
令和元年９月１１日  

［参加募集］RBC（Regional Business Conference）in グレーター・ナゴヤ 
～世界の企業（AI・IoT）×グレーター・ナゴヤ（GN）地域＝新たな可能性の創出～ 

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ(GNI)協議会(※)では、当地域製造業の更なる高度化、製

造現場の効率化に資するAI・IoT関連の先端技術を持つ外国企業等を招へいし、「RBC（Regional 

Business Conference）in グレーター・ナゴヤ」を開催します。 

１０月２３日のフォーラム・交流会では、愛知県知事や名古屋市長によるトップセールス、ト

ヨタ自動車によるご講演等を予定しています。世界の先端技術を持つ企業と出会える貴重な機会

です。ぜひご参加ください！

※ グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ（GNI）協議会：2006 年、名古屋市を中心に、半径約 100 ㎞に広がるグレータ

ー・ナゴヤ（GN）地域の国際化推進のため、中部経済産業局、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市など産学官のトッ

プを構成メンバーに設立。GN 地域への直接投資や新たなビジネスチャンスの創出に取り組む。

１．開催概要 

（１）日 時：令和元年１０月２３日（水）１５：２０～１９：３０（開場１４：５０）

（２）場 所：名古屋マリオットアソシアホテル１６階タワーズボールルーム

（愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１－４） 

（３）主 催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会

独立行政法人日本貿易振興機構、経済産業省 

（４）協 力：一般財団法人貿易・産業協力振興財団

（５）その他：参加費無料、定員２００名（要事前申込、申込先着順）

２．内容（予定）

【フォーラム】 

15:20～17:50 

開会挨拶 ： グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 会長 川口 文夫 

トップセールス ： 愛知県知事 大村 秀章

GN 地域の代表企業による講演 ： トヨタ自動車株式会社 環境部 部長 山戸 昌子 氏 

GN 地域進出の外国企業による講演 ：  

TUENKERS ジャパン合同会社 取締役社長 スヴェン オッテン 氏 

招へい外国企業によるショートプレゼンテーション（ピッチリレー） 

挨拶 ： 日本貿易振興機構 理事 仲條 一哉 

【交流会】 

18:00～19:30 

ウェルカムスピーチ ： 名古屋大学総長 松尾 清一 

乾杯挨拶 ：  名古屋市長      河村 たかし 

閉会挨拶 ：   中部経済産業局長 髙𣘺𣘺 淳 

上記の他、招へい企業向けに GN 地域におけるネットワーク深化のため大学での意見交換、工場視察、地元企業と

のビジネスマッチング 、知事表敬等を行うインダストリアルツアーを予定しています。10 月 24 日は岐阜県、25 日

は三重県でそれぞれ実施します。  

３．詳細・申込：以下の URL からお申込みをお願いします。 

http://greaternagoya.org/news_event/rbc20191023fk.html 

（お問合せ先） 

中部経済産業局 国際課長 鳴瀬 

  担当：今井、北野  電話：０５２－９５１－４０９１（直通） 

同時投げ込み：愛知県政記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、
三重県政記者クラブ、名古屋市政記者クラブ 

https://www.chubu.meti.go.jp/
http://greaternagoya.org/news_event/rbc20191023fk.html


問い合わせ先 グレータ・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（渡邉、松下）
URL: www.greaternagoya.org/ja 
TEL: 052-218-4020  E-mail: gni_event@greaternagoya.org

日時：2019年10月23日(水)15:20～19:30

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会(GNIC)では、第四次産業革命を迎え、製造業の更なる高度化、
製造現場の効率化に資するAI・IoT関連の先端技術を持つ外国企業等を招へいし、「RBC（Regional 
Business Conference）in グレーター・ナゴヤ」を開催します。
フォーラム・交流会では、愛知県知事によるトップセールス、当地を代表する企業による講演、招へいした外
国企業等20社によるショートプレゼンテーション（ピッチリレー）を予定しています。
世界の先端技術を持つ企業と出会える貴重な機会です。ぜひご参加ください！

RBC（Regional Business Conference）
in グレーター・ナゴヤ

フォーラム・交流会[開催案内]

フォーラム
15:20～17：50

開会挨拶 グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 会長 川口 文夫

トップセールス 愛知県知事 大村 秀章

GN地域の代表企業による講演 ：
トヨタ自動車株式会社 環境部 部長 山戸 昌子 氏

GN地域進出の外国企業による講演 ：
TUENKERSジャパン合同会社 取締役社長 スヴェン オッテン 氏

挨拶 日本貿易振興機構 理事 仲條 一哉

招へい外国企業によるショートプレゼンテーション（ピッチリレー）
※２会場（タワーズボールルーム、アゼリア）に分かれて開催します

交流会
18：00～19：30

ウェルカムスピーチ 名古屋大学総長 松尾 清一
乾杯挨拶 名古屋市長 河村 たかし
閉会挨拶 中部経済産業局長 髙𣘺𣘺 淳

スケジュール（予定）

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 (GNIC): 
2006年、名古屋を中心とする半径100kmに拡がるグレーター・ナゴヤ（GN）地域（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋
市）の国際化推進のため、産学官のトップを構成メンバーに設立。GN地域への直接投資や新たなビジネスチャンスの創出
に取り組んでいます。

日英通訳
詳細・申込は
こちら

ー世界の企業（AI・IoT）×グレーター・ナゴヤ（GN）地域＝新たな可能性の創出ー

参加無料

場所：名古屋マリオットアソシアホテル16階タワーズボールルーム
（愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4）

主催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会(GNIC)
独立行政法人日本貿易振興機構、経済産業省

協力：一般財団法人貿易・産業協力振興財団

http://greaternagoya.org/ja/news_event/rbc20191023fk.html

http://greaternagoya.org/ja/news_event/rbc20191023fk.html


つながれ、世界と。ＧＮ地域に世界の先端企業が集結します

外国企業の詳細、フォーラム、交流会へのお申込はこちら（一部動画をご覧いただけます）

国 企業名 主要事業

アメリカ DataMesh
（データメッシュ）

MR（Mixed Reality: 複合現実）活用の生産管理、教育研修ツールの開発

イスラエル

Innoviz
（イノヴィズ）

完全自動運転用のライダー技術とコンピュータビジョンソリューションの開発

Imagry
（イマグリー）

地図不要（Vision Based）の自動運転技術を開発

VayaVision
（バヤビジョン)

自動運転車向け画像認識システムを開発。車載センサーから得られる元データを解析、道路
舗装状況・障害物・交通量などを3Dで正確に再現

スイス

EASYsa
（イージーエスエー）

工作機械、輸送インフラ等のオートメーション化のための
工作機械や産業機器のコントロールパネルの開発、製造

Hemmann
Schleiftechnic GmbH

（ヘンマンシュレイフテクニック）

AI・IoT等最先端技術を活用したセラミックス等の超硬研削

Jet Clean System
（ジェット クリーンシステム）

ウォータージェット切断、クリーニング、研磨等について、IoT等を活用し、顧客ニーズに対応し
たソリューションの開発

Central Vision AG
（セントラルビジョン）

加齢黄斑変性症（AMD）患者向け携帯用視覚補助ツールの製造、販売

oneclick
（ワンクリック）

データ管理の安全性を高めつつ、生産性の高いIT環境を提供できるプラットフォームを提供。
独自のプラットフォームを使用することであらゆるアプリケーションを各環境に最適化でき、
データの安全性確保とともに最大75％のコスト削減を実現。

スペイン
Fagor Ederlan

（ファゴールエデルラン）

次世代自動車向けの軽量化に資する材料及び技術のソリューションを提供できる シャーシ及
びパワートレインを製造する。同社のテクノロジーセンターでは、AI やIoTを駆使した先進的な
エンジニアチームを抱えている。

Lantek
（ランテック）

金属製造加工事業者向けの板金ソリューションや工作機械用ソフトウェアの開発製造を行う。
CAD/CAM、MES、ERPなどの最先端製造技術ソフトウェアの開発を強みとする。

中国

Ash Cloud
（アッシュクラウド）

サプライチェーンを管理するERP（企業資源計画）システムをiOSアプリとしてリリース。中国版
インダストリー4.0を体現する企業として欧州からも注目。工場の見える化による不良品率の
引き下げやコスト削減を実現。

0 glass
（ゼログラス）

産業用AR（Augmented Reality :拡張現実）グラスの製造販売・関連ソリューションの開発、
製造。新人研修や、検査部門のガイダンス、製品の取扱説明書としての活用が可能。

Standard Robots
（スタンダードロボット）

顧客ニーズに柔軟に対応した工業用移動ロボットの研究開発及び製造。独自の特許構造に
より、機械本体のパフォーマンスをAIによって検出し、負荷と電力のバランスを自動的に調整
し、効率よく稼働させることが可能。

Dorabot Inc.
（ドラボット）

先端ロボット工学の感知、操縦、計画などの技術を研究、産業用ロボットの知能化及び物流向
けのロボティクスソリューションを開発。物流ハブの仕分け、混載荷積みやパレタイジング、自
律移動ロボットなどのソリューションを提供。

ドイツ

GERMAN ROBOTICS
（ジャーマンロボティクス）

Franka Emika社の産業用小型自動制御ロボットPANDAの正規ディストリビューター。
PANDAは人間の腕のようなスムーズな動作とスマートフォンやタブレットを活用した簡易な
設定作業が特長。

Hyperganic
Technologies AG

（ハイパーガニックテクノロジーズ）

3Dプリンターのソフトウェアを開発。同社のソフトウェアを使用することで、顧客ニーズに応じ
部品から機械全体に至るまで、自然界に存在するものと同レベルの複雑で機能的な物体の
設計が可能となる。

EOS
（エレクトロオプティカルシステムズ）

金属及び樹脂の産業用3Dプリンティング技術で世界をリードする企業。同社製品の導入によ
り、完成品の軽量化、耐久性の強化、納品時間の短縮が可能。

Macio
（マチオ）

組み込みソフトウェア等について、特定のハードウェアから最適なパフォーマンスが得られるよ
うなソリューションの開発。

Cemecon
（セメコン）

切削工具の製造・販売やダイヤモンド・コーティング・サービスを提供。

【参加企業一覧（予定）】



グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会(GNIC)では、第四次産業革命を迎え、製造業の更なる高度化、
製造現場の効率化に資するAI・IoT関連の先端技術を持つ外国企業等を招へいし、ビジネスマッチングの機
会の提供を通じた新たなビジネスの創出等を目的に、「RBC（Regional Business Conference）in グ
レーター・ナゴヤ」を開催します。
世界の先端技術を持つ企業とビジネスマッチングができる貴重な機会です。ぜひご参加ください！

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会 (GNIC): 
2006年、名古屋を中心とする半径100kmに拡がるグレーター・ナゴヤ（GN）地域（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市）の国際化推進
のため、産学官のトップを構成メンバーに設立。GN地域への直接投資や新たなビジネスチャンスの創出に取り組んでいます。

ビジネスマッチングスケジュール（予定）

１２：３０～１３：００ 受付

１３：００～１３：10 オリエンテーション

13：10～１３：40 ビジネスマッチング①

１３：50～１４：20 ビジネスマッチング②

１４：30～１5：00 ビジネスマッチング③

RBC（Regional Business Conference）
in グレーター・ナゴヤ

地域製造業と先端技術を持つ外国企業との

ビジネスマッチング[開催案内]

ビジネスマッチング終了後、同ホテル16階タワーズボールルームにてフォーラム・交流会を開催します。
併せて、ぜひご参加ください。
時間：15：20～17：50（フォーラム）、18：00～19：30（交流会）
内容：愛知県知事によるトップセールス、当地を代表する企業による講演、

招へい外国企業によるショートプレゼンテーション（ピッチリレー）他
定員：200名 言語：日英同時通訳 ＊フォーラム・交流会の参加募集は９月上旬にＨＰにて開始予定です

ー世界の企業（AI・IoT）×グレーター・ナゴヤ（GN）地域＝新たな可能性の創出ー

日英通訳

参加無料

問い合わせ先 グレータ・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（渡邉、松下）
URL: www.greaternagoya.org/ja 
TEL: 052-218-4020  E-mail: gni_event@greaternagoya.org

大変恐縮ながら調整の結果ご参加いただけない場合もございます。予めご了承ください。

参加者
募集中

日時：2019年10月23日(水)13:00～15:00

締切：2019年9月20日（金）

場所：名古屋マリオットアソシアホテル16階アゼリア
（愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4）

主催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会(GNIC)
独立行政法人日本貿易振興機構、経済産業省

協力：一般財団法人貿易・産業協力振興財団

詳細・申込は
こちら

http://greaternagoya.org/ja/news_event/rbc20191023bm.html



つながれ、世界と。
ＧＮ地域に世界の先端企業が集結します
外国企業の詳細、ビジネスマッチングのお申込はこちら（一部動
画をご覧いただけます） 各社毎に日英逐次通訳が付きます。

国 企業名 主要事業

アメリカ DataMesh
（データメッシュ）

MR（Mixed Reality:複合現実）活用の生産管理、教育研修ツールの開発

イスラエル

Innoviz
（イノヴィズ）

完全自動運転用のライダー技術とコンピュータビジョンソリューションの開発

Imagry
（イマグリー）

地図不要（Vision Based）の自動運転技術を開発

VayaVision
（バヤビジョン)

自動運転車向け画像認識ｼｽﾃﾑを開発。車載センサーから得られる元ﾃﾞｰﾀを解析、道路舗装
状況・障害物・交通量などを3Dで正確に再現

スイス

EASYsa
（イージーエスエー）

工作機械、輸送インフラ等のオートメーション化のための
工作機械や産業機器のコントロールパネルの開発、製造

Hemmann
Schleiftechnic GmbH

（ヘンマンシュレイフテクニック）

AI・IoT等最先端技術を活用したセラミックス等の超硬研削

Jet Clean System
（ジェット クリーンシステム）

ウォータージェット切断、クリーニング、研磨等について、IoT等を活用し、顧客ニーズに対応し
たソリューションの開発

Central Vision AG
（セントラルビジョン）

加齢黄斑変性症（AMD）患者向け携帯用視覚補助ツールの製造、販売

oneclick
（ワンクリック）

企業内情報のデータ管理の安全性を高めつつ、生産性の高いIT環境を提供できるプラット
フォームを持つIoT関連企業。同社のプラットフォームを使用することでいかなるアプリケーショ
ンも結集・保護でき、最大75％のコスト削減を実現する。

スペイン
Fagor Ederlan

（ファゴールエデルラン）

次世代自動車向けの軽量化に資する材料及び技術のソリューションを提供できる シャーシ及
びパワートレインを製造する。同社のテクノロジーセンターでは、AI やIoTを駆使した先進的な
エンジニアチームを抱えている。

Lantek
（ランテック）

金属製造加工事業者向けの板金ソリューションや工作機械用ソフトウェアの開発製造を行う。
CAD/CAM、MES、ERPなどの最先端製造技術ソフトウェアの開発を強みとする。

中国

Ash Cloud
（アッシュクラウド）

サプライチェーンを管理するERP（企業資源計画）システムをiOSアプリとしてリリース。中国
版インダストリー4.0を体現する企業として欧州からも注目。工場の見える化による不良品率
の引き下げやコスト削減を実現。

０glass
（ゼログラス）

産業用AR（Augmented Reality :拡張現実）グラスの製造販売・関連ソリューションの開発、
製造。新人研修や、検査部門のガイダンス、製品の取扱説明書としての活用が可能。

Standard Robots
（スタンダードロボット）

顧客ニーズに柔軟に対応した工業用移動ロボットの研究開発及び製造。独自の特許構造に
より、機械本体のパフォーマンスをAIによって検出し、負荷と電力のバランスを自動的に調整
し、効率よく稼働させることが可能。

Dorabot Inc.
（ドラボット）

最先端のAI技術などを利用し、小包の仕訳を行うアプリケーションやコンピュータービジョン
を利用した荷主などを判別、選別を行う物流部門向けソリューション、協働型ピッキングロボ
等顧客のニーズに応じた一連のソリューションを提供。

ドイツ

GERMAN ROBOTICS
（ジャーマンロボティクス）

Franka Emika社の産業用小型自動制御ロボットPANDAの正規ディストリビューター。
PANDAは人間の腕のようなスムーズな動作とスマートフォンやタブレットを活用した簡易な
設定作業が特長。

Hyperganic
Technologies AG

（ハイパーガニックテクノロジーズ）

３Dプリンターのソフトウェアを開発。同社のソフトウェアを使用することで、顧客ニーズに応じ
部品から機械全体に至るまで、自然界に存在するものと同レベルの複雑で機能的な物体の
設計が可能となる。

EOS
（エレクトロオプティカルシステムズ）

金属及び樹脂の産業用３Dプリンティング技術で世界をリードする企業。同社製品の導入によ
り、完成品の軽量化、耐久性の強化、納品時間の短縮が可能。

Macio
（マチオ）

組み込みソフトウェア等について、特定のハードウェアから最適なパフォーマンスが得られるよ
うなソリューションの開発。

Cemecon
（セメコン）

切削工具の製造・販売やダイヤモンド・コーティング・サービスを提供

【参加企業一覧（予定）】


	★修正
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	★【
	スライド番号 1
	スライド番号 2




