
第18回  中小企業による国内最大級のトレードショー

入場
無料

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18日（水）同時
開催

舛添要一
東京都知事が出席！（予定）

http://www.sangyo-koryuten.tokyo/事前来場者登録受付中！ 産業交流展 検索検索
産業交流展2015 運営事務局  〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階  TEL：03-3503-7320  FAX：03-3503-7620  E-mail: ofc@sangyo-koryuten.tokyo

※上記の個人情報に関しましては、「産業交流展2015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  〒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

同時開催展・イベント

会場アクセス

路線

※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

新価値創造展2015（第１０回中小企業総合展東京）

会期
会場
主催

11月18日（水）～ 20日（金）
東京ビッグサイト西3・4ホール
（独）中小企業基盤整備機構

開催概要産業交流展2015では、新価値創造展2015と常時開催いたします。
今年の新価値創造展は、３つのテーマを切り口に日本の社会・産業の課
題解決を目指します。多彩な出展者とのビジネスマッチングの機会に是非
ご活用ください。

出展者情報を効率よく収集するために
■出展者プレゼンテーション
出展企業が各社の製品、技術、サービス等を会場内に設けたサブステージ
でプレゼンテーションを行います。事前予約は不要で当日参加が可能です。

■１分間ＰＲ映像
各出展者の製品、技術、ＰＲポイント等要点を絞った内容の１分間映像を会
場内メインステージおよび会場内商談コーナー各所で放映します。

11月19日（木）：メインステージ

東京都が承認した「経営革新計画」に基づき、顕
著な経営向上を果たした企業を表彰します。

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

東京都経営革新優秀賞表彰式
11月19日（木）：会場内

学生等を対象に、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ツアー形式
で各企業を訪問します。

東京の中小企業魅力発見ツアー
11月20日（金）：レセプションホールＡ

新規取引先開拓を目的とした商談会を開催いた
します。（事前予約制）

第５回ビジネスマッチング in 東京

ご 招 待 状

豊洲出入口
首都高速晴海線

複



11月18日（水） 11月19日（木） 11月20日（金）

開会式

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

経営戦略セミナー

15：00～16：00

社会のチカラを経営革新に活かす
～社会的企業に学ぶ地域・経営の革新～

地域社会の再生・活性化が喫緊の課題とされる中、ビジネスフロン
ティアとして新しい公共空間を切り拓くイノベーティブな社会的企
業の事例を通じて、中小企業が取り組むべき経営革新のヒントを探
ります。社会課題の解決に焦点をあて、地域の総合力を企業の成長
力に活かす経営手法を提言します。

中小企業では相続税評価額を株価としていますが、株価評価の考
え方に、上場企業と非上場企業の間に違いはありません。正しい株
価が経営判断にどのように影響するかを解説します。

東京都経営革新優秀賞
表彰式14：00～14：20

東京都ベンチャー技術大賞
表彰式11：00～11：30

［舛添要一東京都知事が出席 ！ （予定）］
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、ぜひご覧くださ
い。

藤倉 潤一郎 氏

非営利型まちづくり株式会社
　　　　　　　　　　地域協働推進機構

　　　　　　　　　　　　　　代表取締役

後藤 康雄 氏

独立行政法人 経済産業研究所
上席研究員

基調講演13：00～14：30

日本経済と中小企業
－失われつつあるダイナミズム
　と再生への道筋

【第55回（2014年度）エコノミスト賞受賞】
中小企業は、日本の雇用の約7割、付加価値の約半分を占める巨大
セクターです。日本経済の本格的な回復には、中小企業部門の活性
化が欠かせません。しかし、近年、その活力が失われつつあるよう
にみえます。本講演では、日本経済全体の視点から、中小企業の現
状を整理し、先行きを展望します。

サンジョグ・カプール 氏

駐日インド大使館
貿易一等書記官

アジアビジネスセミナー10：00～11：00

メイク・イン・インディア：
日印の相乗効果

エンフバト・ウヌルジャルガル 氏

駐日モンゴル大使館
経済部　理事官

11：00～12：00

モンゴル国の産業開発の
現状について

中小企業の企業価値
～企業価値を知って
　会社の成長につなげる～

田中 佑児 氏

東京TYフィナンシャルグループ　東京都民銀行
営業開発部　次長

16：15～17：15
城風 淳一 氏

旭化成株式会社
ヘルスケア研究開発センター

センター長付　産業政策　部長

ライフサイエンスセミナー15：00～16：00

旭化成のヘルスケア事業と産学官連携

旭化成は、創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、“昨日まで
世界になかったものを”創造し続けます。特にヘルスケアにおいて
は、医薬と医療機器の二つの分野を持つ企業としてヘルスケア事
業を推進すると共に、グループ融合プロジェクトによる新事業の創
出を目指しています。また、ヘルスケア領域では産官学の連携が重
要です。その一例として、旭化成が参加している東九州メディカル
バレー構想と、業界団体としてのMTJAPANのマッチングサイトの
取り組みをご紹介します

伊藤 夏香 氏

アイエヌ知財特許事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　弁理士

知的財産セミナー15：30～16：00

経営に生かす 知財のチカラ

知財をビジネスに役立てている中小企業の取り組みの実例を紹介
します。新しいアイディアが生まれたらどうしたらよいのか或いは新
しい製品を出す時には何をしなければならないのかという点から
知的財産を守る仕組みづくり、さらには融資の場面での知的財産
権の活用について解説します。また、知的財産の評価実例もお話し
する予定です。

細井 浩一 氏

立命館大学映像学部／大学院映像研究科 教授
日本デジタルゲーム学会（DiGRA JAPAN）会長

コンテンツ×異業種
コラボレーションセミナー13：00～14：00

コンテンツ循環の中心と周辺
～奇跡の出会いを創り出すクロスメディア戦略～

コンテンツを活用した産業の創出とプロデュースをいかに実現す
るか。数々の成功事例をもとに、その戦略と実現のノウハウを講演
いたします。
※受講には、別途申込が必要です。下記URLをご参照ください。
　http://contents-collabo.tokyo/

アスリート・キャリア
サポートセミナー10：30～12：00

全国ライフサイエンスゾーン
全国から選りすぐりの中小企業が大集結！今年度は、ライフサイエンス
分野に係る全国の中小企業の技術の展示・事例紹介を行います。

【出展企業】
各都道府県・政令指定都市の37社・団体

次世代ロボットゾーン
高度技術の結集であり、その関連技術が多岐にわたるロボットを展示
するゾーンです。最新のロボット技術を体験いただく場としてご活用く
ださい。

【展示ロボット（予定）】
案内支援ロボット、
災害支援ロボット、
介護支援ロボット など

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

アジアゾーン
アジア各都市の企業・政府系機関などが出展するゾーンです。アジア
市場進出のためのビジネス相談も実施いたします。アジアへのビジネ
ス展開に関する情報収集の場としてご活用ください。

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）】
○ワイヤーベンダー機械の実演
○大型扇風機・換気扇の大排気及び溶接の実演
○ヘラ絞り加工

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。

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。

●ファッション
CREATORS TOKYO
MIDDLA、PLASTICTOKYO、IN-PROCESS、ELZA WINKLER
日本のファッションの「可能性」「多様性」を表現しま
す。

Tokyo Leather
鞄やハンドバッグなどの皮製
品及びパネルを展示します。

●伝統工芸品
伝統の技術・技法の数々を是非間
近でご覧ください。職人による実演
も実施予定。

●コンテンツ
新製品アプリの展 示やスク
リーンを利用してコンテンツ情
報を発信します。

【マッチングサービス】活用のご案内

産業交流展では、会期前からご利用いただける様々なマッチング
サービスを公式ホームページにてご用意しております。

事前来場者登録フォーム内で御社の『課題』や『求める製品』を登録し、後は
産業交流展の出展者から提案を受けるのを待つだけです。

http://www.sangyo-koryuten.tokyo/産業交流展 検索検索

出展者詳細情報・マッチングサービスは、Webにて公開中

御社の『課題』や『求める製品』の提案募集登録ができます。

出展者一覧から検索していただき、気になる出展者にチェックを入れ、後は
フォームに沿って入力すれば複数社にまとめて問合せを送ることができます。

産業交流展の出展者へ質問や問合せが簡単フォームからできます。

落ち着いた環境でじっくりと腰を据えて商談が可能です。事前に予約ができる
ので、安心してご利用いただけます。（※座席数には限りがございます。）

商談コーナーを事前に申込みができます。

1
2
3

会  期  前

オリンピックやパラリンピックを目指すアスリートの雇用につい
て、考えてみませんか？アスリート雇用の実態を知っていただくた
め、実際にアスリートを雇用した企業やアスリートの生の声をシン
ポジウム形式でお伝えします。
※当日は元トップアスリートも登壇予定。詳細は後日ホームページ

等でお知らせします。

世界を目指すアスリートを応援しませんか

New

●日本食
屋内の展示スペースに加え、
屋外フードコートにて販売を
いたします。

事前来場登録内の「事前マッチングサービス」から
ご登録いただけます。

ここをクリック


