


●日本フネン株式会社
●8K・遠隔医療展示（デジタルとくしま推進課）
●株式会社フクブル朝日音響株式会社
●フジスレート株式会社
●冨士ファニチア株式会社
●株式会社松浦機械製作所
●株式会社松島組
●株式会社マルアート
●株式会社丸本
●港産業株式会社
●未来環境エネルギー計画株式会社
●ミライク株式会社
●睦技研株式会社
●ものづくり企業GX推進コンソーシアム
●森正株式会社 おぶつだんの悟空
●株式会社ヤマト
●株式会社ヨコタコーポレーション
●四電エナジーサービス株式会社

●とくしま産業振興機構 創業事業者支援ブース
●徳島市産業支援交流センター
●徳島信用金庫
●徳島大学研究・産学連携部地域産業創生事業推進課
●徳島大学 研究支援・産官学連携センター
●徳島大学理工学部知能情報コース
●徳島大学理工学部光システムコース
●株式会社徳島大正銀行
●とくしまDX推進センター
●とくしまテレワーク推進コンソーシアム
●とくしま伝統産業振興協会
●徳島版ESG地域金融活用協議会
　（事務局徳島県グリーン社会推進課）
●徳島文理大学人間生活学部建築デザイン学科
●とくしま六次産業化推進連携協議会
●有限会社中井恒次商店
●株式会社中村両栄舎印刷所
●西日本電信電話株式会社徳島支店

●TOKUSHIMA CREATORS LIBRARY
●徳島県危機管理環境部グリーン社会推進課
●徳島県危機環境部消費者くらし安全局消費者政策課
●徳島県教育委員会
●とくしま健康寿命延伸産業創出プラットフォーム
●徳島県食品工業協会
●徳島県商工労働観光部新未来産業課
●徳島県信用保証協会
●徳島県危機管理環境部水素グリッド推進室
●徳島県政策創造部万博推進課
●徳島県中小企業団体中央会
●（一般社団法人）徳島県農業会議
●徳島県農林水産部農山漁村振興課
●徳島県保健福祉部健康づくり課
●徳島県マイナンバーカード出張申請サポート
●徳島県木材協同組合連合会
●徳島県よろず支援拠点
●徳島県立工業技術センター

●株式会社シケン
●四国アセチレン工業株式会社
●四国化工機グループ
●株式会社四国銀行徳島営業部
●四国計測工業株式会社
●四国システム開発株式会社
●四国大学 光・アート事業
●株式会社シャースプ
●株式会社庄の屋
●振動イヤホン株式会社
●全国通運連盟／JR貨物
●ソフトバンク株式会社
●第61回徳島県発明工夫展
●株式会社テクノスモトキ
●株式会社TERAZAWA
●株式会社電信
●東西電工株式会社
●とくしまIoT等推進ネットワーク

●イツモスマイル株式会社
●INPIT徳島県知財総合支援窓口
●有限会社円満
●大久保産業株式会社
●大阪電機工業株式会社
●株式会社オール
●環境省ナノセルロースプロモーション
●環境省・名古屋大学
　All GaNビークルプロジェクト
●環境配慮型ワーケーションモデル創出会議
●きせきれい株式会社
●喜多機械産業株式会社
●株式会社クエスト
●株式会社クラッシー
●KDDI株式会社
●佐々木たたみ店有限会社
●貞光食糧工業株式会社
●株式会社GF

●株式会社アイデル
●AKI+秋月木工有限会社
●アジア株式会社
●あたらしやアグリバイオ株式会社
●阿南工業高等専門学校
●株式会社アニバ出版
●株式会社阿波銀行
●阿波スピンドル株式会社
●阿波製紙株式会社
●有限会社アワパック
●石原金属株式会社

13:30
15:30

～

10/14金

［徳島県］
人口減少により国内市場が縮小する中、これまでの産業・観
光分野での友好関係にある台湾とのビジネスセミナーを開
催し、県内企業の海外展開を促進します。

10/13木 10/13木
14:30
16:40

～ 台湾との交流式典及び経済セミナー

［一般社団法人徳島県発明協会］
第１部　知財ビジネスマッチングセミナー

開放特許で新事業をスピード開発！
第２部　知的財産活用促進セミナー

知財管理としての不正競争防止法の活用
講師／知財ビジネスマッチングセミナー：

ディスプロ株式会社代表取締役社長 桑原良弘氏
知的財産活用促進セミナー：
辻村法律特許事務所 辻村和彦氏

13:00
17:00～

～ 第１部 知財ビジネスマッチングセミナー
第２部 知的財産活用促進セミナー

［徳島県、四国「自然・水素エネルギー」普及啓発実行委員会］
四国内の事業者の皆様を対象に、「2050年カーボンニュー
トラル」「グリーン社会」の実現に向けて、先進的な取組みを
展開する企業の方を招へいし、「自然エネルギー」や「究極の
クリーンエネルギー・水素」を取り巻く「最新の動向」や「先進
事例」を共有する講演を実施します。
講師／広島大学教授 市川貴之氏
　　　大阪ガス（株）マネジャー 横山晃太氏
　　　ヤマト・H₂Energy Japan（株）代表取締役社長 平瀬育生氏

四国「自然・水素エネルギー」ビジネスセミナー

13:30
16:00

～
［徳島県］
地域産業技術セミナー：県内産業振興を目的として、新しい
技術や動向を紹介します。今年は、特別講演として、感性計測
工学の第一人者である産総研人間拡張研究センターの梅村
先生をお招きし、最新の研究成果についてセミナーを開催い
たします。あわせて、工業技術センター職員による研究成果
発表も行います。関心をお持ちの方はぜひご参加ください。
講師／国立研究開発法人 産業技術総合研究所

人間拡張研究センター 認知環境コミュニケーション研究チーム
研究チーム長 梅村浩之氏

サテライト会場 工業技術センター

10/14金

15:00
17:00

～
［学校法人四国大学 光・アート事業］
四国大学では、徳島県の助成を受けて「徳島光・アート教育
人材育成事業」を実施しています。この事業では、光アートビ
ジネスの可能性を考える講座や光アートの要素技術を身に
つける講座を本学教員が講師となって実施しています。今回
はそうした取り組みを広く知っていただく場として成果報告
会を開催することとしました。
講師／四国大学 学長 松重和美氏
　　　四国大学 生活科学部教授 奥村秀樹氏
　　　四国大学 経営情報学部教授 大野宏之氏

徳島光・アート教育 人材育成事業（T-LAP）成果報告会

10/15土

10:00
12:00

～
［徳島県／徳島県科学技術県民会議］
「未来社会における“メタバース”の可能性」をテーマとした各
分野の第一人者によるパネルディスカッション、科学技術分
野の功労者の表彰式を開催します。

科学技術・未来創造シンポジウム

13:30
15:10

～
［とくしま健康寿命延伸産業創出プラットフォーム
（徳島県商工労働観光部新未来産業課）］
徳島県では、地域資源を活かした機能食品の創出を促進して
おります。本セミナーは、機能性表示食品と栄養機能食品に
ついての概要や市場性、制度活用の流れなど初歩的な内容
についてのセミナーです。保健機能食品に御関心のある事業
者や自社商品に新たな付加価値をつけたいと考えている事
業者の皆様はぜひ御参加ください。
講師／公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 機能性食品部 

部長代理 岩崎英明氏

保健機能食品制度活用入門セミナー

10:30
15:00

～

［学校法人四国大学 光・アート事業］
四国大学が実施する「徳島光アート教育人材育成事業」の研
究員を講師として、小学生向けにLEDプログラミングの講座を
実施します。マイコンと呼ばれる小さなコンピュータとフルカ
ラーLEDを使って、オリジナルの光アートを楽しんでください。

LEDをプログラミングで制御して
光のアートを体験しよう

10:30
15:00

～

［徳島県政策創造部地方創生局デジタルとくしま推進課］
子どもたちがプログラミングや映像制作、デザイン思考など
のデジタル技術を楽しく学ぶ機会をチャレンジメッセ内に設
けることにより、徳島の産業を学ぶとともに将来のデジタル
人材の育成を図ります。第４会議室ではネイテック吉野川と
佐藤デザイン工房による親子で楽しく学べる映像制作講座
とデザイン思考講座を開催します。

ICT(愛して)学びプロジェクト
in徳島ビジネスチャレンジメッセ［徳島県商工労働観光部新未来産業課］

脱炭素社会の実現に向けて、GXの推進による経済と環境の
好循環につながる取組みが重要となっています。本フォーラ
ムでは、主にものづくり企業を対象とした、環境負荷の小さい
素材であるバイオプラスチックを活用した製品開発などに関
する最新情報や先進事例を徳島から発信します。

ものづくり企業GX推進フォーラム

［徳島県商工労働観光部新未来産業課］
徳島県と公益財団法人とくしま産業振興機構は「とくしまDX
推進センター」を開設し、県内企業のDX実現に向けた取組を
支援しています。このたびはDXに係る徳島県内企業の先駆
的な取組について、御紹介します。
講師／船場化成株式会社 人事・経理課 課長 黒川真吾氏

10:30
12:00

～ DX情報発信セミナー

［徳島県・特定非営利活動法人環境首都とくしま創造センター］
日本に比べ、世界におけるイノベーション関連の指標は堅調
です。発明や創作を尊重し発展し続ける米国を中心に世界の
イノベーションの動きを紹介しながら、環境分野の可能性や
オープンイノベーションの在り方について解説します。
講師／世界知的所有権機関（WIPO）日本事務所長 澤井智毅氏

10:30
12:00

～ 脱炭素社会構築に向けた知財活用セミナー
（とくしま脱炭素対策マイスター講座）

［とくしま六次産業化推進連携協議会］
徳島県の地域資源を生かした高付加価値商品の創出を支援
セ ミ ナ ー：各地の農工商連携による事例から学ぶブラ

ンドマネジメント
異業種交流会：6次産業化に取り組む農林漁業者と多様な

業種の事業者の出会いを支援します

13:30
17:00

～ 農工商連携・６次産業化セミナー
＆異業種交流会

13:30
16:30

～

［徳島県、株式会社STNet］
本セミナーでは、徳島県主催、(株)STNetの特別協賛のもと、
デジタル産業に携わる企業が集まり、【DX】をメインテーマに
最先端技術の活用方法、デジタル技術を活用した新しいワー
クスタイルの創出、デジタル社会に必須の最新セキュリティ
対策などの講演を実施します。

10:30
16:20

～ とくしまICT バザールセミナー2022
powered by STNet

徳島ビジネス
チャレンジメッセ2022
出 展 者 一 覧 表

Tokushima Busines Challenge Messe
徳島ビジネスチャレンジメッセ 2022


