673-0874 明石市大蔵本町 20-26

tel.078-921-1301  fax.078-924-8654

tel.078-918-1223  fax.078-918-1226

tel.078-920-3520  fax.078-920-3523

tel.078-929-3788  fax.078-929-5508

tel.078-912-3963  fax.078-912-3964

tel.078-911-6645  fax.078-913-7265

http://www.khi.co.jp/

http://www.kishiro-g.co.jp

http://www.k-lasergroup.com/kurashiki-laser/

http://kouiken.jp/

http://black3963.web.fc2.com

http://www.kanemitsu.co.jp

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

I-1

I-3

F-3

H-1

F-4

J-3

コベルコ教習所は神戸製鋼グループの一員としてさまざまな資格取得の講習を行っております。移動式クレーン運転には免許証が、フォークリ
フト・ショベル・高所作業車・小型移動式クレーン・玉掛け・ガス溶接等には技能講習修了証の資格が必要です。
コベルコ教習所では労働局長登録教習機関として皆様の資格取得のお手伝いを致します。

コベルコ教習所株式会社 明石教習センター
〒 674-0063 明石市大久保町八木 740 tel.078-935-3831  fax.078-935-0933

http://akashi.kobelco-kyoshu.com/出展ブース

B-5
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1923年創業以来、ゴム履物をはじめ、ゴムと異素材を組み合わせたハイブリッド商品を開発してまいりました。近年は「安全・防災・環境」を
テーマに、地震やゲリラ豪雨等に対し、減災に役立つ新商品を提供しています。また従来のゴム長靴に加え、レインブーツ等、ファッション性の
高い商品も取り揃えました。お客様のお声を大切にし、より身近な『シバタ』であり続けるため、商品開発に努めてまいります。

ものを壊してわかることを、壊さずにわかります。ものを壊してわからないことでも、壊さずにわかることができます。
非破壊検査をご覧ください。ものを壊さなくてもわかる真実がそこにあります。

前島食品（株）佃煮製造部門として明石市二見町人工島にて操業を開始し、無添加佃煮・煮豆・昆布巻・惣菜を製造しています。「業務スーパー」
約600店舗に商品を供給し、他にもホテル・旅館をはじめ、国内に幅広く商品をお届けしています。「新味の創造」をコンセプトに、独自の食品加
工技術の開発に努め新しい味覚を創造し、お客様に満足いただける安心・安全な商品づくりに努めてまいります。

販売促進用印刷メディア会社です。販促用チラシ、パンフレット、通販用カタログ、パッケージ、取扱説明書、手さげ袋、包装用紙、のぼり、ホーム
ページ制作、大判用ポスター、タペストリー、ポップ、看板等 、々取り扱っております。最近街を歩くと目につくのがデジタルサイネージです。コンテ
ンツ制作からハードまでを取り扱っております。

当社は1954年に明石で創業し、地元の企業様に支えられながらおかげさまで今年で創立59年を迎えております。現在では兵庫県下に5つの
拠点を構え、OA機器の総合商社として営業活動の基本でありますCS＝お客様満足度を常に向上させるよう日々努力しております。今後とも第
一電子株式会社をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

（株）サーテック永田は、めっき・表面処理加工の専門メーカーです。各種産業界において、より高品質・高付加価値の表面処理が求められてい
ます。私たちは新たなる表面処理技術への挑戦を求め、幅広いニーズに創業以来67年間培ってきた、高い技術と優れた品質で、表面処理加工
をご提供いたします。

シバタ工業株式会社

新光検査株式会社

株式会社創味

株式会社ソーエイ

第一電子株式会社

株式会社サーテック永田

〒 674-0082 明石市魚住町中尾 1058

〒 675-2103 加西市鶉野町字西上条 2087-1

〒 674-0093 明石市二見町南二見 12-6

〒 673-0898 明石市樽屋町 6-6

〒 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬 301

〒 673-0028 明石市硯町 1-2-8

tel.078-946-1515  fax.078-946-0523

tel.0790-49-2545  fax.0790-49-2546

tel.078-943-1150  fax.078-943-2104

tel.078-911-2918  fax.078-911-2917

tel.0120-743-506  fax.0120-743-507

tel.078-922-0080  fax.078-922-0081

http://www.sbt.co.jp

http://www.shinkoukensa.jp

http://www.maejima-food.jp/soumi/soumi.php

http://www.so-eip.co.jp/

http://www.ddk.ne.jp/http://www.ddk.ne.jp/

http://www.surtech.co.jp

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

J-2

F-1

H-4

C-4

H-2

G-2

躍進する企業

当社は、各種工事現場で使われる移動式クレーンの専門メーカーです。1999年に神戸製鋼所から分社化される以前からの長い歴史と技術ノ
ウハウを有しています。クローラークレーンとホイールクレーンの幅広い製品ラインナップにより、「お客様の笑顔のために」を目指して製品づく
りをしています。2011年・2012年にはインド・中国に新工場を立ち上げるなど、世界各地へ質の高い製品を細やかなサービスとともにお届けし
ています。

コベルコクレーン株式会社
〒 674-0063 明石市大久保町八木 740 tel.078-936-1331  fax.078-936-1390

http://www.kobelco-cranes.com/jp/出展ブース

J-4
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当社は各種プリント基板実装・電子機器ユニット製造・電気検査・完成品出荷までを主たる業務とし、2013年9月新規トレーディング事業を立
ち上げました。環境ソリューション型システムを提唱する（株）テックコーポレーションの販売代理店として、驚異の除菌、脱臭、洗浄力を持つ電
解水供給装置と、今話題の-600mvの高い還元力で体の錆をとる水素水サーバーを全国展開しています。

各種プラント設備、設計・製作～据付・配管工事、保守、メンテナンス工事など、創業60年のノウハウと技術で様々な要望にお応えします。その
技術を生かして製作された高収率低温炭化装置「エコタン-191」も「誰でも簡単に炭が焼ける」と好評です。

世界に対抗できるゴム会社を目指して、1913年（大正2年）7月に内外護謨合資会社が神戸で誕生しました。創業以来、ゴム工業界のパイオニア
としてお客さまより高い信頼を頂戴してまいりました。工業用品、スポーツ用品、シューズ、自動車タイヤ用チューブなど独自の製品開発で、安全
で安心できる製品を提供しております。2013年（平成25年）7月には、創業100年を迎え、永年培ってきた技術・経験・高い信頼性を生かし、高
品質の製品づくりに邁進し社会貢献を果たしていく所存です。

主に筐体に収まった盤物の設計・製作を行っています。筐体設計、回路設計から行っていますので、インターネットやカタログに掲載されていな
いもの等、ご相談下さい。

明治元年（1868年）、魚住の村で醤油づくりをはじめてから、少し甘めの「マルジュー醤油」は、今もなお引き継がれており、「この醤油でないとあ
かんわ～」というあたたかいお声に支えられております。また当社では、各種調味料や「明石たこカレー」をはじめ、ご当地加工品などの開発・製
造・販売にも力を注いでおり、「全国の食卓に笑顔をお届けしたい」という思いを込めて、日々努力しております。

弊社は、機械設計を中心とした専門技術サービス業です。サービス内容は設計だけではなく、【技術者派遣】【制作】【解析】【評価】【図面翻訳】
など、設計に関わる様々なサービスを行っています。今回は【リバースエンジニアリング】についてご提案いたします。これは実物を3次元測定に
よりデータ化し３Dモデルや２D図面を作成するサービスです。ご要望がございましたら、是非お問い合わせください。

株式会社テクノシンセイ

巴製缶株式会社

内外ゴム株式会社

株式会社大尚

西海醤油株式会社

株式会社ダイセキ

〒 674-0092 明石市二見町東二見 948-1

〒 675-0025 加古川市尾上町養田 1524-1

〒 674-0084 明石市魚住町西岡 2050

〒 675-0113 加古川市平岡町中野 249-1

〒 674-0071 明石市魚住町金ヶ崎 1705

〒 673-0898 明石市樽屋町 1-29

tel.078-942-1467  fax.078-943-2629

tel.079-453-6001  fax.079-453-6008

tel.078-944-0650  fax.078-942-0284

tel.079-435-8888  fax.079-435-4362

tel.078-946-0141  fax.078-946-1855

tel.078-917-5504  fax.078-912-1653

http://www.akashi-shinsei.co.jp/

http://www.tomoe-eco.co.jp

http://www.naigai-rubber.co.jp/

http://daisyo.sakura.ne.jp

http://www.nishiumisyouyu.com/

http://www.dai-seki.co.jp/

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

B-3

D-4

E-4

D-1

J-5

B-5

（一社）日本自動車販売協会連合会は、自動車の健全な普及と流通・環境面等の改善、整備を図るために設立した自動車ディーラーの全国組
織です。兵庫県支部では、企業倫理意識とコンプライアンスの周知徹底を図るとともに交通安全活動、環境保全等へ協力を行っております。
例年開催されます神戸カーライフフェスタでは、後援団体として環境・安全に優れた次世代自動車(エコカー)の普及促進への協力を行ってお
ります。

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会兵庫県支部
〒 658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町33 兵庫県自動車会館内 tel.078-441-1501

出展ブース

M-2
http://www.jada.or.jp/
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当社は、富士通（株）電子管時代に先人達が培ってきた真空管製造技術を応用し、ガラス-金属接合技術（ガラス-金属変換チューブ）、異種金属
接合技術（ブレージング/メタライズ）をはじめとし、石英・ガラスなどの火加工や機械加工、ガラス平面接合、石英・ガラス細線加工技術などを
得意としております。是非、当社の技術を手にとってお確かめください。

弊社は特注の計測器、検査装置の開発を手がけており、特に磁気探傷、微小静電容量計測、微小信号処理、画像処理技術などを得意としてお
ります。お客様の検査・計測に関する課題に、最適なご提案でハードからソフトまでシステムでサポートいたします。

弊社は1934年11月に「世の中の役立つものをつくりたい」という創業者の想いから、合成樹脂製品・金型製作メーカーとしてスタートいたしまし
た。近年では重電・鉄鋼・化学など各プラント向けの配電盤に使用される電気器具・端子台などの電機部品/絶縁部品や産業/重電向けユニット
の筐体・部品の設計～製作～生産を手がけております。今後も創業以来培ってきた経験を基盤に、お客様の信頼を得られるべく挑戦を続けて
まいる所存です。

当社明石製作所は、1911年（明治44年）、日本初の高速度鋼（ハイス鋼）ドリルの生産に始まり、ホブ、ブローチ、エンドミル等多種多様な切削工
具を製造しており、一昨年の2011年にはハイスドリル製造開始100周年を迎えました。これからも明石製作所を発信源とし、世界標準となる切
削工具の製造を目指すと共に「世界に羽ばたき」、「人と社会と地球のために」貢献してまいります。

富士通グループは、常に変革に挑戦し続け 快適で安心できるネットワーク社会づくりに貢献し 豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供し
ます。 Shaping tomorrow with you "お客様とともに豊かな未来を創造する" それが、社会に対する私たち富士通の約束（ブランドプロミ
ス）です。

富士通特機コンポーネント株式会社

北斗電子工業株式会社

株式会社水田製作所

三菱マテリアル株式会社 明石製作所

富士通株式会社 神戸支社

〒 674-0054 明石市大久保町西脇 64

〒 669-1148 西宮市名塩東久保 2-36

〒 673-0023 明石市西新町 3-13-5

〒 674-0071 明石市魚住町金ヶ崎西大池 179-1

〒 650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル

tel.078-934-6371  fax.078-934-0488

tel.0797-62-0131  fax.0797-61-0066

tel.078-923-0673  fax.078-923-6124

tel.078-936-1565  fax.078-936-1492

tel.078-361-2838  fax.078-361-3109

http://jp.fujitsu.com/group/tsl/tcl/

http://www.hokuto-ele.co.jp

http://www.mizuta-inc.com

http://www.mmc.co.jp

http://www.fujitsu.com

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

G-3

E-6

F-2

E-3

D-5

躍進する企業

ノーリツグループは、温水機器、温水暖房、太陽光発電システム、浴室・厨房関連機器の製造・販売事業及びこれに付帯するサービス事業を
行っており、お湯を基軸とした豊かな暮しづくりに貢献する活動を展開しています。2011年に創業60周年を迎え、新たなグループビジョン「新
しい幸せを、わかすこと」を策定し「お湯を超えていくノーリツグループ」として社会と当社グループの持続可能な発展を目指しております。

今では一般的に使用されているアルミサッシですが、約50年前迄は腐食の問題により、建材用途には不向きでした。アルマイト処理したアルミ
は電気を通さない絶縁体と考えられていましたが、その固定観念を打ち破り、電気を流すことによる防食処理（ハニライト法）に成功しました。
当社は世界で初めて、アルマイト上への電着表面処理を可能とし、アルミ建材の飛躍的な普及に貢献したテクノロジーに代表される自社独自の
機能性処理剤を研究開発・製造・販売・技術サポート迄を一貫して手掛けている研究開発志向型の企業です。

株式会社ノーリツ

ハニー化成株式会社

〒 674-0093 明石市二見町南二見 5

〒 674-0091 明石市二見町福里 704 番地

tel.078-941-3221  fax.078-941-2279

tel.078-942-0082  fax.078-942-3721

http://www.noritz.co.jp

http://www.honny.co.jp

出展ブース

出展ブース

G-1

E-5



11

地域における職業能力開発の拠点として、求職者を対象とした各種職業訓練及び在職者を対象とした能力開発セミナーをはじめ、多くのプロ
グラムを用意し、多様なニーズに応えています。さらに、従業員の職業能力開発を行う事業主団体及び事業主の方々に施設・設備の開放や訓練
の実施についての各種相談・援助を行っています。

当社は1922（大正11）年、川西機械製作所製衡部として創業以来、「信頼・技術・創造」を合言葉に計量の世界を拓いてきました。"はかり"を通
じて、公正な取引と安全性を確保することが大和製衡の使命です。これからも、産業発展へ、生活向上へ、一層の貢献をしてまいります。

機械、電気、土木、建築各分野の明石高専卒業生及び趣旨賛同のベテラン技術者が集い、技術相談、社会教育の推進・支援等を通じた地域経
済活性化への貢献を目的とし、2006年に当法人を設立しました。以来8年間、明石高専・テクノセンターとの協働体制を強化しつつ、講演・講習
会の開催や地域企業への技術相談等に取組んでいます。

ユーア化学研究所は1938年に創業、尿素の研究から肥料・飼料の製造を開始。1958年には酵素洗顔料を開発、その後酵素入浴剤・化粧品
の製造販売に至ります。顧客第一、商品の安全性、品質の向上にこだわり、ＯＥＭ商品を含む、全商品を自社工場で製造しています。
「お客様にご満足いただき、安心してお使いいただける環境にもやさしいモノづくり」を念頭にみなさまの暮らしを応援しつづける企業であり
たいと願っています。

本校は、5年間の学科（機械、電気情報、都市システム、建築）とその後2年間の専攻科（機械電子システム、建築都市システム）を持つ高等教育
機関です。本校の知的資源を活用した技術支援及び地域を中心とする企業や地方公共団体などとの共同研究、受託研究への取り組みを積極
的に行っています。ブースでは高専ロボコン出場ロボットの展示を行っています。是非ご覧ください。

当社は、『今日を愛する』を企業スローガンとし、「人の清潔、人の健康、人の快適、そして人の環境を守り続け、価値ある未来をつくる、くらしとこ
ころの価値創造企業」です。明石工場では、ハブラシ、ハミガキのオーラルケア製品の生産を行っています。
これからも、皆様に安全に安心してお使い頂ける製品を、愛される製品を生産していきます。

独立行政法人 加古川職業能力開発促進センター（ポリテクセンター加古川）

大和製衡株式会社

NPO法人 技術者集団 ACT135 明石

株式会社ユーア化学研究所

明石工業高等専門学校

ライオン株式会社 明石工場

〒 675-0051 加古川市東神吉町升田 1688-1

〒 673-8688 明石市茶園場町 5-22

〒 653-0021 神戸市長田区梅ヶ香町 2-11-11

〒 651-2401 神戸市西区岩岡町岩岡 2193-1

〒 674-8501 明石市魚住町西岡 679-3

〒 674-0084 明石市魚住町西岡 800

tel.079-431-2516  fax.079-431-2740

tel.078-918-5511  fax.078-918-5552

tel.078-969-3000  fax.078-969-3110

tel.078-946-6148  fax.078-946-6041

tel.078-942-1111  fax.078-942-6631

http://www.yamato-scale.co.jp/

http://www.ua-c.com

http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/kakogawa/

http://gijutsusha-syuudan.org

http://www.akashi.ac.jp/

http://www.lion.co.jp/

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

C-2

E-2

C-1

J-1

L-1

F-5

企業を支える支援機関等
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公益財団法人 新産業創造研究機構（NIRO）は、①産学官連携による新技術・新製品の研究開発、②大学等や民間の高度な技術の地域企業
への移転、③研修・技術支援による競争力の高い中小企業・起業家等の育成、等の事業を行うことにより、新産業の創造と既存産業の発展を
推進し、産業振興による地域活性化に貢献することを目指しています。

日本政策金融公庫は100％政府出資の政府系金融機関です。日本政策金融公庫は、中小企業、小規模事業者や農林漁業の皆さま、お子さま
の教育資金を必要とする皆さまを全力で応援します。

東播磨地域ビジョンは、地域住民が主体となってつくったもので、「東播磨をこんな地域にしたい」といった夢や願いが描かれています。東播磨
地域ビジョン委員会は、ため池や水路、加古川、明石海峡や播磨灘に面した海岸などの豊かな「水辺」と、播磨臨海工業地帯の一部を形成し、
人々の豊かな生活を支える産業の集積がある「ものづくり」のまちで、誰もが生き生きと暮らし、育ち、学び、働けることをめざし、活動していま
す。

科学技術への期待や科学技術をめぐる新しい情勢を的確に把握し、産学官の連携強化や先駆的な研究への助成、及びその研究開発成果の
県下産業への技術移転の促進、さらには科学技術の普及啓発や未来を担う青少年の人材育成などに力を尽くしています。また、播磨地域を中
心とした地域産業の技術高度化と活性化に係る共同研究開発、産学官交流団体等との連携、研究コーディネーター活動や開放型ものづくり
機器の運営と指導等を行っています。

中小企業等が経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みを受け付け、経営課題を把握し、課題に対応した知
財活動を支援します。特許、実用新案、意匠、商標、著作権、ノウハウ等知的財産の取得活用の相談窓口です。専門家派遣、弁理士相談等も行っ
ております。中小企業等対象に知的財産相談をします。発明、デザイン、ブランド、ノウハウ等相談してください。

兵庫県立工業技術センターでは地域産業の中核的技術支援機関としての使命を踏まえ、中小製造業への徹底した技術支援サービスと新技
術、新製品の開発を積極的に行っています。また、ものづくり基盤を支える産学集積群の形成と育成を図り、県内企業の活性化に貢献します。

レーザ等の高エネルギー密度熱源を用いた溶接等加工技術の調査研究、情報提供、普及活動等とともに、平成13年には地域企業参画型の産
業活力創成拠点である「ものづくり支援センター」を開設し、地域企業に対して「ものづくり」技術全般についての技術相談、装置の開放利用、
人材育成、技術開発等の事業を通して支援を行っています。

公益財団法人 新産業創造研究機構

日本政策金融公庫

東播磨地域ビジョン委員会

公益財団法人 ひょうご科学技術協会

一般社団法人 兵庫県発明協会

兵庫県立工業技術センター

一般財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所（AMPI)

〒 650-0047 神戸市中央区港島南町 1丁目 5-2 （神戸キメックセンタービル 6F）

〒 673-0898 明石市樽屋町 8-36

〒 675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木 97-1（兵庫県東播磨県民局内）

〒 650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 県庁 1号館 6 階

〒 654-0037 神戸市須磨区行平町 3-1-12 兵庫県立工業技術センター内技術交流館 1階

〒 654-0037 神戸市須磨区行平町 3-1-12

〒 660-0083 尼崎市道意町 7-1-8

tel.078-306-6806  fax.078-306-6813

tel.078-912-4114  fax.078-912-2307

tel.079-421-2289  fax.079-421-2289

tel.078-362-3845  fax.078-362-3851

tel.078-731-5847  fax.078-731-6248

tel.078-731-4033  fax.078-735-7845

tel.06-6412-7736・7800  fax.06-6412-8266

http://www.niro.or.jp

http://www.jfc.go.jp

http://web.pref.hyogo.lg.jp/area/e_harima/area_00019.html

http://www.hyogosta.jp

http://www.hyogo-kg.jp/

http://www.jiiihyogo.jp

http://www.ampi.or.jp

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

C-3

E-1

B-2

A-5

A-4

A-3

A-6

企業を支える支援機関等
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県内産業の振興による経済の発展を目指し、中小企業等の経営課題の解決、設備投資・小売商業・下請取引等の支援を行っています。また国内
企業並びに外国・外資系企業の県内誘致や県内企業の海外展開にかかる情報提供も行っています。

「ものづくり体験館」では、将来の進路を考える上で重要な時期となる中学生等に対し、本県産業の礎となるものづくりへの関心を高め、職業
としてのものづくりの魅力、奥深さを伝えるため、職業教育の一環として、本格的なものづくり体験の機会と場を提供します。技能士の技やもの
づくり企業の製品の展示のほか、「ひょうごの匠」をはじめとする熟練技能者からの直接の手ほどきにより、ものづくりの過程やそこに生かされ
ている技に気づき、ものづくりの楽しさ、奥深さを体験します。

情報通信研究機構は、我が国の情報通信技術（ICT）分野の研究開発と事業振興を担っています。中でも未来ICT研究所は、未来のICTの“か
たち”を目指し、ナノ、バイオ、テラヘルツ、量子という技術分野を基礎として、情報通信における最先端そして革新的技術の基礎的研究を進めて
います。展示では、有機材料を用いた光通信デバイスの研究を中心に、産業展開の技術を簡単にご紹介いたします。

兵庫県立大学が取り組んでいる技術相談、共同研究、セミナー開催などの産学連携活動内容についてポスター展示と配布資料によりご紹介し
ます。また兵庫県立大学が管理運営している中型放射光施設（ニュースバル）による放射光分析、微細加工（LIGA）などの産業利用内容（実体
験のための研修や産業利用方法等）についてもご紹介します。

明石市内に事業所を持つ中小企業者と支援者の集まりです。平成18年4月に企業11社、支援4団体の参加の下、「ものづくりネットワーク明石
（通称タコテクネット）」の名称で発足。中小企業の技術の結集、地域社会への貢献、企業間ネットワークの構築、子供達の科学・技術離れの防
止を目指して活動しています。メンバー企業の入退会もあり現在は企業・NPO会員7社、個人会員2名、支援3団体で毎月定例会を開催する他、
明石っ子まつり等に参加しています。

公益財団法人 ひょうご産業活性化センター

兵庫県立ものづくり大学校ものづくり体験館

独立行政法人情報通信研究機構 未来ICT研究所

兵庫県立大学

ものづくりネットワーク明石

〒 651-0096 神戸市中央区雲井通 5-3-1 サンパル 6 階

〒 670-0943 姫路市市之郷 1001-1

〒 651-2492 神戸市西区岩岡町岩岡 588-2

〒 670-0962 姫路市南駅前町 123（県立大学産学連携機構）

〒 673-0003 明石市鳥羽 1472-9

tel.078-291-8508  fax.078-291-8190

tel.079-240-7081  fax.079-224-2317

tel.078-969-2100  fax.078-969-2200

tel.079-283-4560  fax.079-283-4561

tel.078-927-2602  fax.078-927-2602

http://web.hyogo-iic.ne.jp

http://taikenkan.monodai.ac.jp

http://www.nict.go.jp/advanced_ict

http://www.u-hyogo.ac.jp/industry/index.html

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

A-2

B-5

L-2

L-3

B-4

明石市はため池や川が多く、都市にあっても自然に恵まれた町です。明石市環境部では、この豊かな自然を次の世代に引き継げるよう、生物多
様性の保全や地球温暖化対策、ごみの減量・リサイクルに取り組んでいます。また、市民の皆様に安全に安心して暮らしていただけるように、
ごみやし尿の収集・処理、大気・水環境の保全、ポイ捨ての防止などに取り組んでいます。

『時のまち、海峡のまち、魚のまち、歴史と自然に恵まれたまち明石』こんなすばらしい街を観光客や市民の皆様にもっと知っていただけるよう
にと、ホームページや観光案内所で情報を発信し、地元の特産品と共にPRしています。市内の観光ボランティアガイドをご希望される方は当
協会へご連絡ください。

明石市環境部

明石観光協会

〒 674-0053 明石市大久保町松陰 1131

〒 673-0882 明石市相生町 2-7-12

tel.078-918-5029  fax.078-918-5107

tel.078-918-5080  fax.078-911-0579

http://www.yokoso-akashi.jp

出展ブース

出展ブース

M-1

A-1

http://www2.city.akashi.lg.jp/kankyou/earth_kankyou_ka/ecoist/
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