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矢野　雅彦
（地方独立行政法人市立吹田市民病院／
大阪国際がんセンター）
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2021.10-2022.03
KOBE CONVENTION & EVENT CALENDAR

会　期 催事名 会　場 参加者数（人）
（オンライン参加も含む） 会長・主催者または事務局

日本外科代謝栄養学会第58回学術集会

第16回国際エンドトキシン自然免疫学会

第48回日本小児臨床薬理学会学術集会

技能グランプリ＆フェスタ2021

第68回日本ウイルス学会学術集会

第34回日本内視鏡外科学会総会

Techno-Ocean 2021

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際展示場

神戸国際会議場　

神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸国際会議場

神戸国際会議場
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○国内会議　●国際会議　◎展示会・イベント等

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

2021年10月
7（木）～9（土）

2021年11月
4（木）～7（日）

2021年12月
2（木）～4（土）

2022年1月
12（水）～14（金）

2022年2月
27（日）

2022年3月
11（金）～13（日）

第170回2022春
日本グランドシューズコレクション＆
全国サンダルフェア

第29回日本消化器関連学会週間
（JDDW2021）

一般社団法人レーザー学会学術講演会
第42回年次大会

第38回日本毒性病理学会総会
及び学術集会

第74回済生会学会・
令和3年度済生会総会

第86回日本循環器学会学術集会
（JCS2022） 
アジア太平洋循環器学会
（APSC2022）

ぺロブスカイト・有機太陽電池および
光電気学アジア・パシフィック国際学会
（IPEROP22）

International Endotoxin
and Innate Immunity Society

平野　慎也
（大阪母子医療センター 新生児科）

一般社団法人日本消化器関連学会機構

テクノオーシャン・ネットワーク

一般社団法人レーザー学会

nanoGe

鰐渕　英機
（大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学）

社会福祉法人　恩賜財団　済生会兵庫県病院

伊藤　浩
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学） 
赤阪　隆史
（和歌山県立医科大学循環器内科）

森　康子 
（神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター
臨床ウイルス学分野）

塩田　充
（川崎医科大学 婦人科腫瘍学教室）

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

日本ケミカルシューズ工業組合

※掲載情報は9/17時点の情報となります。コロナウイルスの影響により変更となる場合がございますので、ご了承ください。
※参加人数は現地参加、オンライン参加の形式を合わせた人数となります。
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神戸MICE40周年を機に、さらなる発展を願い
ロゴ＆ブランドメッセージを制定しました
日本初のコンベンション複合施設「神戸コンベンションセンター」が開設して今年で40周年。また、日本初となる「コ
ンベンション都市宣言」を神戸市が出してから40年目と、神戸MICEは節目の年にあたります。そこで、さらなるグローバ
ルMICE都市・神戸の認知度向上、MICE振興を目的に、神戸コンベンションビューローでは、この4月に神戸MICEのブ
ランドロゴ及びメッセ―ジを制定しました。

①神戸MICEプロモーションビデオ 5種類
学会やインセンティブ誘致用など3種のPVに加え、新たにハイ
ブリッド会議やオンライン会議の幕間に使っていただける15秒、
30秒のCMを用意しています。

・MICE全体向け 3分 03秒
・コンベンション向け 1分 41秒
・インセンティブ向け 1分 51秒
・15秒コマーシャル　
・30秒コマーシャル
　※すべてmp4形式

古くは9世紀より海運の要衝としての役割を担い、世界からさまざまな文化を柔軟に取り
入れてきた神戸は、進取の気質で時代ごとに変革を遂げ、多くの“日本初”を生み出してきた
ユニークな街。現在では、世界有数の研究開発拠点や国際的な機関などが集積し、多くの
人やビジネス、最先端技術など、さまざまな出会いのチャンスが広がっています。
神戸のChange Makersと世界中から神戸に集うChange Makersがこの地で出会い、イ
ノベーションを起こすことで、共により良い未来を創造し、神戸から世界に向けて発信して
いってほしいとの想いを込めてロゴとメッセージを制定しました。

市民広場駅1番ホーム

市民広場駅改札外柱

市民広場駅2番ホーム

市民広場駅案内表示 会議場方面

市民広場駅2番ホーム

市民広場駅案内表示 展示場方面

洗練された港街を想起させる紫がかったネイビーカラーを採用
神戸港が栄えた1920年代（アールデコ時代）に用いられた書体を復刻し、神戸のエレガントでモダンな雰囲気を表現
詰めすぎないことで、神戸が持つ遊び心や寛容さを表現
神戸の山や海、MICEのM、WellnessのW、神戸から広がる波動、笑顔が伝わり広がっていく様子などを表現

コンベンションセンター利用者の皆様を笑顔でお出迎え
センター最寄り駅に歓迎メッセージと案内表示を掲出しました
神戸MICEの中核施設、神戸コンベンションセンター。学会や展示会・イベント等で多くの方にご利用いただいており
ますが、来場者の重要な足となるのが、ポートライナーです。
そこで、コンベンションセンターのある「市民広場」駅、玄関口となる「神戸空港」駅に8月末よりセンターをご利用い
ただく皆様に向けてウエルカムメッセージを設置しました。
また、国内外の会議や学会、展示会やイベントが開催され、世界中から最先端の技術や知識を持った人々が集まり、
新たなモノが生まれる“知の交流地”をイメージしたイラストも。楽しいイラストを見てホッと和んでいただいたり、笑顔に
なっていただいたり、記念撮影の場としてご利用いただけたらという想いでつくりました。ポートライナーをご利用いただ
く際は、ぜひチェックしてください。
市民広場駅を出た歩道橋には会議場・展示場までの案内表示も設置。「国際会議場の場所がわかりにくい」という声
も主催者・参加者の方から過去にお寄せいただいたこともあり、今回、駅のデザインと合わせて制作し、スムーズに移動
いただけるようにしました。

約40年間にわたり神戸のコンベンション情報をお届けしてきた「コンベンションKOBE」ですが、昨今の環境配
慮の観点から紙媒体での発行を今号をもちまして終了させていただくこととなりました。今まで数多くの学会情報
掲載のご協力を賜り、誠にありがとうございました。次回からはメールマガジンにて神戸の新たな助成金やサポー
ト情報、トピックスについてなど、皆様のお役に立つ情報をお送りさせていただきます。
皆様には大変お手数をおかけしますが、同封の書類をご確認の上、当局まで配信先についてご返送いただけま
したら幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

誘致や開催支援としてご利用いただける
神戸のプロモーショングッズを用意しています
ブランドロゴをあしらったプロモーショングッズも合わせて制作しました。神戸開催の学会・イベント等を控えた主催
者の方の事前プロモーションや誘致用として、映像やポスターが必要な際は無料でご利用いただけます。ぜひコンベン
ションビューローにご相談ください。

③神戸プロモーション用　ポスター4種

ブランドメッセージとロゴに込めた想い

KOBE for Change Makers 
Where Change Lives and Drives the Future Forward

― 世界から変革者が集うことでイノベーションが生まれ、
　 新しい技術やアイデアがここ神戸から世界に広がっていく ―

https://kobe-convention.jp/ja/promotion-tools/videos/

日本語・英語版あり　
※英はPDFデータのみ

②主催者向け神戸MICE紹介冊子
「ミーティングプランナーズガイド」

INFORMATION

色

波状シンボル
字　間
書　体

コンベンションKOBE紙媒体での発行終了のお知らせ
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神戸MICE40周年を機に、さらなる発展を願い
ロゴ＆ブランドメッセージを制定しました
日本初のコンベンション複合施設「神戸コンベンションセンター」が開設して今年で40周年。また、日本初となる「コ
ンベンション都市宣言」を神戸市が出してから40年目と、神戸MICEは節目の年にあたります。そこで、さらなるグローバ
ルMICE都市・神戸の認知度向上、MICE振興を目的に、神戸コンベンションビューローでは、この4月に神戸MICEのブ
ランドロゴ及びメッセ―ジを制定しました。

①神戸MICEプロモーションビデオ 5種類
学会やインセンティブ誘致用など3種のPVに加え、新たにハイ
ブリッド会議やオンライン会議の幕間に使っていただける15秒、
30秒のCMを用意しています。

・MICE全体向け 3分 03秒
・コンベンション向け 1分 41秒
・インセンティブ向け 1分 51秒
・15秒コマーシャル　
・30秒コマーシャル
　※すべてmp4形式

古くは9世紀より海運の要衝としての役割を担い、世界からさまざまな文化を柔軟に取り
入れてきた神戸は、進取の気質で時代ごとに変革を遂げ、多くの“日本初”を生み出してきた
ユニークな街。現在では、世界有数の研究開発拠点や国際的な機関などが集積し、多くの
人やビジネス、最先端技術など、さまざまな出会いのチャンスが広がっています。
神戸のChange Makersと世界中から神戸に集うChange Makersがこの地で出会い、イ
ノベーションを起こすことで、共により良い未来を創造し、神戸から世界に向けて発信して
いってほしいとの想いを込めてロゴとメッセージを制定しました。
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市民広場駅案内表示 会議場方面
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市民広場駅案内表示 展示場方面

洗練された港街を想起させる紫がかったネイビーカラーを採用
神戸港が栄えた1920年代（アールデコ時代）に用いられた書体を復刻し、神戸のエレガントでモダンな雰囲気を表現
詰めすぎないことで、神戸が持つ遊び心や寛容さを表現
神戸の山や海、MICEのM、WellnessのW、神戸から広がる波動、笑顔が伝わり広がっていく様子などを表現

コンベンションセンター利用者の皆様を笑顔でお出迎え
センター最寄り駅に歓迎メッセージと案内表示を掲出しました
神戸MICEの中核施設、神戸コンベンションセンター。学会や展示会・イベント等で多くの方にご利用いただいており
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掲載のご協力を賜り、誠にありがとうございました。次回からはメールマガジンにて神戸の新たな助成金やサポー
ト情報、トピックスについてなど、皆様のお役に立つ情報をお送りさせていただきます。
皆様には大変お手数をおかけしますが、同封の書類をご確認の上、当局まで配信先についてご返送いただけま
したら幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

誘致や開催支援としてご利用いただける
神戸のプロモーショングッズを用意しています
ブランドロゴをあしらったプロモーショングッズも合わせて制作しました。神戸開催の学会・イベント等を控えた主催
者の方の事前プロモーションや誘致用として、映像やポスターが必要な際は無料でご利用いただけます。ぜひコンベン
ションビューローにご相談ください。
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第29回日本消化器関連学会週間
（JDDW2021）

一般社団法人レーザー学会学術講演会
第42回年次大会

第38回日本毒性病理学会総会
及び学術集会

第74回済生会学会・
令和3年度済生会総会

第86回日本循環器学会学術集会
（JCS2022） 
アジア太平洋循環器学会
（APSC2022）

ぺロブスカイト・有機太陽電池および
光電気学アジア・パシフィック国際学会
（IPEROP22）

International Endotoxin
and Innate Immunity Society

平野　慎也
（大阪母子医療センター 新生児科）

一般社団法人日本消化器関連学会機構

テクノオーシャン・ネットワーク

一般社団法人レーザー学会

nanoGe

鰐渕　英機
（大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学）

社会福祉法人　恩賜財団　済生会兵庫県病院

伊藤　浩
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学） 
赤阪　隆史
（和歌山県立医科大学循環器内科）

森　康子 
（神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター
臨床ウイルス学分野）

塩田　充
（川崎医科大学 婦人科腫瘍学教室）

技能グランプリ＆フェスタ実行委員会

日本ケミカルシューズ工業組合

※掲載情報は9/17時点の情報となります。コロナウイルスの影響により変更となる場合がございますので、ご了承ください。
※参加人数は現地参加、オンライン参加の形式を合わせた人数となります。
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