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※上記の個人情報に関しましては、「産業交流展2014個人情報保護方針」に基づき、適正に処理します。（詳しくはホームページをご覧ください）
※産業交流展主催団体では、展示会の開催風景を撮影し、公式WEBサイトや次回印刷物等に画像を掲載することがございますので、あらかじめご了承ください。ご不明な点等は事務局までお問い合わせください。
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東京ビッグサイト
東5・6ホール

産業交流展2014実行委員会

後　　援

主　　催

（一社）東京工業団体連合会、（独）中小企業基盤整備機構、東京信用保証協会、
東京中小企業投資育成（株）、アジア大都市ネットワーク21 連携県市 埼玉県、千葉県、神奈川県、さいたま市、

千葉市、横浜市、川崎市、相模原市

ご 招 待 状

東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、
（株）東京ビッグサイト、（公財）東京都中小企業振興公社、（地独）東京都立産業技術研究センター

http://www.sangyo-koryuten.jp/事前来場登録受付中！

東京ビッグサイト  〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1  TEL:03-5530-1111（代表）

下車徒歩7分

下車徒歩3分

同時開催イベント

会場アクセス

路線

産業交流展 検索検索

▲ ▲ ▲

開催趣旨
産業交流展は、首都圏
（東京都・埼玉県・千葉県・
神奈川県）に事業所を有
する個性あふれる中小企
業などの優れた技術や製
品を一堂に展示し、販路
拡大、企業間連携の実
現、情報収集・交換などの
ビジネスチャンスを提供
することを目的としてい
ます。

※ご入場には、入口で登録が必要となります。本券一枚で１名様の登録ができます。

●来場登録カード

東京都ベンチャー技術大賞表彰式
ベンチャースピリットに富む中小企業が開発した、革新的で将来性のある製品・技術を
選ぶ「東京都ベンチャー技術大賞」の表彰式をメインステージで開催します。
また、会場内では、ノミネートされた企業による出展コーナーもご覧いただけます。

11：00～11：3011月19日（水）
舛添要一
東京都知事が
出席！（予定）

同時開催

新価値創造展2014（第10回中小企業総合展東京2014）

会期
会場
主催

11月19日（水）～ 21日（金）
東京ビッグサイト東2・3ホール
（独）中小企業基盤整備機構

開催概要産業交流展2014は、新価値創造展2014と同時開催いたします。新価値創造
展では、『ウェルネス社会を創る』『グリーンコミュニティを創る』『スマート
ファクトリーを創る』の3つの開催テーマを掲げ、新市場・新産業の創出を目
指しています。多彩な中小企業が集まるこの機会を是非ご活用ください。

中小製造業等がその技術や誇りを賭けて作成し
たケンカコマで勝負をします。プロ・アマ問わず持
てる技術を全て注ぎ込んだ１円玉より小さいコマ
が土俵の上でぶつかり合います。小さいコマに託
した熱意を是非ご覧下さい。

ものづくり中小企業情報交流会
都内ものづくり中小企業と教育機関（大学等）が一堂に
会し、企業情報や採用・就職に関する情報を交換する交
流会を東5・6ホール内の特設会場にて開催します。

東京の中小企業魅力発見ツアー
学生等を対象とした、ビジネスの現場に触れる体感型会社研究
イベントです。キャリアカウンセラーなどのプロの引率者のアド
バイスを聞きながら一緒にツアー形式で各企業を訪問します。

東京都経営革新優秀賞表彰式
東京都が承認した「経営革新計画」に基づき、新事業に積極・果敢に取り組み、経
営の顕著な向上を果たした中小企業を表彰します。また、実際に表彰された企業
の製品やサービスの展示を行う「東京都経営革新優秀賞ゾーン」も設置します。

第4回ビジネスマッチング in 東京
レセプションホールAにて、新規取引先開拓を目的
とした商談会を開催いたします。発注企業からの
具体的な発注案件に基づき面談形式で商談を行
います（事前予約制）。

来場者の声
・先端の技術や
中小企業の動き
が分かった。

・興味ある企業が
多数出展しており
情報豊富だった。

・新技術、製品情報を
収集できた。
　（産業交流展2013
　　　来場者アンケートより）

※産業交流展2014へ来場登録することで、新価値創造展2014への入場も可能となります。

同時開催展

11/19（水）開催 11/20（木）開催 11/21（金）開催

●問い合わせ先
（公財）東京都中小企業振興公社
TEL：03-3251-7883
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/

New New全日本製造業コマ大戦
有明場所 in 産業交流展2014

本招待券でのご登録により、同時開催展の新価値創造展2014（東2・3ホール）にもご入場いただけます。また、登録いただいた情報は、同時開催展の主催団体
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）へ共有させていただきます。同時開催展の主催団体への情報共有を希望しない場合は、右記にチェックしてください。

勤務先等について該当する業種をお選びください。

主催団体より産業交流展、新価値創造展及び
各種施策についての情報を郵送またはメールにて
お送りしてもよろしいでしょうか？

Q1

該当する職種をお選びください。Q2

該当する役職をお選びください。Q3

従業員数をご記入ください。　（　　　　　　）名Q4
Q5



(株)アープ
(株)アイティエステート
アイティオール(株)
(株)アイ・ピー・エル
(株)アオイシステム
(株)アクティ
(株)アクト
アップ経営コンサルタント(株)
　※(株)デカルト
(株)アポロクリエイト
アルファテックス(株)
(株)アルメディオ
(株)アンフォルム
イーネット(株)
(株)岩田エレクトリック
(株)インフォメーションポート
(株)ヴィバーク
(株)エクセス
(株)エスエーティ
(株)えすぴーしー企画
(株)エネックス
EMBASSY  PRESS (大使館新聞社)
(株)オープンソース・ワークショップ
(株)大和田組
オフィス六・7
(株)カーネル
カーブ堂
(株)霞が関通信社
(公財)神奈川産業振興センター
カルチュレード(株)
(公財)川崎市産業振興財団
クリエイティブスパーク(株)
(株)クリエイティブライン
(株)クリエーティブ・マシナリ・インターナショナル
ケンユウテクノ(株)
(株)コクーゾ
SAION TECH
(株)サイクレス
(株)サンゼ
(株)サンリッツエレクトロニクス
(株)サンレイ
JNS(株)
(株)Ｊリポート
(株)ジェーピークリエイト
(株)実践マシンウェア
昌栄電機(株)
(株)人財ソリューション
(株)シンプルメーカー
(株)星光社
創研情報(株)
(有)創造デザイン
(株)ソフトウェア・パートナー
(株)ソフト技研
(株)ソリューション・アンド・テクノロジー
ソリューションシステムズ(株)
　※ベルソフトウエア(株)
大星グループ

　※大星電機(株)
　※(株)ティー・エス・イー
蓼科情報(株)
(株)チャレンジ
(有)ティアーズコンピュータ
デジタルトランスコミュニケーションズ(株)
テックサポートマネジメント(有)
(公社)東京グラフィックサービス工業会
東京システムズ(株)
(株)トラスト・テクノロジー
トリプルエーマシン(株)
(株)トリム
(株)トレンディ
(株)日広通信社
(株)日興電機製作所
(株)日新化成
(株)ニッソク
日中管理学院(株)
日本アイアール(株)
(株)日本システムブレーンズ
(一社)日本ソフトウエア産業協会
(株)バリューソフトウエア
(株)パルシス
(株)ピーエスティー
ビジネスメンター (株)
(株)ビッツ
(有)ビディア
(株)プラージュ
(株)プラスフォーデザイン
　※(有)フォース
(株)プラックス システム
ブレインハーツ(株)
(株)プロテック２４
プロフェクト(株)
(株)ベストインセンティブセンター
(株)Horizon  Business  Assistants
(株)マイクロネット
(株)マインドシステム
マッシュコーポレーション(株)
(株)松村エンジニアリング
(株)マリーチ
(株)マルコプラン
港区役所 産業振興課
(株)ミナト・メディア
明京電機(株)
(株)メインサポート
(株)メテム
(株)ユアハウス
(株)ユウシステム
（公財）横浜企業経営支援財団
ヨシダ印刷(株)
(株)ラクサス
(有)ロジシェル
(株)ロゼッタ
ワイアードペコ(株)
　※(株)情報環境デザイン研究所
(株)ワイドテック

(有)アーカイブ
(株)IPMS
アクアエコロジーライフ(株)
(株)アテック
アルプス工業(株)
(株)アルマーカン
アントレージャパン(同)
(株)イーエフイー
イチロー企画(株)
(株)インターナショナルエグジビットサービス
(株)ウエスト・トラスト
(株)エアコンサービス
(株)映心
エコドマス(株)
　※日本テレニクス(株)
オーク(株)
(株)オオニシ
(株)大野技術研究所
(株)オオハシ
　※(株)リピーボード
(株)オンリースタイル
関東プラスチック工業協同組合
　※福島化成工業(株)
　※(有)井上製作所
　※エドカ工業(株)
　※ダイヤユーキ(株)
　※(株)西務良
　※(株)ヤザキ
　※(株)ワールドケミカル
(協)新食研
協和化工(株)
クニミネ工業(株)
クリーンサプライ(株)
(株)グリーンスリーヴス
(株)ケイアンドエム
　※(資)木と字の神林
(株)KRA
　※(株)トップウオーターシステムズ
建成産業(株)
(有)コスモポリタン
コントロール・プラン(有)
　※(有)ジャワシステム
(有)サトウ化成
(株)サンニック
シー・エイチ・シー・システム(株)
(株)シオザワ
(株)システム計装
(株)島田小割製材所
(株)ジャパンハイテクサービス
　※(有)光一
(有)正和製作所
(有)シライデザイン
真空企業(株)
(株)新和精機
杉並区産業振興センター
(株)スリー・エス
(株)セキュリティージャパン

(有)セットバック
(株)SEPINO
(株)ダイニチ
太洋テクニカ(株)
(有)田中幸商店
動栄工業(株)
　※モールボール工法協会
東京信用保証協会
東京都異業種交流プラザH12グループ
(公財)東京都環境公社
(一社)東京都中小企業診断士協会
(一社)東京都中小企業診断士協会 国際部
東京都中小企業団体中央会
(株)東和サプライ
(株)日弘ヒーティング
日昇工業(株)
日扇産業(株)
日本蓄電器工業(株)
(一社)日本望遠鏡工業会
(有)ネイチャーグレイス
ネパール産業支援企業組合
　※(株)水や
(株)NOPAR  International  Asia
光商事(株)
久豊技研(株)
(株)ビズグリーン
(有)ヒラメキ工房
FUTURELIGHT(株)
(株)プロトテック
(株)ポート電子
(株)ボロン  インターナショナル
(株)マイファースト
まちだテクノパーク
水処理エース(株)
(資)谷貝鐵工所
(株)ライトマッピング
(株)ラシュラン
(有)ランドバッグ

(株)アースブルー
(株)アールストーン
(株)アイシム医療器
(株)アルテック
イー・アーム(株)
泉商事(株)
市原商工会議所
イヨンインターナショナル(株)
(株)ウェルテクス
(同)A-CLIP研究所
(株)エースインターナショナルジャパン
(株)エフ・イー・シー
(株)OKK
オーニット販売東日本(株)
オットーリフト(株)
KICCプロジェクト推進協議会
　※(株)オージ
　※(株)日本熱電機製作所
　※ファースト電子開発 (株)

　※(株)松本精機
キヨタ(株)
(株)倉本産業
伍縁工業(株)
(株)コーラル
(株)コスミック エム イー
(株)コンベックスコーポレイション
(株)ささき
(株)サンライズコーポレーション
(株)三和
志幸技研工業(株)
菅原産業
(株)3Rプロデュース
ゼネラルヘルスケア(株)
(株)ソーケンメディカル
(株)ソフィアコミュニケーションズ
(株)大真
(株)タグチ・エンタープライズ
岳石電気(株)
(株)長白山研究所
ツインズ(株)
土屋産業(株)
(株)東心
(株)東信製作所
(株)名和里商事
(株)ネクセル
(株)ノルメカエイシア
(有)ハッピー商会
(株)フジオスモ
(株)プロップ
(株)ボウンディア
ほけんし(株)
マツムラテクノ有限責任事業組合
ミツハシ
武蔵野商工会議所　工業部会
(株)ヤマト
(有)ユーアイエスジャパン
豊無線(株)
(株)ライステック
(株)蘭華
(株)リンディー・セールス
　※(株)アイハーゼ
ワールド化成(株)
(株)ワイエフテクノ
(株)YKC

会津ゴム工業(株)
(株)葵製作所
(株)青山精工
(株)アクシスプライム　
アクセプト(株)
(有)旭エンジニアリング
　※ＡＴテクマック(株)
　※(株)市川電機
　※(株)A・R・P
　※(株)厚栄商会
　※サクラ電線工業(株)
(株)旭プレシジョン

(株)アジャスト
(株)アスペクト
(株)吾嬬製作所
　※(有)チバプラス
　※(有)サンテック
(株)アトム精密
(有)天ヶ瀬工業
(株)アルファー精工
飯田機械(株)
異業種連携次世代グループ草加RINC
池田自動機器(株)
石川技研工業(株)
(株)石川精器
(株)イシワタ
(株)磯貝製作所
(株)伊東NC工業
稲元マーク(株)
イワキパックス(株)
(株)インターヴォイス
宇田川鐵工(株)
(株)宇都宮電機製作所
(有)永進ゴム製作所【草加RINC】
(株)エーケーダイカスト工業所
(株)エス・アイ・シー
(株)エスイーウェルディング
エスジー工業(株)
(株)Any  Design
エルテック(株)
(株)エレナ
(有)大石工業
(株)オーティエス
(有)岡村工機
(株)オカモト
(株)小木製作所
(株)オザキ
(株)小原工業
(株)オプター
川口商工会議所
共同技研化学(株)
協和工業(株)
(株)共和工業
久保金属(株)
クラスターテクノロジー (株)
(株)Clarus  Global  Partners
(株)栗原精機【草加RINC】
KST(株)
ケイエルブイ(株)
ケービーエレクトロン(株)
(有)晃立製作場
高和電氣工業株式會社
(株)弘和電材社
(株)コーキ電子
古賀電機(株)
(株)コシブ精密
コジマ技研工業(有)
(株)コスモサウンド
後藤建築事務所(株)
近藤科学(株)
(有)近藤電機製作所
(公財)埼玉県産業振興公社
(株)サイマコーポレーション
(株)サカエ

(公財)相模原市産業振興財団
　※(有)今井製作所
　※(有)エヌティエフ
　※(有)高城電気製作所
　※(株)片岡製作所
　※(株)ティアンドティ
　※ティーケー工業(株)
　※(有)平栗
　※東京製螺工業(株)
　※(株)MEMOテクノス
　※(株)ハシモトコーポレーション
　※相模螺子(株)
(公財)相模原市産業振興財団
相模原市トライアル発注認定製品
(株)三恵精機 (草加RINK)
(有)三幸電機製作所
(株)シーティーアイ
事業化チャレンジ道場((公財)東京都中小企業振興公社)
(株)シグナス
(株)システム・トート
品川区
　※(一財)品川ビジネスクラブ
(株)清水精機
(株)潤製作所【草加RINC】
白根電機産業(株)
白山工業(株)
(株)新興技術研究所
　※(株)ジェッセ
神港精機(株)
信和産業(株)
伸和商工(株)
(有)ステック
(株)スプリングフィールド
スマイルリンク(株)
スリーピース(株)
(株)製作所穂積
(公財)世田谷区産業振興公社
　※(公財)世田谷工業振興協会
(公社)世田谷工業振興協会
　※(公財)世田谷区産業振興公社
(株)世田谷電線製作所
(有)双明通信機製作所
　※富士プリント工業(株)
双和プラスチックス工業(株)
第一ガスケット工業(株)【草加RINC】
(株)大成
(株)大創
(有)鯛のたい
(株)高井精器
(株)竹内製作所
竹下工業(株)
(株)武田トランク製作所
(株)田島製作所
谷電機工業(株)
ダブル技研(株)
多摩岡産業(株)
多摩商工会議所
　※エルマルコ(株)
　※(株)コムサット・ジャパン
　※ホームテック(株)
　※発明工房多摩
　※(株)やまと商社

(公財)千葉県産業振興センター
(有)千葉精螺
(株)中越工業
司フエルト商事(株)
筑波鉄工(株)　
ディスプロ(株)
(株)テクノメイト
(株)テクノラボ
東京アンチモニー工芸協同組合
(株)東京技術研究所
(一社)東京技術士会
東京工業彫刻協同組合
東京彫刻工業(株)
東京都商工会連合会
(株)東京歯車工業
(株)東新製作所
東邦電気(株)
東洋研磨材工業(株)
東洋特殊研磨(株)
東洋ドライルーブ(株)
同和鍛造(株)
(株)ときわ光学
(株)トコウ
(有)中澤製作所
(株)長津製作所
(有)中野製作所
中村精密工業(株)
新座冶金(株)
(株)新堀製作所
(株)西川精機製作所
西東京商工会  工業部会
西東京商工会  工業部会  ものづくり工友会
(株)ニットー
日本機械ネットワーク(株)
日本軸受加工(株)
(株)日本メンブレン
(有)ハイランド
(株)橋場グランド社
橋本理研工業(株)
八王子商工会議所工業部会  次世代工業研究会
　※ヤマニシ電子(株)
　※(株)ナラハラオートテクニカル
　※HKT(株)
(株)浜野製作所
(株)羽村金型
(株)原工業所
(株)ハラサワ
東久留米市商工会工業部会
　※(有)オクギ製作所
　※大晴産業(株)
　※旭栄研磨加工(株)
　※(有)原田シール印刷所
　※(有)田幡工芸印刷
(同)微細加工研究所
(株)日野エンジニアリング
(有)広川製作所
フィーサ(株)
深中メッキ工業(株)
(株)富士機工
フジコントロールズ(株)
(株)富士通研製作所
(有)不二パッキング製作所

(株)藤村工業
(株)フジリビング
(株)フナボリ
(株)フレックス・サービス
(有)ベック
北陸ケーティシーツール(株)
(株)ホロンクリエイト
(株)マクルウ
(株)マスオカ
(株)松浦製作所
(株)松下製作所
松田通商(株)
(株)マツトモ
(有)ミズノ
瑞穂ファントム工場（瑞穂町商工会）
(株)ミック
ミッツ(株)
(株)ミナミ技研
(株)三山精工
(株)ヤクモエレクトロ
山元(株)
山下マテリアル(株)
(有)勇和工業
(株)ユニオン精密
(株)ヨコハマシステムズ
ヨシザワ(株)
ヨシザワLA(株)
(株)依田工業所
(同)リーデ
(株)リンテック
(有)ロイドエンジニアリング  団体名：技術屋.net

「ファッション」「伝統工芸」「コンテンツ」「日本食」関連の企業・団体等

三和工機(株)
大成技研(株)
(株)ナガセ
(株)レイテック

広域多摩イノベーションプラットフォーム
東京都地域中小企業応援ファンド
東京都知的財産総合センター
(公財)東京都中小企業振興公社

(株)アプライド・ビジョン・システムズ
S.P.エンジニアリング(株)
大塚セラミックス(株)
オーシーアールシステム(株)
(公財)神奈川科学技術アカデミー
神奈川県産業技術センター
コンテンツ(株)
埼玉県産業技術総合センター
(独)産業技術総合研究所
(株)SUSUBOX
地域オープンイノベーション促進事業
千葉県産業支援技術研究所
つくばグローバル・イノベーション推進機構事務局
(株)つくば研究支援センター（茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会）

つくば市産業振興課・技術開発支援室
つくばテクノロジー(株)
(株)つくばマルチメディア
つくばものづくりオーケストラ（MOTs）
ティーイー アイ ソリューションズ(株)
東京都産業労働局商工部創業支援課（「都市課題解決のための技術戦略プログラム」）
東京都皮革技術センター
(地独)東京都立産業技術研究センター
中村科学器械工業(株)
(一社)ニューガラスフォーラム
(株)ＨＡＬデザイン研究所
(株)マイクロフェーズ
(株)メトローシャン
横浜市工業技術支援センター
(株)ロケットスタートホールディングス

各都道府県市38社

インド・韓国・タイ・台湾・モンゴルの企業、貿易・投資事務所等
(独)日本貿易振興機構（ジェトロ）
Majlis Amanah Rakyat（MARA）

北京市の企業・政府機関

Calex  Electronics  Limited
Nature's  Laboratory  Ltd
SIP  Energy Ltd
TQ  Systems  GmbH
ドイツ NRW.INVEST（ドイツNRW州経済振興公社）
日欧産業協力センター

あだち異業種連絡協議会
足立ブランド（足立区）
異業種交流会 台東ビジネス交流会
台東区異業種交流プラザ91
TASKプロジェクト（T台東区、A足立区・荒川区、S墨田区、K葛飾区）
東京商工会議所
東京商工会議所葛飾支部
東京都産業労働局雇用就業部  調整課
東京都産業労働局雇用就業部  能力開発課
東京都デザイン関連事業
東京都トライアル発注認定制度
横浜市経済局（横浜知財みらい企業）

2014年東京都ベンチャー技術大賞ノミネート企業
ベンチャー技術経営研究会

東京都経営革新優秀賞受賞企業

福島県

情　　報 環　　境

出展者一覧 個性あふれる首都圏中小企業等が742社・団体出展予定！
（※は共同出展／分野別・五十音順／平成26年9月9日現在）

医療・福祉

機械・金属

ものづくり実演ゾーン

全国医工連携ゾーン

アジア大都市ネットワーク21・アジアゾーン

北京市ゾーン

欧州企業・国際化支援ゾーン

異業種・団体ゾーン

クールジャパンゾーン

その他

東京都ベンチャー技術大賞ゾーン

東京都経営革新優秀賞ゾーン

公社総合展示ゾーン

首都圏テクノネットワークゾーン

11月19日（水） 11月20日（木） 11月21日（金）

開会式

メインステージイベント・特別企画及び出展者等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

メインステージイベント 特別企画

9：40～10：00

経営革新セミナー14：45～15：45

中小企業の活性化で
日本を再び元気に

日本の世界的ブランドは多くの中小企業が支えてきました。ところ
が、近年、製造大企業の国際競争力が下がるとともに、中小企業の
経営も非常に苦しくなってきていると思います。打開策は、もう一度
大企業に「おんぶにだっこ」ではなく、意思決定が早くフットワーク
のよい、顧客密接型の組織に変えて新しい事業の種を探していくこ
としかありません。待っていても状況は悪化するばかりです。積極的
な経営改革と新事業創出が緊急課題となりました。

災害時における中小企業の役割を解説するとともに、BCPの策定な
ど、防災に関する取組で参考となる事例を紹介するセミナーを開催
します。併せて平成25年度に「東京都BCP策定支援事業」に参加し
た企業のBCPの概要や策定後の取組等についてご紹介します。

13：30～14：30

東京都経営革新優秀賞
表彰式14：00～14：20

白石 紀之 氏
東京都総務局総合防災部防災管理課課長補佐

小松 万希子 氏　　　　　  ほ か
小松ばね工業株式会社代表取締役社長

田中 潤 氏

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社ビジネスリスク事業部
ビジネスリスク第一グループ主任研究員

防災セミナー＆
BCP策定推進フォーラム

第2回コンテンツ×異業種
コラボレーションセミナー

10：00～13：00

強い会社、強い東京を作るために

舛添要一東京都知事が出席！（予定）

東京都ベンチャー技術大賞
表彰式11：00～11：30

都内の中小・ベンチャー企業が開発事業化し
た、革新的な技術や製品を表彰します。
ノミネートされた企業の出展もございますの
で、ぜひご覧になってください！

「クールジャパン戦略に挑戦」
～コンテンツ産業との
　　コラボ・ビジネス術～

※受講には、別途申込が必要です。下記URLをご参照下さい。
 （申込受付開始は10月上旬を予定しています。）
http://igyoshuseminar2014-tokyo.info/

アジアビジネスセミナー

経営戦略セミナー15：30～16：30

片岡 利文 氏

日本放送協会
制作局　経済・社会情報番組部
シニアディレクター  兼  解説委員

ガキ大将型マネジメントの
すすめ

成功する中小企業に共通するビジネスモデルとは何か。ドキュメン
タリー番組の制作を通じて多くの企業の奥深くに入り込んできた
NHK・片岡利文解説委員が語る「ガキ大将型マネジメント」とは。

グローバル・ハラール・マーケットの概要およびハラール製品・サー
ビスの輸出拡大にあたってのマレーシアの経験

世界で人気のアニメやマンガから映画、テレビ番組、ゲームまでコ
ンテンツ産業とのコラボで海外進出、新業態創出、地域振興などコ
ラボ・ビジネスを実現するためのノウハウを講演。

10：30～11：30

クア・キアット・チャイ 氏
マレーシア貿易開発公社  所長

ハラール製品・サービスの輸出拡大に
あたってのマレーシアの経験

ルンダ  ダワージャルガル 氏
駐日モンゴル国大使館  経済貿易担当参事官

11：30～12：30

モンゴル国における産業の現状と官民合同プロ
ジェクトについて／日本企業の進出事例を含む

知的財産セミナー16：00～17：30

元気な中小企業はここが違う！
～知的財産で引き出す
会社の底力～

土生 哲也 氏
土生特許事務所弁理士

赤羽 雄二 氏
ブレークスルーパートナーズ株式会社 マネージングディレクター

元気な中小企業に共通する2つの特徴・・・その背景には、知的財
産への取組が重要な役割を果たしていることがわかってきました。
講師が特許庁の調査事業等で訪問した元気な中小企業の例を紹
介しながら、会社を元気にする知的財産のはたらきについて解説
します。

橋本 久義 氏
政策研究大学院大学  名誉教授

基調講演12：30～14：00

中小企業は日本のまごころ・世界の宝
～2020年、東京オリンピックに
　　　　　　向けて再始動だ！～ 

バブルの破綻からの空白の20年、リーマンショック、東日本大震災。
次々と大きな試練が日本経済を襲った。それでも日本経済はこの試
練から這い上がるだろう。なぜなら日本には、中小企業の底力があ
るからだ。安倍政権の発足以来、円高・株安が是正され、企業経営
者の顔に明るさが戻ってきた。 1ドル100円で安定するなら、国内で
何とか頑張っていこうという企業も増えるだろう。また、複雑・高級・
精密・面倒なモノづくりの需要が日本に殺到してくる。高い技術力
をもつ中小企業にとってはチャンス到来、2020年、東京オリンピッ
クに向けて再始動だ！

西尾 治一 氏

㈱ドゥリサーチ研究所
代表取締役社長

医工連携セミナー14：30～15：30

医療機器ビジネスへの進出戦略：
進出がもたらす新たな地平線

成長戦略の一つの分野として健康・医療が取り上げられています
が、中小企業向きとされる医療機器は言われるほど儲からず、参入
も難しいという声があります。これは中小企業がどう医療機器を理
解し、ビジネス展開の中でどのように捉えるのかによって変わって
きます。決して難しい分野ではありません。薬事法も改正される中、
医療機器関連分野への参入のアプローチとしてどのような点に着
眼すればよいのかを事例を含めてお話していきたいと思います。

小野打 恵 氏

株式会社ヒューマンメディア
代表取締役社長

New クールジャパンゾーン
海外での事業展開の可能性のある優れた技術・商品・アイデアを持つ都内中
小企業等が出展し、「クールジャパン」を発信します。

〔出展分野〕
●ファッション　●伝統工芸品　●コンテンツ　●日本食

ものづくり実演ゾーン
中小企業が誇る技術力を実演形式で
間近にご覧いただけます。

〔実演内容（予定）〕
●へら絞り加工
●アッセンブリーロボット
●オイル浄化装置、油水分離機
●スチームプラズマ多目的加工機

New 北京市ゾーン
日本への進出を検討している、又は既に日本へ進出している北京市の企業等
が出展するゾーンです。北京市企業との商談・交流のために、ぜひ足をお運び
ください。

全国医工連携ゾーン
全国から選りすぐりの中小企業が大
集結！今年度は、医療機関の抱える
課題をものづくり中小企業の技術力
で解決した事例等を展示します。

〔出展企業〕
●各都道府県・政令指定都市の
　38社・団体

首都圏テクノネットワークゾーン
優れた研究成果や技術シーズを
豊富に有する公設試験研究機
関や企業が集結し、それぞれの
研究成果や活動を広く紹介しま
す。これら公設試験研究機関・企
業との出会いの場としてご活用
ください。

アジア大都市ネットワーク２１・アジアゾーン

●アジアの首都及び大都市が連携を強化することにより、国際社会におけるアジア地域の重要性を
高めること。

●危機管理、環境対策、産業振興などの共通の課題に共同で取り組み、その成果をアジア地域の発
展につなげていくこと。

アジア大都市ネットワーク21は、次の二点を目的とする
国際的ネットワークです。

アジア大都市ネットワーク21会員都市の企業や政府系機関等が出展するゾー
ンです。各国の工業製品や技術等の紹介に加え、アジア市場進出のためのビ
ジネス相談も実施。アジア諸国の貿易・投資環境に関する情報収集の場として
ご活用ください。

【防災セミナー】

【BCP策定推進フォーラム】

このほか「公社総合展示ゾーン」などの特別ゾーンに
加え、「出展者プレゼンテーション」「マッチングボード」
などの出展者と来場者の交流を促進する様々な企画を
実施します！


