しょくBiz

にいがた 食と総合ビジネス商談会

未来に向けた
生産性向上

i

「しょくエコプラス！」が全業種を対象とした商談会にリニューアル！
日時 平成30年

5月16日㊌

10：00〜17：00

会場

朱鷺メッセ 展示ホール

ブース出 展 20 0ブ ース

来場者
募集

（予定）

食、農業、環境、健康、製造・加工技術、ギフト・雑貨、流通・サービス、
建設・住宅、情報・ソフトウェア、コンサルティング、その他
※出展企業はホームページからご覧いただけます。

しょくBiz!

検索

〒950-0078
新潟市中央区万代島6-1

入場無料

ホームページから
お申込みください。

スペシャルステージ
15：00〜16：15

株式会社hapi-robo st 代表取締役社長／ハウステンボス株式会社 取締役CTO

AI、ロボット、IoTの活かし方
〜「変なホテル」にみる生産性向上のヒント〜

富田 直美 氏

［プロフィール］ 富田 直美（とみた なおみ）
ロボット事業会社hapi-robo stの代表を務める傍ら、ハウステンボスの取締役CTO
(最高技術責任者)として、ハウステンボスのロボット事業全般を統括。E-Trinity（自
己・自然節理・環境経済）による幸福世界の実現・持続をライフワークとし、教育、ス
ポーツ、哲学、芸術、デザイン、メカトロニクス、ラジコンなど多岐にわたるマルチ・プ
ロフェッショナルとして活躍。外資系IT企業の日本法人社長など11社の経営にも携
わる。考える塾である"富田考力塾"を全国的に展開中。多摩大学の客員教授も務め
ている。

特別講演＆特別展示

講演／10：30〜11：15

講演／11：30〜12：15

講演／13：00〜13：45

講演／14：00〜14：45

東日本旅客鉄道株式会社
新潟支社
事業部長 中野 博 氏

パラマウントベッド株式会社
さいたま支店 営業二課
石井 敦樹 氏

株式会社クボタ
アグリソリューション推進部
技術顧問 渡辺 広治 氏

本田技研工業株式会社
環境安全企画部
開発技師 佐藤 孝之 氏

JR東日本が
取り組む
地方創生について

IoTを活用した
介護業務の効率化と
個別ケアの実現

クボタのスマート農業が、
新潟県農業の未来を
切り拓く！

ホンダにおける
水素社会の実現に
向けた取り組み

展示

展示

展示

展示

酒米生産から日本酒造りで
はじまる観光流動創出
「JR新潟ファーム・新潟しゅぽっぽ」

最先端見守り介護ロボット
「眠りスキャン」

クボタのスマート農業

クラリティ FUEL CELL
POWER EXPORTER 9000

パネル展示［大学］

新潟大学／長岡技術科学大学／新潟薬科大学
主催：

パネル展示［観光］

雪国観光圏／トキめき佐渡・にいがた観光圏

共催：

後援：新潟県、新潟市、農林水産省北陸農政局、経済産業省関東経済産業局、中小企業基盤整備機構関東本部、にいがた産業創造機構、
新潟県商工会議所連合会、新潟県信用保証協会、新潟大学、長岡技術科学大学、新潟薬科大学、新潟日報社、健康ビジネス協議会
●お問い合わせ先：第四銀行 コンサルティング推進部《西川・田村・大山》☎025-229-8180 ●運営事務局：株式会社 新宣《高橋・長井》☎025-243-6827

しょくBiz

にいがた 食と総合ビジネス商談会

未来に向けた
生産性向上

i

『食・環境・健康の展示商談会（しょくエコプラス！）』が全業種を対象とした商談会に生まれ変わります。
今回のテーマは『生産性向上』。すべての業種の方々に自社製品・技術のPRと商談の機会をご用意するとともに
AI・IoTの活用など『生産性向上』につながる最新の情報を提供します！
来場者
区分

会場アクセスマップ

①農林漁業者 ②建設業、不動産業 ③製造業（食品） ④製造業（その他） ⑤運輸業 ⑥卸売、小売業
⑦飲食店、宿泊業 ⑧医療、福祉 ⑨サービス業、情報通信業 ⑩金融、保険、教育、官公庁、その他

生産性向上ミニセミナー

佐渡汽船
ターミナル

10：30〜10：40 株式会社ＢＳＮアイネット
「今話題のPC操作ロボット
『RPA』による業務自動化」

対象
業種

全業種

10:40〜10:50 株式会社トラステック
「営業マンの私の一日」

対象
業種

全業種

10:50〜11:00 株式会社アイビーシステム
「IoT×働き方改革」

対象
業種

全業種

11:00〜11:10 株式会社ユニテック
「工場仕掛品トレーサビリティシステム紹介」

対象
業種

③製造業（食品） ④製造業（その他）

11:10〜11:20 株式会社トラスト
「食品業界の『課題』
をスピーディーに『解決』」

対象
業種

③製造業（食品）
⑨サービス業、情報通信業

朱鷺メッセ
Toki Messe

D駐車場
当日無料
おもいやり
駐車場

休 憩
⑥卸売、小売業 ⑦飲食店、宿泊業
⑧医療、福祉 ⑨サービス業、情報通信業
⑩金融、保険、教育、官公庁、その他

11:40〜11:50 株式会社植木組
「３次元モデル活用促進による生産性向上」

対象
業種

①農林漁業者

11:50〜12:00 フラー株式会社
「アプリによる020ソリューション、実例から見るその可能性」

対象
業種

②建設業、不動産業 ⑥卸売、小売業
⑦飲食店、宿泊業
⑨サービス業、情報通信業

12:00〜12:10 株式会社第一印刷所
「ＶＲで広がる新しい伝え方」

対象
業種

②建設業、不動産業 ③製造業（食品）
④製造業（その他） ⑦飲食店、宿泊業

②建設業、不動産業

→至紫竹山

11:30〜11:40 株式会社バリューデザイン
対象
「電子マネーの新潮流〜来店頻度と客単価アップによるさらなる囲い込施策〜」 業種

万代島ビル内
民間駐車場

I.C

柳都大橋

大学・観光ミニセミナー

13:00〜13:15 新潟大学
「生産性向上に役立つ『大学との共同研究』」

対象
業種

全業種

13:15〜13:30 長岡技術科学大学
「超イノベーション！
（何を、どう作るかの結論）」

対象
業種

全業種

13:30〜13:45 新潟薬科大学
「高圧処理を利用した新規な日本酒醸造技術の開発」

対象
業種

①農林漁業者 ③製造業（食品）
④製造業（その他） ⑤運輸業
⑥卸売、小売業 ⑦飲食店、宿泊業

↓至万代方面

同時開催

休 憩

14:00〜14:15 雪国観光圏
対象
「『100年後も雪国であるために』雪国観光圏がすすめる観光地域づくりとは」 業種

全業種

14:15〜14:30 トキめき佐渡・にいがた観光圏
「『鬼が舞う、祭礼の島へ』
〜観光で地域を元気に〜」

全業種

対象
業種

◎事前予約型個別商談会
◎観光マッチング商談会

にいがた 食と総合ビジネス商談会 来場事前登録の手順
ステップ

1

ステップ

2

にいがた 食と総合ビジネス商談会ホームページの「お申込み」ページへ進み、
「来場申込」の必要事項を入力し、お申込み
ください。お申込み後、登録メールアドレス宛に申込確認メールが送信されます。
商談会当日は、ステップ1で届いた申込確認メールを印刷し受付までご持参ください。
※申込方法およびお申込み後の追加修正については運営事務局まで電話かメールにてお問い合わせください。

■運営事務局・
・
・株式会社新宣〈担当：高橋、長井〉〒950-0983 新潟市中央区神道寺2-3-23
TEL.025-243-6827 FAX.025-241-0768 E-mail : info@shoku-biz.jp

来場事前登録をしなくても入場可能です。その場合、名刺を2枚ご用意ください。よりスムーズに入場いただけます。

※当日は受付の混雑が予想されます。来場事前登録をいただくと、

個人情報の取扱いについて
ご入力いただいた情報は、主催者、共催者及び運営事務局等の関係者が取得・管理し、①「にいがた 食と総合ビジネス商談会」の運営に必要となる情報の作成、②出展者の取引見込先となりうる来場者の紹介、
来場者の取引見込先となりうる出展者の紹介、③主催者、共催者が取扱う商品・サービスのご案内の目的にのみ使用いたします。

平成30年3月27日現在

