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スマートフォンをお持ちの方は、新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）をインストールしたうえでのご来場をお願いします。

ご来場の
前に 検　温 ソーシャル

ディスタンス 換　気 入場制限消毒液の
設置マスク

にいがたBIZ EXPOは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行っています。国、都道府県による要請・指示などに基づき開催いたします。

2022

10.13THU⇒10.14FRI
新潟市産業振興センター
新潟市中央区鐘木185-10
10：00～17：00

にいがたBIZ EXPO開催事務局 〒950-8724 新潟市中央区和合町2丁目4番18号

入場無料
来場には事前登録 が必要です

登録は
こちら

来場の
ご案内

IT・情報通信 商社・卸売・小売

建設・不動産

製造サービス

エネルギー・環境 官公庁・教育機関 など150社が出展！

スマートウェア、メタバースといった、未来に向けて開発中のシステムやサービスが集結 ！

近未来予測 ！ トランスフォーム企画展
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社内業務の電子化やインサイドセールス支援サービスなど、すぐに導入可能なトランスフォームサービスを展示 ！

いますぐ実践 ！ 働き方トランスフォーム企画展

2

2022年２大企画 ！今年の特別企画展はココに注目！

詳しくは
こちら

12:30～14:00　主催：新潟市産業振興財団

～スーパー・ササダンゴ・マシンに学ぶ！～「事業承継の現実と変革の野望」
14:30～15:30　主催：凸版印刷（株）

企業活用から見るメタバース概要とトッパンの取り組み紹介

坂井　良宏　氏坂井精機（株）
代表取締役

14:30～16:00　主催：新潟市ソフトウェア産業協議会

カーボンニュートラル社会の実現を目指す富士通の取組み

12:30～14:00
主催：協同組合新潟県異業種交流センター
共催：ニイガタDX推進コミュニティ

新潟県の中小企業DX最前線

濱川　雅之　氏富士通（株） サステナビリティ推進本部
環境統括部長

飛澤　健太　氏凸版印刷（株）
主任

永瀬　俊彦　氏
新潟ベンチャーキャピタル（株）代表取締役社長

（一社）新潟ニュービジネス協議会 理事
（一社）東京ニュービジネス協議会 理事

新潟ベンチャー協会 理事

10:30～12:00　主催：新潟ベンチャーキャピタル（株）

新潟ベンチャーキャピタルが推す、県内有望なベンチャー企業の紹介

10:30～12:00　主催：新潟商工会議所 工業部会

新潟県内産業のDXの推進に向けて －先進事例とDX人材育成の取り組みについて－

13
日 

THU

14
日 

FRI

講演会 ／ 展示会場内【定員80名予定】 ※講演会内容や日時、会場等は変更となる場合がございます。

① 本イベントに来場する5日以内に、ご自身の体調がすぐれないことがあった場合（例：発熱、咳、喉の痛み、味覚・嗅覚に違和感がある等の、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状）は来場しません。
② 本イベントの来場日において、新型コロナウイルスの陽性診断を受け医療機関等から行動制限を受けている場合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けている場合を含む）は来場しません。
③ 本イベントの来場日において、ご自身が新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接触者等と判定されたのち、外出自粛期間を経過していない場合は来場しません。
④ 本イベントに来場する5日以内に、同居の家族や身近な知人などの新型コロナウイルスへの感染の疑われる方がいる場合は来場しません。
⑤ 本イベントに来場する14日以内に政府から入国制限、入国後の経過期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該渡航者との接触がある場合は来場しません。
⑥ 事務局で撮影した写真は、広報、HP、SNS等で使用する場合がございます。ご了承ください。

来場
規約

（スーパー・ササダンゴ・マシン）

◎講演後、富士通Japan（株）よりIT利用イメージを動画・資料にて解説

① （株）ＰＮＨ 
　 代表取締役社長兼ＣＥＯ 小木　將綱 氏

② （株）Matchbox Technologies
　 代表取締役社長 佐藤　洋彰 氏

③ （株）プラントフォーム 
　 営業部本部長 遠崎　英史 氏

④ （株）アクアリゾート 
　 アクアリウム事業部 平澤　和久 氏

講演①　株式会社日東電機製作所
IoTの取り組みにおける事例紹介

講　師 ： （株）日東電機製作所
経済産業省「DX Selection 2022」準グランプリ　

取締役社長　青木　孝浩　氏

《第一部》 講演 新潟県のDX推進を考える　講師 ： ニイガタDX推進コミュニティ 代表　樋山　証一　氏

《第二部》 パネルディスカッション DX推進企業の取り組み紹介　コーディネーター ： 樋山　証一　氏

講演②　農業DX人材の育成に向けた
新潟大学農学部の取り組み

講　師 ： 新潟大学・自然科学系（農学部）
教授　長谷川　英夫　氏

講演③　IoTセンサー等遠隔操作による雪室貯蔵プロセスの
デジタル情報の収集・分析の実践及び食品開発への
応用を目指した実践的教育

講　師 ： 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 教授　曽根　英行　氏

（株）鈴木コーヒー 代表取締役社長
（株）SUPER FUTURE 代表
佐藤　俊輔 氏

（株）サカタ製作所
 取締役 総務部長 
樋山　智明 氏

（株）メビウス ビジネスイノベーション本部
 DXコンサル部 チーフマネージャー
林　雅人 氏

（株）クーネルワーク 共同創業取締役CFO
 兼 （株）DERTA 代表取締役CEO
坂井　俊 氏

（株）モモンガ 
 取締役副社長 パブリシスト
藤原　風香 氏



〒950-8724 新潟市中央区和合町2丁目4番18号（第一和合ビル）　㈱第一印刷所内
TEL.025-285-2210  FAX.025-282-1784　E-mail info@niigata-bizexpo.jp

主催●にいがたBIZ EXPO実行委員会　主管●一般社団法人 新潟ニュービジネス協議会
新潟市、新潟商工会議所、（公財）新潟市産業振興財団、（公財）新潟市開発公社、（公財）にいがた産業創造機構、新潟市異業種交流研究会（協）、新潟市ソフトウェア産業協議会、

（協）新潟県異業種交流センター、新潟県中小企業家同友会、新潟県中小企業団体中央会、（株）大光銀行、新潟信用金庫、新潟県信用保証協会

（公財）環日本海経済研究所、経済産業省関東経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構　関東本部、（一社）東北経済連合会、新潟県、（一社）新潟県商工会議所連合会、
新潟県商工会連合会、新潟経済同友会、（一社）新潟県経営者協会、（一社）新潟青年会議所、（公財）燕三条地場産業振興センター、第四北越リサーチ＆コンサルティング（株）、

（独）日本貿易振興機構　新潟貿易情報センター、（一社）新潟県発明協会、（公財）新潟観光コンベンション協会、（株）第四北越銀行、新潟日報社、朝日新聞新潟総局、
毎日新聞新潟支局、読売新聞新潟支局、産経新聞新潟支局、日本経済新聞社新潟支局、（株）日刊工業新聞社新潟支局、NHK新潟放送局、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ、
TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21、NCV（株）ニューメディア、FM新潟77.5、FM KENTO、NPO法人にいがたデジタルコンテンツ推進協議会

（公社）日本ニュービジネス協議会連合会、（一社）東京ニュービジネス協議会●協 力
●後 援

お問合せ先 ● にいがたBIZ EXPO開催事務局

出展企業・団体一覧 150社・団体／50音順（　　が初出展です）★ 2022年 9月1日現在

NTT東日本 新潟支店
グローリー（株） 新潟営業所★

（株）テクノソリューションズ
（株）ドコモビジネスソリューションズ
凸版印刷（株） 新潟営業所★

長岡技術科学大学 中川匡弘研究室★

新潟コンピュータ専門学校
新潟市 経済部 成長産業・イノベーション推進課

（株）BSNアイネット
（株）メビウス
（株）ライフアップサポート★

ライレボ★

（株）アクアリゾート
Adam Innovations（株）

（株）Ａ－ＴＥＡＭ
（株）ＳＩＣ桑原
NEC★

（株）MAD PRODUCTION
（株）オスポック
（株）グローバルネットコア
サイボウズ（株）
ＣＥＣ新潟情報サービス（株）
GTキャピタルファンド（株）★

JCCソフト（株）
芝通アドバンス（株）★

（株）SUPERFUTURE
奏風システムズ（株）
Zeit（株）★

（株）ディー・オー・エス
テクノホライゾン（株）エルモカンパニー★

新潟雇用労働相談センター
（株）ハーヴィッド
（株）ビットサインテクノス
（株）ヒト・コミュニケーションズ
（株）Matchbox Technologies★

（株）メティエ★

（株）アイビーシステム
アクト通信（株）

（株）エヌ・シー・エス★

（株）エヌ・テー・シー
ＮＮＣ（株）

（株）カミノバ★

キヤノンイメージングシステムズ（株）
クレアニーズ（株）

（株）CommPlusBiz
（株）コンピュータシステム
ZANMAI（株）

（株）新陽社新潟LABO
（株）ジェイマックソフト
（株）綜合システムプロダクツ★

第一コンピュータ印刷（株）
（株）ＴＯＳＹＳ
（株）トーシス新潟
（株）トラスト
新潟市ソフトウェア産業協議会

（株）ビックリマーク
（株）ビット・エイ
富士通Japan（株）★

（株）フジミック新潟
（株）ラネクシー

I-STYLE（三弘舎クリーニング）★

（一社）I have a dream
ＩＳＯＱＡＲジャパン（株）
（株）アドハウスパブリック
（株）イーテック★

NAコンサルティンググループ★

（株）エフザタッチ★

おひるねワークス★

KGM経営戦略製作所★

（株）越路レンタカー
（株）サマンサハート
（株）サン・プロテック
事業協同組合neconote★

（株）shabell★
つばさ税理士法人（（株）つばさM&Aパートナーズ）
ツバメロジス（株）
東部運送（株）/（株）デジタルロジスティクス

（株）新潟日報メディアネット★

（株）BSNウェーブ
富士通コミュニケーションサービス（株）

（株）モザイクワーク
（有）ヤマキ観光★

（株）あさひ総研
（株）共和精工
サクサテクノ（株）

（株）シンテック
（株）第一印刷所
（株）タカヨシ
（株）ツボフジ★

（株）電研社
東北計器工業（株）

（株）TOSEI★
（有）中里スプリング製作所
（株）新潟印刷★

西巻印刷（株）
日東工業（株）★

（株）ハトリ★

ハレパネ屋タカハナ
（株）PNH★

（株）明治★

ヨシダ宣伝（株）★

（株）ルクス・エナジー
（株）ワクイ

愛宕商事（株）
（株）IMAI企画

越後ど発酵共同プロジェクト事務局（（株）プラントフォーム）★

（株）クマクラ★

（株）佳来興産★

（有）シンシン商事★

（株）鈴木コーヒー
（株）スリーピース★

第一理研（株）★

ツルタボルト（株）
（株）ディフェンダー★

（株）トリコ★

新潟加藤測器（株）
（株）はんこ新潟
（株）ペルジュ企画★

ベルパック（株）
マリープラチーヌ（株）

（株）マルサ・コーポレーション★

有希化学（株）
（株）林インターナショナル★

（有）ロジステック

ウィルビー（株） 建材事業本部★

（株）サンユー印刷
（株）シゲル・コーポレイション
（有）住幸
すみれ建装（株）
新潟県板硝子組合連合会

（株）日さく新潟支店
（株）湊創業★

（株）テクノナガイ
東北電力企業グループ
新潟地域脱炭素社会推進パートナーシップ会議

（株）新潟テクノ

赤帽新潟県軽自動車運送協同組合
ケア・アジャスト協同組合★

三条市（県央土地開発公社）★

税理士法人小川会計★

新潟県
新潟県知財総合支援窓口「（一社）新潟県発明協会」
新潟県立大学★

新潟市異業種交流研究会協同組合
新潟広域都市圏連携

（公財）新潟市産業振興財団（ビジネス支援センター）
新潟商工会議所
特定非営利活動法人にいがたデジタルコンテンツ推進協議会
新潟東港運輸（株）（JUAVACドローンエキスパートアカデミー新潟校）★

近未来予測 ！ トランスフォーム 12社

サービス 23社

建設・不動産 8社

エネルギー・環境 4社

官公庁・教育機関・その他 13社

製造 21社

商社・卸売・小売 21社

いますぐ実践 ！ 働き方トランスフォーム 24社

IT・情報通信 24社


