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ご挨拶とお礼 

はじめに  
 

 クロスメディアイベント「078」第2回目が無事に終了いたしました。本書にて謹んで報告致します。開催に

あたり協力頂いた関係者各位に実行委員会を代表して御礼申し上げます。 

 

 2017年から開始した「078」。第2回目となる本年は75,300名の方に来場頂きました。前年からの「音楽」

「映画」「インタラクティブ（IT）」「ファッション」「食」「KIDS」に「アニメ」を加え中心7分野に拡充

しました。会場も東遊園地（エリア1）、みなとのもり公園（エリア2）、デザイン・クリエイティブセンター

神戸（KIITO、エリア3）に加え、神戸ポートオアシス（エリア4）、メリケンパーク（エリア5）、神戸ハーバ

ーランド 高浜岸壁（エリア6）の6会場での開催となりました。また、昨年に引き続きタイアップイベントと

してCOMING KOBE18がみなとのもり公園にて開催されました。 

 

 「実験都市神戸」の実現をめざし、「078」を実験の場・プラットフォームとなるように継続的に開催して

いきたいと考えております。企業や団体だけでなく、市民の皆様にも積極的にこの実験に参加頂き、新しい技

術トレンド、社会の動き、新たな価値の息吹を感じて頂ければと思います。そして何よりこの大きな実験の場

にワカモノに出てきて欲しい。それぞれに抱える問題、あるいは社会的課題を発見・見つめ直し、それらを解

決するアイデアを創出し、そして発表してフィードバックを得る、そんな場となれば幸いです。結果として、

神戸市が策定した神戸2020ビジョンに掲げられた「若者に選ばれるまち、誰もが活躍できるまち」が実現し、

若者が何より自己実現できる可能性がある街として神戸を認識してもらえれば、神戸はもっと元気になるので

はないでしょうか。 

 

「078」はいわゆる大人が始めたのは事実です。しかし少しずつではありますが、若者が増えていっていると

いう実感があります。公募制ではじめた学生企画、そして音楽の学生ステージ。さらには、大学生・専門学校

生のような準大人だけでなく、インタラクティブでは高校生による展示、小学生や未就学児によるロボット体

験、大人と一緒に楽しむワークショップなどが開催され、楽しんで頂けました。 
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ご挨拶とお礼 

 

若い人の想い、アイデアをもっと表現・アピールできる場に。大人はそれを観て、聴いて、感じて、もっと良

くなるようにアドバイスする。あるいは一緒に価値創出する。そんな場にしていきたい。 

 

 最後となりましたが、昨年に引き続き無事に開催にこぎ着けられたのも、協賛・後援にご協力いただいた企

業・団体の皆様のお力添えがあってこそです。この場をお借りして改めて御礼申し上げます。また、久元神戸

市長が名誉実行委員長に就任いただくだけでなく、神戸市の職員の皆様にも引き続き強力にサポート頂いてい

ます。共催というかたちではありますが、あらためて御礼申し上げます。本年は兵庫県政150周年の記念すべ

き年でもありました。共催として兵庫県の皆さまにも大変お世話になりました。御礼申し上げます。当日の運

営に携わっていただいた多くのボランティアスタッフの皆さんにも御礼申し上げます。原則参加費無料のイベ

ントが順調に進行するためには必要不可欠な存在です。最後に、主業務がある中、時には持ち出しも厭わず、

新しい神戸を作り上げるために引き続き東奔西走してくださった実行委員会・運営委員会のすべての皆さんに

感謝申し上げます。 

 

 いよいよ来年は3回目の開催となります。2017年のスタートから、いわゆる集大成としたいと考えておりま

す。広報が不十分のため告知が十分に行き届いていないところなど、反省するべきところは反省し、ますます

いろいろな世代、分野の皆さまが楽しんで頂けるようなイベントへと育てていきたいと考えております。引き

続き倍旧のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、巻頭のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

                 2018年7月 

               078実行委員会 

           実行委員長 藤井 信忠 
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概要 

会場 4月27日 4月28日 4月29日 3日間合計 

エリア1 東遊園地 － 8,000人 7,000人 15,000人 

エリア3 デザイン･クリエイティブセンター神戸“KIITO” 2,800人 5,600人 － 8,400人 

エリア4 神戸ポートオアシス 300人 600人 － 900人 

エリア5 メリケンパーク － 14,000人 20,000人 34,000人 

エリア6 神戸ハーバーランド 高浜岸壁 1,200人 5,000人 6,000人 12,200人 

小計① 4,300人 33,200人 33,000人 70,500人 

4月27日 4月28日 4月29日 3日間合計 

ヨルバル 2,000人 － － 2,000人 

関連企画 神戸国際会館サンクンガーデン － 800人 1,000人 1,800人 

旧居留地クリエイト神戸ビル － 400人 400人 800人 

チキンジョージプログレ － － 200人 200人 

小計② 2,000人 1,200人 1,600人 4,800人 

合計 6,300人 34,400人 34,600人 75,300人 

実施概要 

イベント名 078（ゼロ・ナナ・ハチ） 

実 施 日 平成30年4月27日（金）～29日（日・祝） 

会 場 エリア1／東遊園地（神戸市中央区加納町6‐4‐1） 

エリア2／みなとのもり公園（神戸市中央区小野浜町） 

エリア3／デザイン･クリエイティブセンター神戸“KIITO”（神戸市中央区小野浜町1‐4） 

エリア4／神戸ポートオアシス（神戸市中央区新港町5‐2） 

エリア5／メリケンパーク（神戸市中央区波止場町2） 

エリア6／神戸ハーバーランド 高浜岸壁（神戸市中央区東川崎町1‐6） 

参 加 費 参加・観覧無料（飲食やプログラム等、一部有料） 

主 催 078実行委員会 

共 催 神戸市、兵庫県 

後 援 神戸商工会議所／神戸経済同友会／神戸青年会議所／公益財団法人 神戸ファッション協会 

公益財団法人 神戸市民文化振興財団／株式会社神戸新聞社／株式会社サンテレビジョン 

株式会社ラジオ関西／NHK神戸放送局／KISS FM KOBE／地域ICT推進協議会（COPLI） 

理化学研究所生命機能科学研究センター／西日本旅客鉄道株式会社／阪急電鉄株式会社 

阪神電気鉄道株式会社／神戸電鉄株式会社／山陽電気鉄道株式会社／神戸市交通局 

実行委員長 藤井信忠（神戸大学大学院 システム情報学研究科 准教授） 

来 場 者 数 75,300人 

※エリア２（みなとのもり公園）では4月28日、29日に連携イベントとして音楽フェス・カミ
ングコウベ１８が同日開催されました。 



アニメ 
anime 

 映画 
film 

食 
food 

ファッション 
fashion 

子供 
kids 

音楽 
music 

IT 
interactive 

生 活 
life 
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078（ゼロ・ナナ・ハチ）とは？ 

【実験都市をコンセプトとし、都市生活のあらゆる要素の未来に触れる交流型フェスティバル】 

 「078」は、都市生活の面白み、心地よさを追求する市民、 

アーティスト、クリエイター、エンジニアが集い、交わることで 

創り上げる交流型フェスティバルです。 

 初回は2017年5月6日・7日に、デザイン都市神戸の中心に 

位置する東遊園地、みなとの森公園、 

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）を会場とし、 

都市で楽しむ「音楽」「映画」「ファッション」に社会変化を 

加速させる「IT」、上質な「食」文化、次世代を担う「子ども」 

をテーマとし、ライヴ、カンファレンス、トレードショーの３形式を 

組み合わせて開催され、国内外から36,500名の方にご参加いただきました。 

 2回目となる2018年は、4月27日〜29日と日数を増やし、新たな会場としてメリケンパーク、 

ハーバーランド、神戸ポートオアシスをまた新たなテーマとして「アニメ」を加えて拡大開催 

され、国内外から75,300名の方にご参加いただきました。 

 次回は2019年4月27日〜29日での開催が予定され、引き続き未来都市生活の国際的な集約点 

を目指して参ります。 

【０７８ロゴ】 
 ｢078」のロゴは、078が神戸市の市外局番であることから、黒電話をモチーフとして右肩に配置し

ています。アナログな黒電話でそれぞれの番号を入力するときの角度の軌跡をビジュアライズし、ア

ナログからデジタル、過去から現在、未来へといった「変遷・変化」を表現。また、右肩上がりで裾

広がりな傾斜は変化・変遷の先にある「発展」を表しています。 
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協賛企業一覧（順不同、敬称略） 

プラチナ・パートナー 

 スカイマーク株式会社 

 株式会社神戸デジタル・ラボ 

 兵庫ベンダ工業株式会社 

 TOA株式会社 

 株式会社デジアラホールディングス 

 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 

 株式会社OMこうべ 

 ハーバーランド運営協議会来街促進委員会 

 株式会社ジョルテ 

 株式会社タスデザイングループ 

 サッポロビール株式会社 

 DotAsia Organisation Limited 

 株式会社社会システム総合研究所 

 株式会社パソナグループ 

ゴールド・パートナー 

 一般社団法人神戸観光局 

 株式会社フェリシモ 

 ヤフー株式会社 

 Facebook Japan 株式会社 

 株式会社ソリトンシステムズ 

 神戸電子専門学校 

 GMOペパボ株式会社 

 株式会社三井住友銀行 

 株式会社みなと銀行 

 神戸新交通株式会社 

 株式会社SRC 

 阪急阪神ホールディングス株式会社 

 株式会社パソナテック 

 フィリップモリスジャパン合同会社 

 株式会社イノウエ 

 株式会社デンソーテン 

シルバー・パートナー 

 株式会社トヨタマップマスター 

 剣菱酒造株式会社 

 株式会社WCS 

 和田興産株式会社 

シルバー・パートナー 

 神戸地下街株式会社 

 株式会社アクアメント 

 カンバンデザイン ワーク 

 一般財団法人神戸みのりの公社 

 株式会社神戸国際会館 

 株式会社本家かまどや 

 早駒運輸株式会社 

 ピーロート・ジャパン株式会社 

 名古屋テレビ放送株式会社 

 株式会社NTTドコモ 

 株式会社神戸商工貿易センター 

 富士通株式会社 

 ライオン株式会社 

 みなと観光バス 株式会社 

サポート・パートナー 

 株式会社淡路屋 

 株式会社オフィスマーメイド 

 一般社団法人神戸在宅医療・介護推進財団  神戸

リハビリテーション病院 

 公益財団法人神戸市公園緑化協会 

 公益財団法人神戸いきいき勤労財団 

 横山倉庫株式会社 

 株式会社ジェム 

 一般財団法人大吉財団 

 Taste of KOBE 2018実行委員会 

 イーブイ愛知株式会社 

 株式会社マニックス 

 株式会社ロック・フィールド 

 株式会社神戸サンセンタープラザ 

 株式会社アーバンヴィレッジ 

 情報セキュリティ株式会社 

 三木楽器株式会社 

 スタインウェイ＆サンズ神戸 

 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 
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協賛企業一覧（順不同、敬称略） 

インカインド・パートナー 

 田嶋株式会社 

 オリバーソース株式会社 

 サイバー関西プロジェクト 

 センサーネットワーク研究会 

 日本電気株式会社 

 タツミ産業 株式会社 

 ファーストサーバ 株式会社 

 甲南女子大学 

 神戸芸術工科大学 

 友藤商事株式会社 

 萩原珈琲株式会社 

 神戸大学 

 Junonet 

 RALLY 

 mt8 

 NEXT Season  

 がんこフードサービス株式会社 

メディアパートナー 

 あしたのコミュニティーラボ 

 株式会社自動車新聞社 

 兵庫エフエム放送株式会社 

 株式会社ラジオ関西 

 株式会社神戸新聞社 

 神戸フィルムオフィス 

 株式会社サンテレビジョン 



会場一覧 

●全体スケジュール 

開催場所 （金） （土） （日）

東遊園地  

（子供向けイベント）

（野外ライブ）

（アニソンステージ）

（ダンス ドラムパフォーマンス）

（フード関連出店）

みなとのもり公園  

（カンファレンス、トレードショー）
 

各ジャンルのカンファレンス

神戸ポートオアシス （有料カンファレンス）  

メリケンパーク  
（野外ライブ）

（フード関連出店）

高浜岸壁

 （前夜祭） （野外上映）

  （ファッションショー）

  （フード関連出店）

●会場周辺マップ 

7 



東遊園地  

078kobeエリア 1 
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プログラム内容 

kids 青空ワークショップ「おそとであそぼっ！」 

神戸新聞子育てクラブ「すきっぷ」が、青空ワークショップを開催。 

親子で遊べるクラフト作りや、楽しいワークショップのブースが並びステ

ージではこどもたちの大好きな遊び歌ライブ、初めてでも踊れるヒップホ

ップダンスレッスン、赤ちゃんはいはいレースなど青空のもと、芝生の上

で、ゆっくり楽しい時間を過ごしてもらいました。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）11：00～16：00 
［実施場所］ 東遊園地 芝生広場 

わくわくワークショップ 

4月28日（土）南側ステージプログラム 

ステージプログラム 

11：00 オープニング「すきっぷのうた」かば☆うま 

11：10 赤ちゃんはいはいレース 

12：30 
ママクワイア 
（Hug Hug Mommy-Go！＠human note） 

13：00 ウクレレデュオ（セーエヌカフェ） 

13：40 フラダンス（H★POWER PRODUCTION) 

14：20 かば☆うま 遊び歌ライブ！ 

15：00 ピアノ弾き語り 

15：25 RION先生のダンスレッスン 

15：55 
16：00 

エンディング 
すきっぷステージ終了 

16：30～ 
17：30 

アフリカンダンスパフォーマンス 
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プログラム内容 

4月28日（土）芝生ひろば 

時間 プログラム 

11：30 ストレッチポール 

12：00 ちびっこラグビー 

12：30 ストレッチポール 

13：00 パラバルーン 

13：30 ストレッチポール 

14：00 asobi基地 

15：00 パラバルーン 

15：30 ちびっこラグビー 

kids スイミープロジェクト 

このゆびと～まれ！！ 

子ども達が「鬼ごっこするひと、この指とまれ」と歌うように言いなが

ら、指を立てて遊ぶ仲間を集めました。 

開催日の4月29日昭和の日は「日本が激動の日々を経て、復興を遂げた昭

和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす国民の祝日」です。 

平成31年を最後に新元号へと切り替わり、現代は昭和・平成・新元号と

様々な世代が入り混じる新時代へと突入しようとしています。 

子どもは無邪気に、大人は童心に返り、一緒になって遊ぶ空間作りをす

る事で世代を超えた絆の創出を目指し実施しました。 

［実施日時］ 平成30年4月29日（日）11：00～16：00 
［実施場所］ 東遊園地 芝生広場 
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プログラム内容 

4月29日（日）南側ステージプログラム 

ステージプログラム 

11：10 
スイミープロジェクト 
30mスイミーこいのぼりメッセージアート 

11：25 
スイミープロジェクト 
30mスイミーこいのぼり通り抜け 

12：10 チャンバラ合戦 － 戦IKUSA 

12：55 ハマのトウダイ【フライングスイミー】 

13：40 チャンバラ合戦 － 戦IKUSA 

14：25 ハマのトウダイ【フライングスイミー】 

15：10 
スイミープロジェクト 
30mスイミーこいのぼりメッセージアート 

15：20 
スイミープロジェクト 
30mスイミーこいのぼり通り抜け 

15：55 
16：00 

エンディング 
終了 

4月29日（日）芝生ひろば 

ステージプログラム 

11：00 開幕宣言 

11：10 
タラビー＆うしをみやこfromハピネス 
工場 

11：45 こべっこ少年少女合唱団 

12：20 和太鼓演舞 鬼塚太鼓教室 

13：00 スーパーストリングスコウベ 

13：50 和太鼓演舞 鬼塚太鼓教室 

14：35 神戸ウエディングクイーン 

15：15 こべっこ少年少女合唱団 

15：40 
タラビー＆うしをみやこfromハピネス 
工場 

15：55 
16：00 

エンディング 
終了 
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プログラム内容 

music KOBE JAZZ-PHONIC CONCERT 

［実施日時］ 平成30年4月29日（日）13：00～17：00 
［実施場所］ 東遊園地 北側ステージ 

ラジオ関西番組「KOBE JAZZ-PHONIC RADIO」とタイアップした、KOBE JAZZ-PHONIC 

CONCERTを昨年に引き続き開催しました。「KOBE JAZZ-PHONIC RADIO」パーソナリティで

あり、自身も有数のジャズトランぺッターである広瀬未来氏を中心にジャズの街神戸ならでは
のプログラムを実施。 

東遊園地 北側ステージ 実施風景 

13：00～13：30／KOBE YOUTH JAZZ ORCHESTRA 

13：40～14：10／神戸大学KOBE MUSSOC Jazz Orchestra 2018 

14：30～15：00／加納新吾TRIO 

15：10～15：40／橋本現輝TRIO 

15：50～16：20／Miki Hirose Quintet 

16：30～17：00／高橋知道Quartet feat 江藤良人 

12 

music 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）16：20～16：50 

［実施場所］ 東遊園地 北側ステージ 

16：20～16：50／SHION with トリプルB 

1歳からインターナショナルスクールに通い、６歳から１４歳までゴスペルを学
び 、１２歳からピアノを始め た。様々な音楽ジャンルから影響を受け、自ら英
語で作詞作曲を手掛け ‘My Life’ でデビュー。‘My Life’ は同年代と、 

その親たちへの明るいメッセージです。 



プログラム内容 

anime 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）12：00～16：00 
［実施場所］ 東遊園地 北側ステージ 

12：00～16：00／アイドルアニソンステージ 

［第1部］1組25分（入替5分） 

12：00～12：25／Noah’sMile（芦屋系お嬢様アイドルユニット） 

12：30～12：55／インフローレ女学院（アイドルユニット） 

13：00～13：25／福井柑奈（ミスヤンマガ準グランプリ） 

13：50～14：20／南かおりアニメトークショー 

 

［第2部］1組25分（入替5分） 

14：30～14：55 ／キャンディランド教団（女神ぷにたん宗教団体） 

15：00～15：25 ／鳥嶌鈴（シンガーソングライター） 

15：30～15：55 ／園山結月（コスプレアイドル） 

fashion 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）11：30～12：00 
［実施場所］ 東遊園地 北側ステージ 

11：30～12：00／神戸ウェディング会議・ウェディングクイーンステージ 

第8代目神戸ウェディングクイーン／寺浦帆南、羽田優里、明頓百華 

神戸ウェディングクイーンは、神戸市内の様々なイベントで、 

ウェディングを通して神戸の魅力を多くの方々に発信させていただく 

美しき広報大使です。 

fashion 

アフリカンダンス&ドラムパフォーマンス 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）16：30～17：30 

［実施場所］ 東遊園地 南側ステージ 

セネガル出身のミュージシャン3名による迫力ある太鼓と 

歌・ダンスのパフォーマンスを実施しました。 
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東遊園地 実施風景 



デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 

078kobeエリア 3 



プログラム内容 

interactive トレードショー（展示会） 

2011年～2016年まで開催された「神戸ITフェスティバル」を前身としており、様々なジャンルに「IT」をかけ

あわせることによって、さらに、クリエイティブで生活に根差した「未来」を感じることができる企画を展開

しました。 

2017年と同様、デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）の1Fを中心に、様々なジャンルの出展者から

ブース展示ならびに体験コーナーを用意いたしました。 

［実施日時］ 平成30年4月27日（金） 10：00 ～17：00  
 平成30年4月28日（土） 10：00 ～17：00 
［実施場所］ デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO 1F「KIITOホール」  

interactive トレードショー出展企業・団体一覧 
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プログラム内容 

1F KIITOホール「ステージＡ」 

Interactive カンファレンス 

27日(金)11：00～12：00 実験都市･神戸の未来展開 ～クリエイティブ思考と感性のつながりがまちを変える～ 

27日(金)16：00～18：30 自動運転を活かした豊かな兵庫を考える 

27日(金)14：40～15：30 地域のヒトと経済をつなぐメディアとしてのSNS～実践から学ぶSNSメディア戦略論～ 

山口 琢也／フェイスブック ジャパン 執行役員 公共政策部長 
角   勝／株式会社フィラメント 代表取締役CEO 
長井 伸晃／神戸市 政策企画部 産学連携課 担当係長 

東  重利／株式会社トヨタマップマスター 代表取締役 
井料 隆雅／神戸大学 大学院工学研究科 教授 
川渕 啓司／筑紫が丘自治会 会長 
二宮  健／警察庁 交通局 交通企画課 自動運転企画室 課長補佐 
行司 高博／兵庫県立大学 事務局社会貢献部 部長   

久元 喜造／神戸市長 
齋藤 精一／株式会社 ライゾマティクス 代表取締役 クリエイティブディレクター 
祗園 景子／神戸大学大学院工学研究科 特命助教・未来道場（神戸大学未来社会創造研究会） 
槻橋  修／神戸大学大学院工学研究科 准教授 

笹本  翔／国土交通省 自動車局 技術政策課 
松本 浩之／みなと観光バス株式会社 代表取締役 
武藤 一浩／株式会社日本総合研究所 創発戦略センター 
森川 高行／名古屋大学 大学院 未来社会創造機構 教授 
井上 佳三／株式会社自動車新聞社 代表取締役社長 

松田 卓也／シンギュラリティサロン 主宰、神戸大学名誉教授 
山崎 泰廣／高野山伝燈大阿闍梨･種智院大学名誉教授 
保田 充彦／株式会社ズームス 代表取締役 
Asia Shmok／University of British Columbia 
 

27日(金)12：50～14：10 シンギュラリティとマンダラ 

28日(土)10：00～11：30 クリエイティブを集める・育てるまちづくり  

片山 象三／西脇市長 
富田 能成／横瀬町長 
佐々木 哲也／株式会社富士通総研 ビジネスデザイングループ・マネジングコンサルタント 
古山 隆幸／一般社団法人イトナブ石巻 代表理事 
藤井 信忠／神戸大学大学院システム情報学研究科 准教授 

28日(土)14：00～16：00 兵庫150年前、はじまりのストーリー 

旭堂 南海／上方講談師 
田辺 眞人／園田学園女子大学名誉教授 
垂水 千佳／元NHK神戸放送局キャスター 

film カンファレンス 

28日(土)16：40～17：30 若手プロデューサーから見た映画制作の現場 

fashion カンファレンス 

齊藤  統／AECC Paris 社長・神戸芸術工科大学 客員教授 

28日(土)12：00～13：30 クリエーションは発信力だ！ 
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白石 裕菜／株式会社ホリプロ 映像事業部 



信時 正人／一株式会社エックス都市研究所 理事 
後藤 良子／一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ 理事 
八重樫 理人／香川大学  創造工学部創造学科 准教授 
藤井 信忠／神戸大学大学院システム情報学研究科 准教授 
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プログラム内容 

1F ギャラリーA「ステージB」 

interactive カンファレンス 

27日(金)12：30～13：30 都市生活をデザインする～UDC‐078でできること～ 

古山 隆幸／一般社団法人イトナブ石巻 代表理事 
関  治之／一般社団法人Code For Japan 代表理事 
松崎 太亮／神戸市 企画調整局 ICT連携担当部長 

27日(金)14：00～15：00 ｢災害×IT」の可能性～石巻と神戸の事例から考える 

28日(土)10：30～12：00 未来を照らすプロトタイピングと、境界を溶かすデザイン 

28日(土)12：30～15：30 未来の創り方“How to invent the Future” 

28日(土)16：00～17：30 映像情報の衰退化する神戸はこのままで委員会!?在版テレビ局員を直撃 

 ［コーディネーター］ 
山寺 純／株式会社Eyes, JAPAN 代表取締役 

望月 重太郎／株式会社博報堂アイ・スタジオ 
公文 悠人／株式会社博報堂アイ・スタジオ 

脇浜 紀子／京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 教授 
沖本 有二／関西テレビ放送株式会社 本社デスク 
高岡 達之／讀賣テレビ放送株式会社 報道局副部長  
小野 智也／株式会社毎日放送 報道局ニュースセンター VOICE編集長 
浅井 利紀／朝日放送テレビ株式会社 ディレクター兼記者 
林  芳宏／神戸市 市長室 広報戦略部長兼広報官 

 ［スピーカー］ 
Monica Shen／from China,ASIA 
Shawn Frayne／from America & HongKong 
Laurel Darabia／from Europe & Africa 
Gerrit Jan／Beyond Borders 

27日(金)17：00～17：50 ブロックチェーンと教育～発達障害者のポテンシャルに迫る～ 

河崎 純真／GIFTED AGENT株式会社 代表取締役 
松浦 杢太郎／株式会社セールスフォース・ドットコム 

27日(金)15：40～16：30 ブロックチェーンが変える音楽体験とビジネスの未来 

music カンファレンス 

鈴木 貴歩／パレードオール株式会社 代表取締役 
石谷 優樹／Onokuwa, Inc. 代表取締役 



プログラム内容 

2F「Stage Felissimo」 

fashion カンファレンス 

27日(金)15：40～16：30 神戸タータンの誕生と今後の展望 

27日(金)17：00～17：50 若きクリエーターによるトークセッション 

interactive カンファレンス 

27日(金)12：30～13：50 BEYOND AI（人工知能を超えて）～人工生命の可能性～ 

27日(金)14：20～15：10 数独‐Sudoku‐の父、神戸に途中下車！！ 

鍜治 真起／株式会社ニコリ 代表取締役社長 

岡  瑞起／筑波大学 システム情報系 准教授 

青木 竜太／株式会社オルタナティヴ・マシン 代表取締役 

塚田 有那／Bound Baw編集長 

石田原 弘／神戸タータン協議会 会長 

新井 陸王／株式会社AVII IMAGEWORKS 代表取締役 
土生田 直樹／Alter Egoオーナー 
安岡 絵理／IN SIDE OUT + 店長 

28日(土)10：40～11：30 Kobe INK物語 誕生秘話 

竹内 直行／株式会社ナガサワ文具センター 商品企画室 

28日(土)15：00～16：00 minneとフェリシモが考えるクリエイター支援 

川口 武将／GMOペパボ株式会社 minne事業部 

杉山  寛／GMOペパボ株式会社 社長室 

葛西 龍也／株式会社フェリシモ 執行役員 

28日(土)13：40～14：30 テクノロジー変革による未来の暮らし 

塚本 昌彦／神戸大学 大学院 工学研究科 教授 
ハヤカワ五味／株式会社ウツワ 代表取締役 

28日(土)12：00～13：00 日本をワクワクさせるような｢挑戦と変化｣が生まれる｢谷上プロジェクト｣ 

山本 敏行／ChatWork株式会社 代表取締役 

28日(土)16：30～17：30 地域のために､コンテンツをどう活用できるのか？～その｢現場｣から考える～ 

谷村  要／大手前大学 メディア・芸術学部 准教授 
岡本 順子／西宮流 編集室 代表 
森田 圭一／三宮プラザ名店会 副会長 
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プログラム内容 

3F 301 

interactive カンファレンス 

27日(金)10：00～16：00 Internet Governance Boost Camp：Asian youth setting out  
                                      to change the world in the digital and mobility era 

28日(土)10：00～13：00 VRワークショップ 

28日(土)13：30～14：40 カードゲームで体験！SDGs入門 

山本 佳史／｢2030SDGs」認定ファシリテーター 
坪田 卓巳／特定非営利活動法人しゃらく 

菅野 加代子／大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部C&IセンターIC本部 サービスデザインラボ 

Shawn Frayne／Looking Glass Co-founder and CEO 

28日(土)16：10～17：30 MILLENIALS TALK SESSION～未来のために、いま考える「ビジネスプラン」～ 

28日(土)14：50～15：40 クリエイター・デザイナーのためのプロボノ入門 

神戸ソーシャルブリッジコミュニティリンク 
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ファシリテーター：東 朋子／特定非営利法人コミュニティ事業支援ネット理事長 

司会：奥西 崇文／特定非営利法人コミュニティ事業支援ネット副理事長 

2F プロジェクトスペース2B 

27日(金)10：00～18：00 NHK8Kスーパーハイビジョンシアター 

film トレードショー 

28日(土)10：00～17：00 8Kディスプレイスーパーハイビジョン体験 

2FギャラリーC 

interactive カンファレンス 

27日(金)14：00～16：00 「AI技術が進化するほど、人間らしい能力が重要になる時代」 

27日(金)16：30～18：00「価値観やストーリーをデータ化し、人のキモチを動かす・AIの時代 
            に探求すべきHI(ヒューマン・インテリジェンス)とは？」 

28日(土)10：40～11：30 「世界を目指すIT企業が集結！合同就職説明会」 

ACALL株式会社／一般社団法人ウルノス／株式会社KURASERU／株式会社神戸デジタル・ラボ／ 
株式会社Compass／ChatWork株式会社／株式会社DentaLight／株式会社トワール／ 
株式会社メンバーズ  

28日(土)14：30～16：30 オリジナルのロボットを作ろう”プログラミング教材embot体験イベント” 

中村 由実子／株式会社NTTドコモ イノベーション統括部兼embotセミナー推進室室長 

蒲田 篤慎／ヤフー株式会社 データ&サイエンスソリューション統括本部  

      テクノロジーインテリジェンス室 室長      



プログラム内容 
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実験的活用スペース 

28日(土)14：00～15：30 神戸市×リバプール市交流フォーラム「クリエイティブスペースが都市 

                                       に 与えるインパクト」 

マイク・スタッブス ／Foundation for Art and Creative Technology（FACT）ディレクター 
永田 宏和／デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）副センター長 
甲賀 賀章／大阪府立江之子島文化芸術創造センター（enoco）館長 

interactive カンファレンス 

27日(金)12：30～13：50 ｢×Techで神戸を舞台に社会実験｣トライアルワークショップ 

interactive カンファレンス 

27日(金)15：30～16：30 共創時代のコミュニティのあり方とは－NASA､バチカン､神戸市の挑戦 

とりやま みゆき／Space Apps Challenge 2017 in OSAKA オーガナイザー  
加納  隆／buildBLUE 
西谷 友彬／code for Kobe 代表 
長井 伸晃／神戸市 政策企画部 産学連携課 担当係長 
 

27日(金)17：00～18：00 アルゴリズムの責任と規制（またはその欠如） 

Asia Shmok／University of British Columbia 

関  治之／一般社団法人Code For Japan 代表理事 
多名部 重則／神戸市 企画調整局 新産業創造担当課長 

28日(土)10：00～12：00 第76回WordBench神戸～イベントサイトの裏側公開～ 

28日(土)13：00～16：00 Kidsアイデアソン！～アイデア創発の手法で“お出かけ”を新しく～ 

安藤 篤史  
竹下 和人／フリーランスプログラマー 
ふじたたいぞう／WEBデザイナー 
北島  卓／Word Pressテーマ、プラグインデベロッパー 

藤村 昌平／ライオン株式会社 イノベーションラボ 主任研究員 
佐々木 哲也／株式会社富士通総研 ビジネスデザイングループ マネジングコンサルタント 

3F 303 
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KIITO 実施風景（トレードショー） 
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KIITO 実施風景（カンファレンス） 



神戸ポートオアシス 

078kobeエリア 4 
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プログラム内容 

2F・3F ホール 4月27日（金） 

16：30～19：00 髪の毛で音を感じる装置「Ontenna」と、音と映像のシンクロにフォーカ 

           スした映画「Noise」が 創り出す新しい映像鑑賞体験会＆トークセッション 

interactive カンファレンス 

落合 諒磨／映画「NOISE」MA・サウンドデザイン 

松本 優作／映画「NOISE」監督・脚本 

安城うらら／映画「NOISE」主演 

本多 達也／富士通株式会社 マーケティング戦略本部 戦略企画統括部 ビジネス開発部  

                        Ontennaプロジェクトリーダー 

高見 逸平／富士通デザイン株式会社 サービス＆プラットフォーム・デザイングループ チーフデザイナー 

落合 陽一／メディアアーティスト、実業家 

      ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 

      筑波大学 学長補佐・デジタルネイチャー推進戦略研究基盤 

  基盤長・図書館情報メディア系 准教授 

      デジタルネイチャー研究室主宰 

12：30～14：00 日本再興戦略と日本の美意識（ビデオ出演） 

齋藤 精一／株式会社 ライゾマティクス 代表取締役 

      クリエイティブディレクター 

14：30～16：00 実験都市の実装テクノロジーとクリエイティブが未来を変える 
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プログラム内容 

interactive カンファレンス 

10：00～11：20 超スポーツ×超コンピューター×超コミュニティ 

2F・3F ホール 4月28日（土） 

稲見 昌彦／東京大学 大学院 情報理工学系研究科 

       システム情報学専攻教授 

坪倉  誠／神戸大学 大学院 システム情報学研究科 教授 

江渡 浩一郎／産総研 ニコニコ学会β 

11：40～13：00 エンターテイメントの未来 

東市 篤憲／A4A株式会社 代表取締役 

藤本  実／mplusplus株式会社 代表取締役社長 

13：30～15：00 誰もが輝いて活躍するまち KOBEを目指して 

野田 聖子／総務大臣（マイナンバー制度担当・女性活躍担当） 

       男女共同参画担当の内閣府特命担当大臣 

村木 厚子／元厚生労働省事務次官、伊藤忠商事株式会社取締役 

       津田塾大学客員教授、共生社会を創る愛の基金顧問 

岸田 ひろ実／株式会社ミライロ 講師 

        一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会 理事 

西海 恵都子／神戸新聞社 編集局次長 

竹中 ナミ／社会福祉法人プロップ・ステーション理事長 

15：30～16：30 みんなで盛り上げて大阪関西に2025EXPOを呼び込もう！ 

溝畑  宏／公益財団法人大阪観光局 理事長 

高橋 久美子／経済産業省 商務・サービスグループ  室長補佐 

塩田 悠人／WAKAZO 執行代表  



17：00～20：00 監督トークショー&特別上映 映画「最低。」 
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プログラム内容 

2F・3F ホール 4月28日（土） 

film カンファレンス 

瀬々 敬久／映画監督 

森口 彩乃／女優 

小林  剛／株式会社KADOKAWA 

5F 503 4月27日（金） 

5F 503 4月28日（土） 

17：00～20：00 ｢Most Likely To Succeed」上映会＆カンファレンス 

｢Most Likely to Succeed」 は、「人工知能 (AI) やロボットが生活に浸透していく21世紀の子ども達にとって必要な教育とはど

のようなものか？」というテーマについて、「学校は創造性を殺しているのか？」TEDトークで著名なケン・ロビンソン卿、カー

ン 

アカデミーのサルマン・カーン氏、ハーバード・イノベーション・ラボ所属の、トニー・ 

ワグナー氏などの有識者や多くの学校取材を2年間積み重ねられ制作されたドキュメンタ 

リー作品です。2015年の公開以来、3000以上の学校や図書館、公民館といった公共施設 

や、SXSW edu を含む教育カンファレンスなどで上映されています。 

米国のカリフォルニア州にある High Tech High というチャータースクールに通う二人の 

高校１年生の成長を追いかける過程で、日本と同様な受験偏重型教育と、生きる力を身に 

つける実践的な教育のバランスをどう考えるかなど、国は違えど似た状況も多く、教育を 

取り囲む様々な視点について考えさせられる作品です。 

竹村 詠美／Future Edu TOKYO 

12：00～18：00 大和セキュリティ勉強会 

マシス・ザッカリー／株式会社神戸デジタル・ラボ 

    セキュリティソリューション部 シニアコンサルタント 



メリケンパーク 

078kobeエリア 5 
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プログラム内容 

MUSIC みなとステージ 

常設ステージを利用した078music 2018のメインステージ。 

4/28（土）：ジャズ上陸の地で、日本のジャズが、デトロイトで生まれたHI Tech Jazzと邂逅 

4/29（日）：世界の音楽を吸収し、独自の進化を遂げた音楽を発信していく音楽の港町=神戸。 

音楽の輸出入のメッカとしての存在感を神戸内外に示しました。 

THE APPLES 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）12：00～21：00 
 平成30年4月29日（日）11：00～20：40 
［実施場所］ メリケンパーク 常設ステージ 

【4月28日（土）／出演アーティスト】 

ハロルド 

The fin. 

SODA！ 

The Songbards 

Young Juvenile Youth 

KYOTO JAZZ SEXTET feat. 菊地成孔 

UNDERGROUND RESISTANCE as Depth Charge 

【4月28日（土）／みなとステージ実施写真】 
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プログラム内容 

MUSIC みなとステージ 

【4月29日（日）／出演アーティスト】 

Japan × Asia Friendship プロジェクト 

バーバリアン 

 神戸松蔭女子大ファッションショー 

黒猫チェルシー 

THE NEATBEATS 

うじきつよし×鈴木賢司×佐藤タイジ 

ザ50回転ズ THE TOMBOYS 

WEAVER 

KJPR ELECTRIC BAND 

【4月29日（日）／みなとステージ実施写真】 



僕が王様だったころ Seuss Oily Tea & Waffles 
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プログラム内容 

MUSIC かもめステージ 

JAZZをベースにポップスとして発展させた音楽が今、全国的な流行を見せている。彼らが口を揃えて言う「神
戸での活動を活発にしたい」を078musicをきっかけに実現。神戸のオシャレとリンクするミュージシャン達に
、一過性ではない活動を促していくことで、1年を通したシーンを作り上げることを目的としました。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）11：30～18：00 
 平成30年4月29日（日）12：30～19：00 
［実施場所］ メリケンパーク 南東角 

【4月28日（土）／出演アーティスト】 

aomidoro SUMMY Manhole New World Easycome 

【4月28日（土）／かもめステージ実施写真】 



がらくたロボット 
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プログラム内容 

MUSIC かもめステージ 

THE MAD GENTLES 

鳴かぬなら 

Dict. Frankleed 

THE PAC 

GOOD LUCK CITY 

【4月29日（日）／出演アーティスト】 

shellfish 

【4月29日（日）／かもめステージ実施写真】 
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プログラム内容 

MUSIC さざなみステージ 

神戸や神戸近郊の大学軽音楽部、自らが企画・運営・演奏する野外ステージ。自己表現の場を提供することで

、若者が活躍するまちの実現の第一歩となることが期待でき、またtwitterなどでの「口コミ」が同世代に対す

る078の認知・周知ができたため、集客動員アップに繋がりました。 

• 神戸市外国語大学 学部軽音学部 

• 神戸市外国語大学 大学フォークソング部 

• 神戸市外国語大学 二部軽音学部 

• 神戸芸術工科大学 軽音学部Oton 

• 兵庫県立大学 東支部 軽音学部 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）11：20～18：00 
 平成30年4月29日（日）11：20～18：20 
［実施場所］ メリケンパーク 南東角 

【4月28日（土）／出演団体】 

• 関西学院大学 AVANT GARDE 

• 関西学院大学 文化総部 軽音学部 

• 神戸大学 軽音学部 JAZZ 

• 神戸大学 軽音学部 ROCK 

• 神戸大学 MMC 

• 神戸大学 二部 軽音学部 

• 神戸大学 Free Beat 

• 神戸大学 二部＆JAZZ合同バンド 

• 甲南女子大学 軽音学部 

【4月29日（日）／出演団体】 

interactive 

［実施場所］ メリケンパーク ／ポートオアシス 
       ／神戸ハーバーランド高浜岸壁  
［提  供］ mplusplus株式会社                    

アナログな人間の身体にデジタルな数字表現を組み

合わせたLEDダンスプロジェクト。 

身体がLED9,000個、450個のデジタル数字で構成さ

れたLEDダンサーのスペシャルパフォーマンスを３

会場で実施しました。 

Quantified Dancer LEDダンスパフォーマンス 
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メリケンパーク 実施風景 



神戸ハーバーランド 

高浜岸壁 

078kobeエリア 6 



【前夜祭プログラム②／落語映画上映】 
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プログラム内容 

film 前夜祭 

078filmとしての前夜祭を4月27日（金）夜に開催。 

神戸市兵庫区新開地で今夏7月に開館する上方落語の定席（演芸場）「神戸新開地・喜楽館」のPRも兼ねラジ

オ関西パーソナリティーも務める桂春蝶とゲストの「落語」披露と、関連した映画作品の上映をしました。 

【招聘ゲスト】 

桂春蝶（かつら・しゅんちょう） 

［実施日時］ 平成30年4月27日（金）17：30～18：30 
［実施場所］ 神戸ハーバーランド 高浜岸壁 特設ステージ 

昭和50年生まれ。平成6年 桂春団治に

入門。 

平成21年に三代目 桂春蝶を襲名。平

成25年咲くやこの花賞、平成21年に第

4回繁昌爆笑賞などを受賞。 

しゃべれども しゃべれども（2007年） 

［実施日時］ 平成30年4月27日（金）19：00～21：00 
［実施場所］ 神戸ハーバーランド 高浜岸壁 特設ステージ 

思うように腕が上がらず、壁にぶち当たって悩む二つ目の落語家・今昔亭

三つ葉（国分太一）。そんな彼の教室に、無愛想で口下手な美女・十河五

月 

（香里奈）、大阪から引っ越してきたものの、勝ち気なためにクラスに馴

染めない小学生・村林優（森永悠希）、毒舌でいかつい面相の元野球選手

・湯河原太一（松重豊）が通い始める。 

【前夜祭プログラム①／落語】 

昭和44年生まれ。平成3年より漫才コ

ンビ「ジャリズム」のボケ担当・渡辺

あつむとして活動。放送作家、世界の

ナベアツ名義でのピン芸人等の活動経

て、平成23年に落語家に転身し現高座

名に変更。 

 

桂三度（かつら・さんど） 



【ステージイベントプログラム①】 
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プログラム内容 

film ステージイベント 

学生作品上映や、予告編映画祭など、映画を軸に昼間のイベントを展開。 

学生作品上映 
映像制作を行う地元学生の作品の

野外上映を実施しました。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）・29日（日）10：00～12：00 

予告編映画祭 
複数の配給会社宣伝担当者をプレゼンターとして、近隣映

画館で上映中もしくは近日公開作品の予告編映像&宣伝ト

ークで、担当映画のプレゼンを行いました。配給会社同士

の対決形式をとり、観客投票により、勝敗を決定しました

。 

※2016年5月に第1回予告編映画祭を開催 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）12：00～13：00、15：00～16：00 

神戸市出身である渡辺大知監督の作品 

「SUMMER KIDS」を上映しました。また、当日は

渡辺大知監督をゲストとしてお迎えし、作品の見所

や製作秘話をお話いただきました。 

※078film 2017には、篠原哲雄監督、本広克行監督、石井岳龍

監督、真壁幸紀監督、渡辺大知監督、酒井麻衣監督が登壇。篠

原哲雄監督、真壁幸紀監督、渡辺大知監督の作品上映を行った

。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）21：00～  

  ［招待監督］ 

渡辺 大知／歌手(黒猫チェルシー)、俳優 

  ［上映作品］ 

SUMMER KIDS（2017年／42分） 

監督／渡辺 大知 

SHINPA vol.6 

in Tokyo International Film Festival 

【ステージイベントプログラム②】 

【ステージイベントプログラム③】 

特別上映 映画『SUMMER KIDS』 

［実施場所］ 神戸ハーバーランド 高浜岸壁 特設ステージ 



【オープンシアタープログラム③】タイムトリップ神戸タイアップ作品上映 

【オープンシアタープログラム②】音楽系作品上映 
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プログラム内容 

film オープンシアター 

親子連れでも楽しめるアニメーションやポップ作品を上

映しました。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）13：00～15：00、16：00～18：00 

［上映作品］ 

怪盗グルーのミニオン大脱走（2015年／アメリカ） 

ドリーム（2016年／アメリカ） 

チャッピー（2015年／アメリカ） 

メリケンパークで開催の078musicと関連性のある作品を上映しました

。 

［実施日時］ 平成30年4月29日（日）13：00～15：00、16：00～18：00、19：00～21：00 

［上映作品］ 

スクール・オブ・ロック（2003年／アメリカ） 

リンダリンダリンダ（2005年／日本） 

1970～80年代の神戸カルチャーやファッションをアーカイブする冊子「タイムトリップ神戸」と

のタイアップしたディスコイベントを開催しました。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）18：00～21：00   

［上映作品］ 

サタデー・ナイト・フィーバー（1977年／アメリカ） 

【オープンシアタープログラム①】ファミリー向け作品上映 

fashion 

「みんなのファッションショー in KOBE ー アフリカンフェスタ神戸」 

［実施日時］ 平成30年4月29日（日）12：00～13：00 
［実施場所］ 神戸ハーバーランド 高浜岸壁 特設ステージ 

アフリカンファッションを扱う雑貨店・アパレルメーカー数店舗に 

よるファッションショーと、アフリカ音楽に精通するDJ＆アフリカ

人ミュージシャンによるパフォーマンスを実施しました。 

Time Trip Kobe & バブリーダンスのうたげ 

18:00～18:30／1970年～1980年のフィルム映像と音楽による神戸  

       の街やファッションについて 

18:30～19:00／バブリーダンスのうたげ（宴） 

［実施場所］ 神戸ハーバーランド 高浜岸壁 特設ステージ 
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高浜岸壁 実施風景 



周辺関連事業  

078kobe 
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プログラム内容 

MUSIC COMING KOBE18（カミングコウベ） 

阪神淡路大震災を風化させず語り継ぎ神戸からの恩返しとし

て被災地支援を行い、神戸の魅力を伝える事を最大のテーマ

とし、減災・防災・そして震災からひとりでも多くの方に 

“気づき”の“きっかけ”を作る、日本最大級の無料チャリティ

ーフェスを関連事業として同日開催しました。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）10：00～18：30 

 平成30年4月29日（日）10：00～18：30 

［実施場所］ みなとのもり公園（神戸震災復興記念公園） 

       神戸ポートターミナルの2会場同時開催 

［主  催］ COMIN’KOBE実行委員会 

［共  催］ 神戸山手大学 

［後  援］ 神戸市 

［入  場  料］ 無料 

［4月28日（土）］ 
 

愛はズボーン／あゆみくりかまき／アルカラ／ THEイナズマ戦隊／今村モータース／打首獄門同好会／踊ってば
かりの国／オメでたい頭でなにより／カミングライダー2018／クリトリック・リス／ CRAWLICK／Gateballers

／GEZAN／ココロオークション／KOTORI／ゴールデンローファーズ／サーカスフォーカス／The サード／サク
ラメリーメン／  SUNNY CAR WASH／Sunrise In My Attache Case／cinema staff／清水アツシ／  THE 

SKIPPERS／ STANCE PUNKS／四星球／セックスマシーン／Danablu／超能力戦士ドリアン／DENIMS／the 

twenties／ドラマストア／NAMBA69／ Northern19／KNOCK OUT MONKEY／BUZZ THE BEARS／パノラマパナ
マタウン／ビレッジマンズストア／FIVE NEW OLD／FABLED NUMBER／ THE BOOGIE JACK／プププランド／
PRAISE／THE BOYS&GIRLS／THE BOSSS／ほりゆうじ／魔神ピッピ／MASS OF THE FERMENTING DREGS／魔法
少女になり隊／メガマサヒデ／夜の本気ダンス／LAID BACK OCEAN／ワタナベフラワー／ONEDER 

 

［4月29日（日）］ 
 

アイスクリームネバーグラウンド／Ircle／アシュラシンドローム／Another Story／AFRICA／alcott／Unblock

／iTuca／175R／WOMCADOLE／AIRFLIP／ONIGAWARA／ガガガSP／門脇更紗／神宿／カミングライダーズ
／かりゆし58／GOOD4NOTHING／KEYTALK／劇団鹿殺しRJP／神戸のあらた／SABOTEN／さよならポエジー
／  SiM／ジラフポット／人性補欠／Slimcat／それでも尚、未来に媚びる／ドラマチックアラスカ／高高 -

takataka-／dustbox／tricot／82回目の終身刑／HAPPY／花男／ ／ハルカミライ／Hump Back／Fear, and 

Loathing in Las Vegas／FOMARE／HEY-SMITH／ぺペッターズ／ HOTSQUALL／Bentham／MACK JACK／松
尾昭彦バンド／Mr.EggPlant／ムノーノ＝モーゼス／ユタ州／ゆるめるモ！／ライブキッズあるある中の人／THE

ラブ人間／LATLX／LOST IN TIME／ROTTENGRAFFTY／ 

【COMING KOBE18（カミングコウベ）出演アーティスト】 
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プログラム内容 

food 南京町生誕150年記念事業×ヨルバル×078kobe 〜神戸中華の晩餐会〜 

南京町と元町界隈の有名料理店が三宮センター街・ヨルバルに

集結しました。お店でしか食べることができない本格中華をご

堪能いただきました。また、LED9000個を使用した光る衣装で

スペシャルなダンスパフォーマンスも同時に実施いたしました

。 

［実施日時］ 平成30年4月27日（金）20：00～23：00 

［実施場所］ 三宮センター街１丁目商店街 

MUSIC 神戸旧居留地Premium Classical Concert 

078のクラシック部門として神戸旧居留地Premium Classical Concertとの連携公演を神戸旧居留地（クリエイ

ト神戸ビル1Fアトリウム）にて開催いたしました。神戸港開港当時(1868～1899年）の神戸旧居留地の歴史を

、当時居留地で実際に開催されたコンサートプログラムを中心に、神戸旧居留地における知られざる西洋音楽

（クラシック音楽）の歴史をトークショー＆コンサート形式でお届けし、神戸旧居留地、そして神戸の魅力を

感じてもらいました。 

［出演グループ・アーティスト］ 

• 神戸フルートソサエティ 

• Bloom Quartet & Ensemble KANSAI 

• Epicus Flute Duo & Ensemble 

• Bloom Epicus Trio 

• 柏山恵菜（ソプラノ） 

 

［ナビゲーター］ 

• 南出卓／音楽プロデューサー・クリエイティブコンサルタント 

      

     

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）13：00～16：30 
 平成30年4月29日（日）13：00～16：30 
［実施場所］ 神戸旧居留地（クリエイト神戸ビル1Fアトリウム） 

【神戸旧居留地Premium Classical Concert 出演アーティスト】 
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プログラム内容 

MUSIC 神戸国際会館サンクンガーデンステージ 

三宮駅から東遊園地・KIITO、そして2018年度タイアップするCOMING KOBE（@みなとのもり公園）への導線

上に全国的に活動する関西在住アコースティックアーティストイベントを開催しました。淡路島でグッドスト

ックフェスティバルを開催する「にこいち」が2日間のイベントを主催。司会進行含め神戸の街中ライブスポッ

トを盛り上げました。 

［実施日時］ 平成30年4月28日（土）12：00～18：00 
 平成30年4月29日（日）12：00～18：00 
［実施場所］ 神戸国際会館B1 

【神戸国際会館サンクンガーデンステージ出演アーティスト】 

MUSIC JPRJ RECORD presents ExProg×078 

多様化した現代のロックシーンのなかでも、60、70年代のロックの中心であったプログレッシブロック（プロ

グレ）は、世界的に、かつ世代を超えて一定の地位を確立しているため、集客力があり、かつ青少年に対する

プログレの啓発に熱心な「金属恵比須」を東京から招聘することで、熟年世代と若者世代をつなぐジャンルと

してのプログレのライブを078KOBEの一環として開催しました。 

［実施日時］ 平成30年4月29日（日）17：30～ 
［実施場所］ ライブハウス チキンジョージ 

・4月28日(土) 

12:00～12:25／CHINATSU 

13:05～13:30／バンディー石田 

13:45～14:15／近石涼 

14:30～15:00／BABY BABY 

15:15～15:45／オカダユータ 

16:00～16:30／にこいち 

・4月29日(日) 

12:00～12:20／VO/GO 

12:30～12:50／MORIHANA 

13:05～13:25／きしもと しおり 

13:40～14:00／キシモトジュンイチ 

14:15～14:45／Rinana 

15:00～15:30／ポンジー 

15:45～16:15／アダチケンゴ 

16:30～17:00／にこいち 



広報実績  

078kobe 
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広報実績 

印刷物 

［枚  数］ 20,000枚 

［配布場所］ SXSW他 

A5チラシ 

［枚  数］ 3000枚 

［掲出場所］ 各種鉄道「三宮」駅貼り 

B1ポスター 

［枚  数］ 300枚 

［掲出場所］ 協賛各社 

B2ポスター 

［枚  数］ 300枚 

［掲出場所］ 協賛各社 

B3ポスター 

［枚  数］ 30,000枚 

［配布場所］ 当日各エリア 

A3二つ折りチラシ 

2017 
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広報実績 

印刷物 

078Interactiveチラシ 078musicチラシ 

  

078kidsチラシ 078filmチラシ 

ヨルバル×078 ExProg×078チラシ 
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広報実績 

神戸新聞 2017/12/17 朝刊 神戸新聞 2018/4/15 朝刊 

神戸新聞 2018/4/20 朝刊 神戸新聞 2018/4/21 朝刊 

神戸新聞 2018/4/29 朝刊 神戸新聞 2018/4/28 号外 
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広報実績 

神戸新聞 2018/4/29 朝刊 神戸新聞 2018/4/30 朝刊 

WellTOKK 2018 Spring 掲載記事 TOKK 2018/4/15 掲載記事 

あしたのｺﾐｭﾆﾃｨﾗﾎﾞ 2018/6/13 web記事 LIGARE5月号掲載(自動車新聞社) 



49 

広報実績 

広報誌KOBE4月号掲載 New Media2018.7月号掲載 

KOBE Today掲載 飛行機機内紙 

ユネスコ創造都市ネットワークHP掲載 デザイン都市HP掲載 
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広報実績 

ミントビジョン 078CM放映 CNET Japan 2018/5/29 web記事 

［放映期間］2018/4/16～4/29  

［放映回数］1日１0回以上 

当日 各会場間ライブ中継  

［中継期間］2018/4/27～4/29  

［ライブ配信先］各会場、youtube live 

［提供］Kiss FM KOBE 、 SRCグループ 

［機材協力］株式会社ソリトンシステムズ 

［中継内容］各会場の模様をライブ中継、エリ 

ア3 KIITOで行われるステージコンテンツの模様 

ケーブルテレビ J-COM 
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広報実績 

4時キャッチ 三宮 地下通路壁面 ポスター掲示- 

梅田駅 地下鉄サイネージ 名谷駅地下鉄ﾎﾟｽﾀｰ掲示 

イオンモール神戸北サイネージ 三宮観光案内所 ポスター掲示 
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広報実績 

ラジオ関西レギュラー番組「078RADIO」（毎週金曜日22：00～23：30） 
※現在は毎週火曜24：00～24：30 

Instagram
（https://www.instagram.com/078kobe/） 

Facebook（https://www.facebook.com/078kobe/） 公式Webサイト（https://078kobe.jp/） 

Twitter（https://twitter.com/078kobejp） 
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運営委員会 

実行委員会 
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組織体制 ※敬称略 

実行委員長 

藤井 信忠 

部門長／岡田 大輔 

ｱﾄ゙ ﾊ゙ ｲｻ゙ ／ー冨居 雅人 

委 員／尾崎 有輝、内藤 泉、萩尾 聡 

    谷口 享子 

広報・プロジェクトプラニング部門 

名誉実行委員長 

久元 喜造 

実行委員 

辻村 謙一 

実行委員 

福岡 壯治 

実行委員 

脇浜 紀子 

実行委員 

箸本 史朗 

実行委員 

本丸 勝也 

実行委員 

舟橋 健雄 

実行委員 

南出  渉 

実行委員 

藤岡 健 

部門長／箸本 史朗 

委 員／栗須 哲秀、小笠原 舞、冨居 雅人 

キッズ部門 

部門長／本丸 勝也 

ｱﾄ゙ ﾊ゙ ｲｻ゙ ／ー松下 麻理 

委 員／三宅 千佳、岡田 誠司、内藤 泉 

    坂見 嘉哉、藤井 祥平 

フイルム部門 

部門長／舟橋 健雄 

委 員／福岡 壮治、長井 伸晃、脇浜 紀子 

    片野 絢子、永田 宏和、吉原 達雄 

インタラクティブ部門 

部門長／南出 渉 

委 員／福岡 壮治、若林 裕薫、岡田 誠司 

    内藤 泉、上野 綾奈、植村 一仁 

    樽崎 寛、森田 卓也、河田 悠 

    村上 雅之、山本 正明、桜井 洋介 

ミュージック部門 

部門長／本丸 勝也 

委 員／藤井 祥平、若林 裕薫 

フード部門 

部門長／辻村 謙一 

委 員／前田 博美 

ファッション部門 

部門長／岡田 誠司 

委 員／内藤 泉、森田 圭一、JUNBOw 

アニメ部門 

実行委員会事務局 

神戸新聞事業社 

小西  讓  中村 大知 

城戸  崇  内田 勇士 

松本 剛生  小林 健治 

神戸デジタル・ラボ 

花本  瞬 

国･県･市との連絡対応 
開催会場の調整など 

神戸市 企画調整局 
政策企画部 産学連携課 

監事 

全
体
運
営
会
議 

運営委託 

実行委員 

内藤  泉 

実行委員 

松田 竜一 

特別顧問 

高士  薫 

顧問 

石﨑 雅章  奥田 隆則 

竹中 ナミ  田中 まこ 

松原  裕  皆川 広一 

宮田 英和  桃田 武司 

山口 最丈  横山  剛 

岡村  修  森田成敏 

実行委員 

岡田 誠司 

実行委員 

永田 宏和 

副実行委員長 

永吉 一郎 
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役員名簿 ※敬称略 

担当 氏名 所属 

実行委員会 名誉実行委員長 久元 喜造 神戸市 市長 

実行委員長 藤井 信忠 神戸大学大学院 システム情報学研究科 准教授、神戸ITフェスティバル 実行委員長 

副実行委員長 永吉 一郎 株式会社神戸デジタル･ラボ 代表取締役 

実行委員 岡田 誠司 NPO法人KOBE鉄人PROJECT 事務局 局長 

実行委員 辻村 謙一 学校法人辻村学園 理事 

実行委員 内藤  泉 株式会社ラジオ関西 報道制作局 局長 

実行委員 永田 宏和 デザイン・クリエイティブセンター神戸 副センター長 

実行委員 箸本 史朗 株式会社神戸新聞社 地域総研 企画調査部 部長 

実行委員 福岡 壯治 神戸電子専門学校 校長 

実行委員 藤岡  健 神戸市 企画調整局 創造都市推進部 デザイン都市推進担当課長 

実行委員 舟橋 健雄 株式会社神戸デジタル・ラボ 広報室長、神戸ITﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ、TED×Kobe 代表 

実行委員 本丸 勝也 兵庫ベンダ工業株式会社 取締役 

実行委員 松田 竜一 兵庫県 企画県民部 県政150周年記念事業室 室長 

実行委員 南出  渉 有限会社アームテックパブリシャーズ 代表取締役 

実行委員 脇浜 紀子 京都産業大学 現代社会学部 教授 

特別顧問 高士  薫 株式会社神戸新聞社 代表取締役社長 

顧問 石﨑 雅章 Underground Gallery 主宰 

顧問 奥田 隆則 神戸市 企画調整局 神戸2020ビジョン担当局長 

顧問 竹中 ナミ 社会福祉法人プロップ・ステーション 理事長 

顧問 田中 まこ 特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッション 理事長 

顧問 松原  裕 株式会社パインフィールズ 代表取締役、COMING KOBE 実行委員長 

顧問 皆川 広一 株式会社神戸新聞事業社 代表取締役社長 

顧問 宮田 英和 株式会社サンテレビジョン 取締役 

顧問 桃田 武司 株式会社ラジオ関西 代表取締役社長 

顧問 山口 最丈 兵庫県 政策創生部 部長 

顧問 横山  剛 SRCグループ会長 兼 Kiss FM KOBE（兵庫エフエム放送株式会社）代表取締役社長 

監事 岡村  修 岡村修公認会計士税理士事務所 

監事 森田 成敏 みなと銀行 執行役員 地域戦略部 部長 

運営委員会 運営委員 上野 綾奈 有限会社アームテックパブリシャーズ 制作部、KOBE LIVEACT BAR VARIT 

運営委員 植村 一仁 神戸・三宮センター街1丁目商店街振興組合 企画部 部長 

運営委員 岡田 大輔 株式会社神戸新聞事業社 媒体本部 本部長 

運営委員 尾﨑 有輝 神戸市 企画調整局 創造都市推進部 デザイン都市推進担当係長 

運営委員 片野 絢子 神戸大学大学院 システム情報学研究科 

運営委員 河田 悠輝 神戸電子専門学校 講師 

運営委員 吉原 達雄 神戸電子専門学校 サウンドテクニック学科主担当 

運営委員 行司 高博 兵庫県 産業労働部 産業振興局 工業振興課 副課長 

運営委員 栗須 哲秀 株式会社クリス 代表取締役、スイミープロジェクト実行委員長 

運営委員 坂見 嘉哉 株式会社ジュピターテレコム コミュニティチャンネル部 関西メディアセンター長 

運営委員 桜井 洋介 Kiss FM KOBE（兵庫エフエム放送株式会社）執行役員 統括部長 

運営委員 JUNBOw イラストレーター、デザイナー 

運営委員 谷口 享子 株式会社オフィスマーメイド 代表取締役 

アドバイザー 冨居 雅人 株式会社神戸新聞社 地域総研 副所長 

運営委員 長井 伸晃 神戸市 企画調整局 創造都市推進部 ICT創造担当係長 

運営委員 楢崎  寛 楢崎事務所 

運営委員 萩尾  聡 株式会社ラジオ関西 報道制作局 事業部 部長補佐 

運営委員 藤井 祥平 兵庫ベンダ工業株式会社 事業戦略部 

運営委員 前田 博美 株式会社スタジオアッシュ 代表取締役 

アドバイザー 松下 麻理 神戸フィルムオフィス 代表 

運営委員 三宅 千佳 神戸フィルムオフィス 

運営委員 村上 雅之 株式会社パインフィールズ、COMING KOBE 実行委員会 事務局 

運営委員 森田 圭一 三宮プラザ名店会 副会長 

運営委員 森田 卓也 公益財団法人神戸いきいき勤労財団 部長 

運営委員 山本 正明 三木楽器株式会社 シニアディレクター システム管理室 室長 

運営委員 若林 裕薫 株式会社troop 代表取締役社長 



■本イベントに関するお問い合わせ 

   ０７８実行委員会事務局  

   担当：内田、城戸(キド) 

   TEL：078-371-0085 

   Email：info@078kobe.jp 


