
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。

５Gで新潟を変えていく。～5Gを活用した県内企業のDX推進～
14:30～16:00 主催：新潟市ソフトウェア産業協議会

ポストコロナ・ウィズコロナ時代における事業再構築
10：30～12：00 主催：新潟県信用保証協会

土田 正憲 氏
一般社団法人新潟県中小企業診断士協会　会長
株式会社にいがた事業承継サポート室　代表取締役
新潟県信用保証協会アドバイザリースタッフ

『withコロナ』安心・安全な社内環境づくりのために
14:30～16:00 主催：有希化学株式会社

株式会社エアリッシュ　取締役　常務執行役員 石河 延哉 氏

株式会社NTTドコモ　5G・IoTビジネス部長 坪谷 寿一 氏

株式会社kenma　代表取締役 今井 裕平 氏中小・ものづくり企業の「ビジネス」と「デザイン」
～脱・下請け！顧客志向の「ビジネス・デザイン」で中小企業は変わる！！～

10:30～12:00 主催：新潟商工会議所

12:30～14:00 主催：協同組合新潟県異業種交流センター　共催：新潟県信用保証協会

一般社団法人SDGs支援機構認定
SDGsビジネスコンサルタント 五十嵐 悠介 氏

新潟におけるSDGsに対する学生の意識と、SDGsに取り組む
にいがた企業の取り組み紹介 ～SDGs × 就活 in 新潟 の開催を受けて～
第1部　講演　学生×ＳＤＧｓ×就活　～新潟ミレニアル世代の企業選択とは～
第2部　事例　新潟県内におけるSDGsの取り組み事例を紹介
　　　　　　  ●株式会社タカヨシ ●株式会社鈴木コーヒー ●有限会社ナマラエンターテイメント

14
日 

Thu

15
日 

Fri

※講師調整中令和3年度 経済産業省 地域プラットフォーム構築事業 新潟県第１回セミナー
12：30～14：00 主催：一般社団法人 環境省エネ推進研究所　共催：新潟市

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。

●発熱(３７．５℃以上)、風邪、味覚・嗅覚に違和感がある方
●「息苦しさ」「強いだるさ」等の症状がある方
●新型コロナウイルス感染症について陽性と診断された方と濃厚接触をした方

●同居の家族や身近な知人などに新型コロナウイルスへの
感染の疑いがある方

●海外への渡航歴がある方もしくは海外へ渡航歴がある方
と濃厚接触した方

来場日から遡り14日以内に、右記の項目に
当てはまる方は、入場をご遠慮いただきます。

120社以上が出展！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 医療・福祉・健康 官公庁・教育機関 など

2021
10：00～17：00

新潟市産業振興センター
新潟市中央区鐘木185-1010.14Thu   ▶ 10.15Fri

2021

来場のご案内
入場無 料 登録はこちら ▶

今年の特別企画展はココに注目！

来場には
事前登録が必要です！

新潟市DXプラットフォーム会員向け支援
メニューとして提供を開始します。
5Gに係る実証等にご利用いただけます。

通信環境の変革で変わるビジネスシーン
の未来をテーマに、企業のブースなどを
集合展示します。

ビジネスシーンでの重要度が高まって
いる脱炭素や新エネルギー、またSDGｓ
に取り組む事業者の集合展示をします。

　　 脱炭素
新エネルギー

2
企画展

5GビジネスラボOPEN!!

１
企画展

5G
詳しくは
こちら

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



〒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にいがたBIZ EXPO開催事務局

主催：にいがたBIZ EXPO実行委員会　主管：（一社）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

協 力：（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
後 援：（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、（一財）新潟経済社会リサーチセンター、（独法）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、産経新聞社新潟支局、
日本経済新聞社新潟支局、日刊工業新聞社、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、ケーブルテレビNCV、エフエムラジオ新潟、
ＦＭ KENTO、NPO法人にいがたデジタルコンテンツ推進協議会

お問合せ先

ＩＳＯＱＡＲジャパン（株）
（一社）I have a dream★

（株）アクセル・セクト
（株）アドハウスパブリック
ANAあきんど（株）　新潟支店

（一社）小川会計相続支援センター
ツバメロジス（株）

（株）ディモルギア★

（株）デジタル・アド・サービス
新潟交通（株）★

BSN新潟放送
（株）BSNウェーブ
富士通コミュニケーションサービス（株）

（株）ポイント★

丸三製薬バイオテック（株）
みどりデザイン研究所

（株）モザイクワーク

サービス 17社
（株）ITスクエア
Adam Innovations（株）
ＮＴＴドコモ　新潟支店★

キヤノンイメージングシステムズ（株）
（株）新陽社新潟LABO★

新潟コンピュータ専門学校★

新潟市 経済部 成長産業支援課
新潟市ソフトウェア産業協議会

（株）ヒト・コミュニケーションズ

５Ｇ 9社

イーレックス（株）グループ 販売代理店 G-BLAST★

（株）MAD PRODUCTION
柏崎山本砂開発協同組合（大和運送建設（株））

（株）テクノナガイ
新潟県産業労働部創業・イノベーション推進課
新潟地域 脱炭素 社会推進パートナーシップ会議

（株）ハーヴィッド
（有）ロジステック

脱炭素・新エネルギー 8社

（株）あさひ総研
（株）イカリ★

（有）石動木工所
A-Safe（株）★

柏崎ユーエステック（株）★

サクサテクノ（株）
新和メッキ工業（株）

（株）第一印刷所
（株）ダイレクトジャパン
（有）TGテクニカ★

東北計器工業（株）
（有）中里スプリング製作所
ニイガタ製販（株）
西巻印刷（株）
パーソルファクトリーパートナーズ（株）★

ハレパネ屋 タカハナ
（資）福島木型製作所
（株）ルクス・エナジー
（株）ワクイ

製造 19社

（株）アイサポート
アイビーリサーチ（株）
アクト通信（株）★

（株）Ａ－ＴＥＡＭ
ＮＮＣ（株）
クレアニーズ（株）
ＣＥＣ新潟情報サービス（株）
ＪＣＣソフト（株）
（株）ジェイマックソフト
（株）SUPER FUTURE
スティーク（株）★

セールスワン（株）★

奏風システムズ（株）
第一コンピュータ印刷（株）
第四コンピューターサービス★

（株）ディー・オー・エス
東京コンピュータサービス（株）

（株）TOSYS
（株）トーシス新潟
新潟エスラボ（株）

（株）にいがた三昧
（株）BSNアイネット
（株）ビックリマーク
（株）ビット・エイ
（株）ビットサインテクノス
（株）フジミック新潟
（株）プレスメディア★

（株）ベーシック

IT・情報通信 30社

東北電力企業グループ
（株）新潟テクノ

エネルギー・環境 2社

（株）アイシム医療器

医療・福祉・健康 1社

赤帽新潟県軽自動車運送協同組合
（株）ATRヤマト★

事業創造大学院大学
（公社）全国通運連盟
（株）中央映画社
（株）つばさM&Aパートナーズ（つばさ税理士法人）
（株）テレビ新潟放送網
新潟広域都市圏連携
新潟工科大学
新潟市異業種交流研究会協同組合

（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★

新潟大学
NPO法人にいがたデジタルコンテンツ推進協議会

（一財）日本規格協会★

東日本連携センター（まるまるひがしにほん）
（株）笑足ねっと★

官公庁・教育機関・その他 17社

（株）ＳＩＣ桑原★

茂興業（株）
すみれ建装（株）

（株）ダイフレックス
（株）ティーエフサービス★

新潟県板硝子組合連合会
（株）日さく　新潟支店
（株）長谷川エンジニアリングサービス

建設・不動産 8社

出展企業・団体一覧 130社・団体／50音順（★が初出展です） 2021年8月20日現在

アートサロン 掛軸堂
アイ・テック★ 
愛宕商事（株）

（株）池商★

（株）IMAI企画
（株）大谷商会

商社・卸売・小売 19社

コンタワークス（株）★

（株）権文★

（株）サンユー印刷
新潟加藤測器（株）★

（株）野上米穀★

（株）はんこ新潟★

（株）日向
ベルパック（株）
ホシ薬品プラス（株）★

マリープラチーヌ（株）
六日町商工会・塩沢商工会 外山康雄 野の花館★

六日町商工会・塩沢商工会 （有）樋口鉄工所★ 
有希化学（株）

（株）メビウス
（株）ラネクシー


