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１．開催概要
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1．開催概要

1. 名称 新価値創造展2019〈第15回中小企業総合展東京〉

2. 主催 独立行政法人中小企業基盤整備機構

3. 後援 経済産業省中小企業庁、経済産業省特許庁、関東経済産業局、東京都、国立研究開
発法人産業技術総合研究所、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人国際協
力機構、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、株式会社
日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、東京中小企業投資育成株式会社、
中小企業家同友会全国協議会

4. 会期 2019年11月27日（水）～29日（金）10:00～17:00

会場設営：11月26日(火) 0：00～施工 10:00~13:00特別搬入

13:00~20:00出展者設営

5. 会場 東京ビッグサイト南1・2ホール（東京都江東区有明3-11-1）

6. 入場料 無料

7. 事務局連絡先 03-5657-0848

8. 開催分野

加工・成型・接合・表面処理
機械部品・機器
電気電子機器
理化学機械・光学機器
情報・通信
素材・材料
制御・自動運転・安全・セキュリティ
測定・分析機器・センサー
ロボット・ドローン
ソフトウェア・システム
受託サービス（試作・OEM）
その他

臨床・処置
診断・予防
在宅製品・見守り
介護・リハビリ
ロボット・遠隔医療
診断支援・解析・センサー
その他

環境改善・保全
省エネ・リサイクル
水素・燃料電池
二次電池
再生可能エネルギー
スマートグリッド
高機能建材・高効率建築
防災・防犯
農林水産業の高効率化
その他

9. 開催テーマ SDGs、生産性向上
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1．開催概要

●同時開催展 IIFES2019（Innovative Industry Fair for E x E Solutions, アイアイフェス）

会期：2019年11月27日（水）- 29日（金）

会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム

会場時間：10:00 - 17:00 

主催：一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）、一般社団法人 日本電気制御機器工業会（NECA）

一般社団法人 日本電気計測器工業会（JEMIMA）

電機・計測産業を核とする産業界の最先端技術・情報が集う場を提供し、多様化する社会環境に

適したMONODZUKURIや主催者のメッセージをグローバルに情報発信すると共に、バリュー共創

を実現していきます。

共同開催内容

中堅・中小製造業IoTパークでは、日本の製造業を支えている中堅・中小製造業のさらなる

「ものづくり」の進化を目指し、IoTを活用できるユースケースを紹介します。

「IoTデバイス」「プラットフォーム」「AI」の3つのカテゴリーで、ユニークな事例をも

つ11社が出展します。

また、隣接するアトリウムステージでは毎日、出展者から事例を紹介するプレゼンテーショ

ンを行います。

●参加企業 ・アムニモ
・IoT.kyoto（KYOSO）
・エイシング
・クラウドエース
・グローセル
・信和産業

・中堅・中小製造業 IoTパーク

・ビジネスエンジニアリング
・日本プリメックス
・日立産業制御ソリューションズ
・武州工業
・MAGLAB
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1．開催概要

（１）出展者

一般出展320社（新価値創造賞2018受賞4社を含む）、インキュベーション出展21社、

特別展示19社、支援機関出展15 合計375社・機関

（２）ステージプログラム

①メインステージ

3つの出展対象分野における、先進的な取り組み事例や、第一人者が登壇し講演を行いま

した。ケーススタディの紹介など、魅力的な講演内容で来場者促進を図るとともに、出展

者の皆様にも製品開発・事業戦略の一考に寄与できるプログラムをご提供しました。

②出展者プレゼンテーションステージ

出展者による製品プレゼンテーションを実施し、来場者に対して出展製品をPRする場を

ご提供しました。

③中小機構施策PR（出展者プレゼンテーションステージ内）

中小機構の支援施策、事業内容を紹介しました。

（３）マッチング支援

①マッチングコンシェルジュ

専任のスタッフが来場者のご要望をお伺いし、マッチング候補となり得る出展者をご紹介

しました。

②出展者検索コーナー

来場者自らが、検索用PCにて、自分のニーズに合う出展者を検索していただきました。

（４）新価値創造賞

出展者、来場者の参考となる新価値創造の取り組みを行っている出展者を表彰しました。

（５）会場内での無料相談

会期中3日間「海外展開無料相談コーナー」で出張アドバイスを実施しました。

①海外展開アドバイス（中小機構）［C-001］

海外展開のエキスパートである中小機構の国際化支援アドバイザーが相談に応じました。

②新輸出大国コンソーシアム［0-006］

日本貿易振興機構（ジェトロ）を始めとした複数の参加機関による相談やサービスを

ご案内しました。

③特許・知的財産相談［0-011］【工業所有権情報・研修館】

知的財産について、中小企業の強い味方であるINPIT職員と知財総合支援窓口が、お手

伝いしました。

④標準化・JIS相談［0-010］【日本規格協会】

ビジネスに効くJIS化等の標準化活用支援の新市場創造型標準化制度をご紹介しました。

（６）海外CEO商談会（南展示棟2階会議室）

日本企業との連携を希望する海外企業経営者（CEO）等と、海外展開を目指す日本の中小

企業者との商談会を開催しました。

開催内容
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２．出展者区分
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製造業

72.8%卸売業

2.9%

小売業

0.3%

情報通信業・ソ

フトウェア業

11.7%

サービス業

2.7%

その他

5.6%

支援機関

4.0%

東北 4%

関東 56%

北陸 4%

中部 5%

近畿 21%

中国 2%

四国 2%

九州 5% 海外 1%

２．出展者区分

■出展者区分

出展区分 出展社/機関数 構成比

　一般出展 320 85.33%

　インキュベーション出展 21 5.60%

　支援機関出展 15 4.00%

　特別展示 19 5.07%

　合　計 375 100%

（出展企業数：360社/機関数：15機関）

■都道府県別出展件数一覧

地域 都道府県 一般出展
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

出展

支援機関

出展
特別展示 合計

地域別

合計

北海道 北海道 0 0 0 0 0 0

青森県 1 0 0 0 1

岩手県 2 0 0 0 2

宮城県 5 1 0 0 6

秋田県 1 0 0 0 1

山形県 1 0 0 0 1

福島県 3 0 0 0 3

茨城県 12 1 0 1 14

栃木県 11 0 0 0 11

群馬県 17 0 1 0 18

埼玉県 23 0 0 0 23

千葉県 8 1 0 0 9

東京都 60 1 8 13 82

神奈川県 18 0 0 0 18

新潟県 3 0 0 0 3

山梨県 4 0 0 0 4

長野県 15 0 0 0 15

静岡県 13 1 0 0 14

富山県 2 0 0 0 2

石川県 6 2 0 0 8

福井県 5 0 0 0 5

岐阜県 6 0 0 0 6

三重県 1 0 0 0 1

愛知県 10 2 0 1 13

滋賀県 5 1 0 0 6

京都府 12 3 0 2 17

大阪府 37 3 1 1 42

兵庫県 9 0 0 0 9

奈良県 4 0 0 0 4

和歌山県 0 0 0 1 1

鳥取県 1 0 0 0 1

島根県 0 0 0 0 0

岡山県 3 0 0 0 3

広島県 2 0 0 0 2

山口県 1 0 0 0 1

徳島県 0 0 0 0 0

香川県 4 0 0 0 4

愛媛県 3 0 0 0 3

高知県 0 0 0 0 0

福岡県 5 2 0 0 7

佐賀県 1 0 0 0 1

長崎県 3 1 0 0 4

熊本県 2 2 0 0 4

大分県 1 0 0 0 1

宮崎県 0 0 0 0 0

鹿児島県 0 0 0 0 0

沖縄 沖縄県 0 0 0 0 0 0

0 0 5 0 5 5

320 21 15 19 375 375

17

合計

四国

九州

海外

14

211

15

20

79

7

7

東北

関東

北陸

中部

近畿

中国

〈地域別状況〉

〈業種別状況〉

■業種別出展者数一覧

業種 一般出展 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ出展 支援機関出展 特別展示 合計

製造業 252 13 0 8 273

卸売業 10 1 0 0 11

小売業 1 0 0 0 1

情報通信業・ソフトウェア業 34 2 0 8 44

サービス業 8 1 0 1 10

その他 15 4 0 2 21

支援機関 0 0 15 0 15

合計 320 21 15 19 375
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３．来場者数
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７．来場者数

開催日 天気 来場者数（登録数） 来場者数（のべ数）

2019年11月27日（水曜） 2,786人 6,809人

2019年11月28日（木曜） 2,736人 6,641人

2019年11月29日（金曜） 3,441人 7,737人

8,963人 21,187人

23.9人/出展者数 56.5人/出展者数

来場者数（登録数） 来場者数（のべ数）

12,422人 35,653人

18.4人/出展者数 52.9人/出展者数

12,432人 35,129人

20.1人/出展者数 56.8人/出展者数

11,207人 30,042人

19.3人/出展者数 51.6人/出展者数

<参考> 過年度実績

新価値創造展2018（674社・機関）

東展示棟２・３ホール（17,020㎡）

新価値創造展2019（375社・機関）

南展示棟１・２ホール（10,000㎡）

新価値創造展2017（618社・機関）

東展示棟７・８ホール（14,760㎡）

新価値創造展2016（582社・機関）

東展示棟２・３ホール（17,020㎡）

■来場者数

※来場者数（登録数）は、出展者・主催者・事務局等関係者を除く登録所受付数（南展示棟２階受付＋IIFES2019連絡口受付）で再入場者数を含みません。
※来場者数（のべ数）は、登録済来場者が再入場した場合を含む会場入口での機械計測数です。
※新価値創造展2019の来場者数（のべ数）は、南１ホールの再入場者を含む延べ人数に、IIFES2019連絡口受付の登録数を加算しています。
※新価値創造展2018および新価値創造展2016の来場者数（のべ数）は、東２・３ホールの再入場者を含む延べ人数です。
※新価値創造展2017の来場者（のべ数）は、東７ホールの再入場者を含む延べ人数です。（東８ホールはサブホールのため加算していません。）
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７．来場者数

■来場者内訳（事前来場登録より）
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７．来場者数

■来場者内訳（事前来場登録より）

社長・役員クラス

20.2%

部長・次長クラス

20.3%

課長クラス

19.3%

係長・主任クラス

14.6%

社員・職員クラス

25.6%

役職別

社長・役員クラス

部長・次長クラス

課長クラス

係長・主任クラス

社員・職員クラス
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４．出展者一覧
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４．出展者一覧（1/11）

新価値創造展2019【一般出展】 ※連携体出展の場合、上段が主たる出展者

■【産業・技術】生産技術、IoT、新素材、ロボット

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

1 I-001 三宝ゴム工業株式会社 東京都 シルキーラバー 産業・技術 素材・材料

2 I-002 荒川技研工業株式会社 埼玉県 アラカワグリップ 産業・技術 素材・材料

3 I-003 日光金属株式会社 栃木県 ごみ焼却炉施設で使用される「火格子」の長寿命化の提案 産業・技術 素材・材料

4 I-004 えちぜん和思工房 福井県 越前和紙壁紙 産業・技術 素材・材料

5 I-005 東海サーモ株式会社 岐阜県 ラミネート加工技術、整理加工技術 産業・技術 素材・材料

6 I-006 株式会社美浜工業 静岡県 ソリッドフリークロス 産業・技術 素材・材料

7 I-007 田倉繃帯工業株式会社 東京都 ロボットアームおよび産業機器用の防護・吸湿性機能バンデージ 産業・技術 素材・材料

8 I-008 マツバラ金網株式会社 大阪府 織金網、フィルター、ストレーナー、デミスター、焼結金網 産業・技術 素材・材料

9 I-009 三和油脂株式会社 山形県 RBセラミックス 産業・技術 素材・材料

10 I-010 未来科学株式会社 埼玉県 光触媒消臭PVC製品 産業・技術 素材・材料

11 I-011 株式会社NAZCA 東京都 CS1（自己組織化法によるフッ素成膜） 産業・技術 素材・材料

12 I-012 ミクロ吸盤応用研究所 神奈川県 ミクロ吸着シール（きゅうばん君、広告メディア） 産業・技術 素材・材料

13 I-013 株式会社東穂 大阪府 特殊性能を持つ プラスチック異形押出成形品 産業・技術 素材・材料

14 I-015 株式会社IT働楽研究所 東京都 IoTCodeソリューション 産業・技術 ソフトウェア・システム

15 I-016 HCCソフト株式会社 栃木県 MapFrame & LedgerFrame 産業・技術 ソフトウェア・システム

16 I-017 株式会社ネットコムBB 東京都 ホワイトボードアプリ「ZAiSEKI」 産業・技術 ソフトウェア・システム

17 I-018 エニーシステム株式会社 埼玉県 マルチキッスソリューション 産業・技術 ソフトウェア・システム

18 I-019 株式会社蒼天 東京都 LogVillage timeKeeper 産業・技術 ソフトウェア・システム

19 I-021 シンプルテック株式会社 神奈川県 エヌシービュー 産業・技術 ソフトウェア・システム

枚岡合金工具株式会社

株式会社ネクストサイエンス

21 I-023 有限会社創造デザイン 東京都 技能伝承・作業分析・遠隔現場リアルタイム技術支援ソフト 産業・技術 ソフトウェア・システム

22 I-024 株式会社ムラカミ 京都府 MTPプラスチック染色 産業・技術 素材・材料

23 I-025 株式会社アルメディオ 東京都 カーボンナノファイバー及びグラフェンパウダ 産業・技術 素材・材料

24 I-026 株式会社コスモ計器 東京都 コスモスーパーゲル 産業・技術 素材・材料

25 I-027 株式会社タジマ 石川県 デザイン格子 産業・技術 素材・材料

26 I-028 株式会社エム・アイ・シー 神奈川県 パシフィックビーム・モールド 抗菌・防カビ剤 産業・技術 素材・材料

27 I-029 株式会社オプス 宮城県 自然環境放射線反応型触媒アドバンスコート 産業・技術 素材・材料

28 I-030 ガウス株式会社 兵庫県 粉末射出成形応用商品 産業・技術 素材・材料

29 I-031 共同技研化学株式会社 埼玉県 液晶ポリマーフィルム(SARAS) 産業・技術 素材・材料

30 I-032 株式会社サーモグラフィティクス 大阪府 1700W/mKを有する高熱伝導グラファイト及び複合部材 産業・技術 素材・材料

31 I-033 株式会社ハイビー 埼玉県 HBテープ 産業・技術 素材・材料

32 I-034 有限会社スイサク 大阪府 工場・機械・環境の音・振動問題解決！多孔質鋳鉄ラスク製品 産業・技術 素材・材料

33 I-035 株式会社ウイング 新潟県 MagicLogic 産業・技術 ソフトウェア・システム

34 I-036 SIA株式会社 東京都 プロコン＋（プラス） 産業・技術 ソフトウェア・システム

35 I-037 株式会社センクリード 茨城県 ＯＣＲソフトウェア 産業・技術 ソフトウェア・システム

36 I-038 コンピュータシステム開発株式会社 宮城県 社員基礎教育支援システム「はたらく基本　ほうれんそう君」　 産業・技術 ソフトウェア・システム

37 I-039 松井電器産業株式会社 栃木県 IoTシステムの受託開発 産業・技術 ソフトウェア・システム

38 I-040 株式会社シスディブリンク 愛媛県 寄合型生産管理システム 産業・技術 ソフトウェア・システム

39 I-041 三喜電機株式会社 東京都 ビジュアル先生ＰＲＯ 産業・技術 ソフトウェア・システム

40 I-042 オーミケンシ株式会社 大阪府 卓上受付・自動精算機 産業・技術 ソフトウェア・システム

20 I-022 大阪府 文書管理・図面管理システム『デジタルドルフィンズ』 産業・技術 ソフトウェア・システム
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４．出展者一覧（2/11）

新価値創造展2019【一般出展】

■【産業・技術】生産技術、IoT、新素材、ロボット

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

41 I-043 創屋株式会社 石川県 AI（機械学習・ディープラーニング）の導入支援プログラム 産業・技術 ソフトウェア・システム

42 I-044 株式会社山田製作所 大阪府 ワイデクル 産業・技術 ソフトウェア・システム

43 I-045 株式会社ヨドック 大阪府 らくちん棚卸 産業・技術 ソフトウェア・システム

44 I-046 磯上歯車工業株式会社 東京都 大型リングレール、長尺リニアレール 産業・技術 ロボット・ドローン

45 I-047 株式会社佐藤製作所 東京都 特注　磁気シールドーケース 産業・技術 ロボット・ドローン

46 I-048 株式会社フューチャーズクラフト 山梨県 CFRP、カーボンコンボジット製品 産業・技術 ロボット・ドローン

47 I-050 株式会社パリティ・イノベーションズ 京都府 パリティミラー 産業・技術 理化学機械・光学機器

48 I-051 株式会社日本抗菌総合研究所 奈良県 可溶性水酸化カルシウム 産業・技術 素材・材料

49 I-052 株式会社クリスタルプロセス 広島県 めっき無機塗料 産業・技術 素材・材料

50 I-053 株式会社ナノカム 神奈川県 オウシロ・ミニプラス 産業・技術 素材・材料

51 I-054 株式会社小松精機工作所 長野県 最終製品の高機能化に貢献する材料 nanoSUS® 産業・技術 機械部品・機器

52 I-055 株式会社ユニキャスト 茨城県 企業受付 for Sota 産業・技術 ロボット・ドローン

53 I-056 八洲電業株式会社 大阪府 リチウムイオン電池、災害救助用ハイブリッドドローン 産業・技術 ロボット・ドローン

54 I-057 有限会社アトリエケー 兵庫県 ワーキングパワースーツ 産業・技術 制御・自動運転・安全・セキュリティ

55 I-058 株式会社室住設計 兵庫県 工場内自動化設備の遠隔デバッグ・保守 産業・技術 制御・自動運転・安全・セキュリティ

56 I-059 株式会社理工電気 岩手県 MILITARY規格ｺﾈｸﾀ・ハーネス加工品・切削・成形 産業・技術 制御・自動運転・安全・セキュリティ

57 I-060 日本電子工学株式会社 栃木県 ソーラー蓄電・電源装置シリーズ 産業・技術 電気電子機器

58 I-061 株式会社ANOVA 青森県 特殊な面形状タッチセンサー・空中立像デバイス 産業・技術 電気電子機器

59 I-062 ティ・アイ・シィ計測器工業株式会社 大阪府 水の導電率、比抵抗値指示、警報発信伝送計 産業・技術 電気電子機器

60 I-063 株式会社シグマ 長崎県 各種コネクター(結線）のサンプル・他パネル　計測器等 産業・技術 電気電子機器

61 I-064 株式会社ＳＡＴ 茨城県 微小流体制御方式による高精度スリットコータ及び搭載システム 産業・技術 電気電子機器

62 I-065 藤井光学株式会社 東京都 光学（レンズ・照明系）設計　及び　試作加工 産業・技術 理化学機械・光学機器

63 I-066 武井電機工業株式会社 佐賀県 レーザ加工ユニット【TLSU-series】 産業・技術 理化学機械・光学機器

64 I-067 株式会社ナガオシステム 神奈川県 小型3次元ボールミル (3次元リアクター) 3DB-80PC 産業・技術 理化学機械・光学機器

65 I-068 株式会社アヅマネジ 東京都 リセスインナー 産業・技術 制御・自動運転・安全・セキュリティ

66 I-069 日光精器株式会社 滋賀県 プラスチック加工技術によるOEM/ODM事業及び自社開発商品 産業・技術 受託サービス（試作・OEM）

67 I-070 株式会社有我工業所 東京都 金属３Dプリンター出力サービス 産業・技術 受託サービス（試作・OEM）

68 I-071 梅原モデル株式会社 群馬県 切削加工　製品サンプル 産業・技術 受託サービス（試作・OEM）

69 I-072 株式会社トシプラ 滋賀県 ブロー成形品の試作・製造サービス 産業・技術 受託サービス（試作・OEM）

70 I-073 フィーサ株式会社 東京都 イオンブレード 産業・技術 電気電子機器

71 I-074 株式会社日本パルス技術研究所 群馬県 手動式N2リフローはんだ付け装置　RF-110N2MK2 産業・技術 電気電子機器

72 I-075 ハヤシレピック株式会社 東京都 ペルチェ式電子クーラー、デジタル温度調節器 産業・技術 電気電子機器

73 I-076 ユウアイ電子工業株式会社 山梨県 高難度ハーネス、アルミハーネス、アルミ電線 産業・技術 電気電子機器

74 I-077 株式会社コーキ電子 東京都 低ノイズスイッチング電源 産業・技術 電気電子機器

75 I-078 東特巻線株式会社 長野県 極細線を撚る加工 産業・技術 電気電子機器

76 I-079 エンジニアリングシステム株式会社 長野県 ツインエア方式高精細ディスペンサ 産業・技術 電気電子機器

77 I-080 合同会社エイサムテクノロジー 大阪府 無線照明システム、IoTソリューション 産業・技術 電気電子機器

78 I-081 株式会社ナガシマ製作所 神奈川県 券売機 産業・技術 電気電子機器

79 I-082 気高電機株式会社 鳥取県 移動式温風発生機『QUICK-D　AQUAⅢ』 産業・技術 電気電子機器

80 I-083 甲賀電子株式会社 滋賀県 エヌジーエヌ  アイピー　アイエスディーエヌ　アダプタ 産業・技術 電気電子機器
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４．出展者一覧（3/11）

新価値創造展2019【一般出展】 ※連携体出展の場合、上段が主たる出展者

■【産業・技術】生産技術、IoT、新素材、ロボット

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

81 I-084 株式会社テクニカルサポート 静岡県 楽々  V溝プリント基板分割機　V-cutシリーズ 産業・技術 電気電子機器

82 I-085 ケイ・エイチ工業株式会社 大阪府 自動縮尺デジタルスケール「Speed scale」 産業・技術 電気電子機器

83 I-086 株式会社インテリジェンス・ワークス 東京都 電脳地蔵プラットフォーム＆情報部品 産業・技術 その他(産業・技術)

84 I-087 関西電子株式会社 東京都 ナノファイバー溶融紡糸装置・シート化装置　他企画商品 産業・技術 その他(産業・技術)

85 I-088 有田工業株式会社 長崎県 AT反転機付吊具 産業・技術 その他(産業・技術)

86 I-089 ウイトコオブジュピター電通株式会社 東京都 ロールインコネクター 産業・技術 その他(産業・技術)

87 I-090 株式会社エー・ピー・エス 山梨県 LEDバーライト　LED灯光器　フレピカ　フラット４００　 産業・技術 その他(産業・技術)

88 I-091 株式会社広田製作所 長野県 電子機器のEOL対応（生産中止・ディスコン） 産業・技術 電気電子機器

89 I-092 有限会社ファイトロニクス 香川県 ファイサインマリン・ファイサインライト 産業・技術 電気電子機器

90 I-093 ジョイテック株式会社 神奈川県 BOARD@白板家 産業・技術 情報・通信

91 I-094 株式会社ＴＫアジャイル 愛知県 ExceLive IoT 産業・技術 情報・通信

92 I-095 株式会社ヘルヴェチア 岡山県 IoTゲートウェイアダプタ　VPLC-1000 産業・技術 情報・通信

93 I-096 NIC株式会社 東京都 インターホン/通信データ変換機 産業・技術 情報・通信

94 I-097 デジタル総合印刷株式会社 大阪府 ビィーティーワーク リモート 産業・技術 情報・通信

95 I-098 株式会社サン・プロテック 愛知県 マンガ化サービス 産業・技術 情報・通信

96 I-099 日本制禦機器株式会社 大阪府 受託開発・製造 産業・技術 電気電子機器

マグテック株式会社

下西技研工業株式会社

98 I-101 東邦電子株式会社 神奈川県 neoMOTE 産業・技術 その他(産業・技術)

99 I-102 イノベーションリサーチ株式会社 東京都 技術動向分析イノベーションレポート 産業・技術 その他(産業・技術)

100 I-103 興南設計株式会社 岡山県 デザイン、システムを融合したマルチソリューション 産業・技術 その他(産業・技術)

101 I-104 株式会社ホリテック 東京都 超音波金型洗浄機 産業・技術 その他(産業・技術)

102 I-105 株式会社ジョーソンドキュメンツ 香川県 各種ドキュメント、eラーニング、VRコンテンツ制作 産業・技術 その他(産業・技術)

103 I-107 クェスタ株式会社 埼玉県 屋外用ソーラー型ディスプレイ及びクラウドプラットフォーム事業 産業・技術 電気電子機器

104 I-108 昭和電子産業株式会社 埼玉県 Baby Ai 産業・技術 電気電子機器

105 I-109 株式会社米澤物産 福井県 フレキシブル導波管 産業・技術 情報・通信

106 I-110 アンデックス株式会社 宮城県 交通ナビアプリ 産業・技術 情報・通信

107 I-111 株式会社つくばマルチメディア 茨城県 CMS・VRツアーシステム・ライブカメラ通販システム 産業・技術 情報・通信

108 I-112 株式会社空色 東京都 WEB接客ソリューション「OK SKY」 産業・技術 情報・通信

109 I-113 ミズタニバルブ工業株式会社 岐阜県 IoTを利用した工場用生産管理板と家庭用水栓金具 産業・技術 情報・通信

110 I-114 株式会社エキスパートギグ 栃木県 実績収集・生産設備の稼動監視　パワーあんどん 産業・技術 情報・通信

111 I-115 村田ボーリング技研株式会社 静岡県 各種溶射加工品 産業・技術 機械部品・機器

112 I-116 大阪バネ工業株式会社 大阪府 ばね 産業・技術 機械部品・機器

113 I-117 CSS株式会社 愛知県 単動式電子JG、ﾀﾞｲﾚｸﾄJG、コントローラ、USBD 産業・技術 機械部品・機器

114 I-118 株式会社ＴＨＤ 長野県 エアインデックステーブル(仮称) 産業・技術 機械部品・機器

115 I-119 カブトプラテク株式会社 茨城県 各種プラスチックの加工品 産業・技術 機械部品・機器

116 I-120 株式会社中野製作所 福島県 精密部品加工 産業・技術 機械部品・機器

117 I-121 株式会社ダイワハイテックス 東京都 TAPE-SHOT 産業・技術 機械部品・機器

118 I-122 大阪電機工業株式会社 大阪府 蒸気ボイラー（電気式） 産業・技術 機械部品・機器

119 I-123 株式会社大日ハンソー 大阪府 定量供給弁 産業・技術 機械部品・機器

120 I-124 有限会社中里スプリング製作所 群馬県 群馬の日本製ばねメーカー 中里スプリングの「はずむ技術」 産業・技術 機械部品・機器

97 I-100 大阪府 永久磁石の試作・少中量生産・量産 産業・技術 電気電子機器
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４．出展者一覧（4/11）

新価値創造展2019【一般出展】

■【産業・技術】生産技術、IoT、新素材、ロボット

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

121 I-125 湯浅糸道工業株式会社 愛知県 セラミックス、金属、樹脂の複合製品 産業・技術 機械部品・機器

122 I-126 株式会社セイコー 東京都 金属機械加工製品 産業・技術 機械部品・機器

123 I-127 株式会社プログレス 群馬県 ゴムの研磨品・各種極薄製品・異質接着 産業・技術 機械部品・機器

124 I-128 株式会社アパックス 岐阜県 プラスチック段ボール製折畳みコンテナ「アパコン」シリーズ 産業・技術 機械部品・機器

125 I-129 絹川工業株式会社 石川県 金型キャビネット 産業・技術 機械部品・機器

126 I-130 株式会社スーパーレール 神奈川県 レール式移動棚『スーパーレール』 産業・技術 機械部品・機器

127 I-131 サムテック・イノベーションズ株式会社 岡山県 少影照明器具と、細胞観察照明器具。物品検査装置。 産業・技術 機械部品・機器

128 I-132 株式会社富士製作所 大阪府 フジダブルロックナット　フジクイックナット　切削ナット 産業・技術 機械部品・機器

129 I-133 株式会社昭洋精機 東京都 小型液体ポンプを２機種出展 産業・技術 機械部品・機器

130 I-134 株式会社ハシバモールド 東京都 精密石膏鋳造技術 産業・技術 機械部品・機器

131 I-135 株式会社京スパ 京都府 スパイラー® 産業・技術 機械部品・機器

132 I-136 株式会社永田製作所 大阪府 熱処理工程のある精密金属製品（シャフト、ピン、カラー） 産業・技術 機械部品・機器

133 I-137 スズキ機工株式会社 千葉県 LSベルハンマー・ベルシザー・ベルクラ―ロ 産業・技術 機械部品・機器

134 I-138 株式会社渡辺精機 東京都 丸物切削部品 産業・技術 機械部品・機器

135 I-139 株式会社マキシンコー 大阪府 高効率ウォーム減速機(アルミタイプMAL50/63) 産業・技術 機械部品・機器

136 I-140 株式会社メタルチップ 石川県 切粉搬出装置・チップコンベア 産業・技術 機械部品・機器

137 I-141 ツバメ無線株式会社 群馬県 ジョイスティック、スリップリング 産業・技術 機械部品・機器

138 I-142 有限会社トップ技研 秋田県 受託生産による切削加工部品 産業・技術 機械部品・機器

139 I-143 北陸ケーティシーツール株式会社 石川県 精密鋳造品（ロストワックス） 産業・技術 機械部品・機器

140 I-144 ストローブ株式会社 神奈川県 静電アクチュエータ 産業・技術 機械部品・機器

141 I-145 株式会社エフ・イー・シー 埼玉県 歯のない歯車　マグトラン 産業・技術 機械部品・機器

142 I-146 伊藤精工株式会社 京都府 プレス金型、微細加工、レーザ加工 産業・技術 機械部品・機器

143 I-147 三元ラセン管工業株式会社 大阪府 SUS310S製ベローズ 産業・技術 機械部品・機器

144 I-148 長堀工業株式会社 大阪府 自動バルブ開閉式大流量型カップリング 産業・技術 機械部品・機器

145 I-149 吉野化成株式会社 東京都 マスキングフィルム・高機能性フィルム 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

146 I-150 三ッ和工業株式会社 東京都 異材質接合 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

147 I-151 株式会社富士通研製作所 東京都 試作用金型 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

148 I-152 浅井プラパーツ株式会社 京都府 高機能樹脂製精密切削加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

149 I-153 株式会社伍葉精機 静岡県 特殊コレットチャック、自社開発生産管理ソフト「管すけ」 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

150 I-154 日本電鍍工業株式会社 埼玉県 貴金属めっき 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

151 I-155 ナパック株式会社 長野県 粉末冶金製品，希土類ボンド磁石 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

152 I-156 妙中鉱業株式会社 千葉県 ロストワックス精密鋳造品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

153 I-157 株式会社コーケン 神奈川県 アルマイト加工施工サンプル 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

154 I-158 株式会社テクノプラスト 愛知県 切削小径丸棒 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

155 I-159 株式会社クリエイティブ・コーティング 静岡県 機能コーティング 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

156 I-160 長建工業株式会社 長崎県 3次元加工機による長尺材の加工と多様な形鋼への対応 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

157 I-161 株式会社ミック 埼玉県 ステンレス加工、メカトロ製品、ユニット品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

158 I-162 共栄ダイカスト株式会社 大阪府 ダイカスト鋳造品、金型、治具、試作 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

159 I-163 大同化成株式会社 千葉県 合成樹脂製シート、マット類 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

160 I-164 上毛電化株式会社 群馬県 アルマイト、めっき、塗装、他処理 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理
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４．出展者一覧（5/11）

新価値創造展2019【一般出展】

■【産業・技術】生産技術、IoT、新素材、ロボット

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

161 I-165 株式会社小出ロール鐵工所 東京都 ロールの加工から取り付けまで一括受注 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

162 I-166 東和工業株式会社 宮城県 金属機械加工品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

163 I-167 アースアテンド株式会社 東京都 フッ素樹脂加工の製造・販売 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

164 I-168 晃信工業有限会社 東京都 樹脂フィルター水・樹脂フィルターシート（カラー・香り付き） 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

165 I-169 株式会社小寺製作所 大阪府 各種金属パイプの製造販売及び各種金属加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

166 I-170 株式会社エスケー精工 長野県 ガルバノブラケット 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

167 I-171 株式会社北陸濾化 福井県 ホロクリン 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

168 I-172 川並鉄工株式会社 京都府 ＦＳＷを利用した冷却パネル 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

169 I-173 飯島プレス有限会社 茨城県 精密・製缶板金の一貫加工製品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

170 I-174 株式会社ケーエムケー 長野県 射出成形品、樹脂切削品、表面処理品、組立品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

171 I-175 株式会社タイガーサッシュ製作所 愛知県 ロール成形 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

172 I-176 栗田アルミ工業株式会社 茨城県 アルミ鋳物、加工品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

173 I-177 株式会社井上鉄工所 広島県 研削歯車 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

174 I-179 株式会社東洋溶材 東京都 低温溶接棒製造販売・パイプ曲げ加工・金属切削加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

175 I-180 長尾工業株式会社 東京都 精密機械加工品・微細加工品（腕時計装飾品） 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

176 I-181 株式会社シミズプレス 群馬県 CFRP・CFRTPバリを抑えた打抜きプレス加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

177 I-182 株式会社オーテック 群馬県 高精度、シャフト、ローラー、摩擦圧接加工品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

178 I-183 株式会社長谷川製作所 埼玉県 インジェクションブロー成形技術を使った「アクリルグローブ」 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

179 I-184 有限会社マジカルプレス 愛媛県 複合印刷による表現技術 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

180 I-185 株式会社稲垣金型製作所 静岡県 高硬度金型 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

181 I-186 株式会社司電子 山梨県 ゴムの焼付け成型 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

182 I-187 コアマシナリー株式会社 京都府 【精密切削加工と表面処理(アルマイト処理)】の2事業展開企業 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

183 I-188 株式会社サンノハシ 埼玉県 ゆるねじ 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

184 I-189 大和化学工業株式会社 奈良県 プラスチック成型部品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

185 I-190 東和パーツ株式会社 千葉県 ポジションメータ・超小型回転エンコーダ・はすば減速機・その他 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

186 I-191 株式会社ミヤサカ工業 長野県 高精度研削加工（センターレス研削・平面研削） 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

187 I-192 アクセプト株式会社 埼玉県 小ロット生産を可能にする治具 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

188 I-193 株式会社清水精密 群馬県 スラストレースのバレル加工、ニードル保持器のブラスト加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

189 I-194 株式会社吉増製作所 東京都 板金・機械加工・溶接・非破壊検査 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

190 I-195 高井電機株式会社 兵庫県 石英ガラス・ほうけい酸ガラス加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

191 I-196 株式会社アリーナ 福島県 超高密度実装基板 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

192 I-197 株式会社ピーエスピー 大阪府 切削加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

193 I-198 三共株式会社 群馬県 カーボン素材への自動電気めっき技術 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

194 I-199 アイテック株式会社 岐阜県 浸窒焼入れ 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

195 I-200 株式会社ダイサン 栃木県 スライダーボード・らくらく台車・薄肉トレー・結束具 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

196 I-201 株式会社ジャパン・ミヤキ 静岡県 「摩擦圧接」による提案 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

197 I-202 ファンテック株式会社 栃木県 オリジナルプラスチックファン 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

198 I-203 株式会社草加ネジ 埼玉県 ストッパー付Uボルト 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

199 I-204 セキダイ工業株式会社 東京都 同時五軸マシニングによる高精度ブリスク加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

200 I-205 株式会社オプトン 愛知県 ①DDV油圧サーボポンプ式サーボプレス　②3Dキズ検出・測定 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理
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４．出展者一覧（6/11）

新価値創造展2019【一般出展】

■【産業・技術】生産技術、IoT、新素材、ロボット

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

201 I-206 安藤製作所 大阪府 大型ヒートシンクで冷却・集熱を可能にする 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

202 I-207 宗和工業株式会社 大阪府 ドローイング（引き抜き式冷間ロール成形）による成形品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

203 I-208 株式会社バンテック 栃木県 お客様のご要望に合わせて試作から量産までの対応致します。 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

204 I-209 株式会社松岡カッター製作所 静岡県 ＰＣＤ切削工具および各種切削工具の製造販売と修理・再研磨 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

205 I-210 株式会社ピーエーイー 長野県 自社開発で構成したロボットインサート成形品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

206 I-211 株式会社フジムラ製作所 埼玉県 デジタル板金技術 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

207 I-212 信越電線株式会社 長野県 開発品から量産までのワンストップサービス 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

208 I-213 市川鉸工業株式会社 群馬県 レーザー板金と絞りの複合加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

209 I-214 株式会社ウエキコーポレーション 東京都 ガス加湿装置『Dew-Pot』 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

210 I-215 有限会社シンセテック 千葉県 トク・得チャック 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

211 I-216 株式会社ＮＣＣ 福井県 イオンプレーティングによる薄膜コーティング受託加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

212 I-217 株式会社ミヤタ 長野県 パイプの完全クロージング 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

213 I-218 株式会社ワークステーション 群馬県 何にでもレーザーマーキング 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

214 I-219 有限会社高村工業所 神奈川県 亜鉛ニッケル合金めっき 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

215 I-220 株式会社エルグ 群馬県 小さな部品への精密めっき 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

216 I-221 株式会社オークマ工塗 大阪府 ワレンコート 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

217 I-222 株式会社エナミ精機 京都府 スポット溶接をなくしてみませんか？ 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

218 I-223 ナガシマ工芸株式会社 埼玉県 加飾サンプル 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

219 I-224 株式会社サイプラ 富山県 サイプラオリジナルミニチューブ、医薬品・医薬部外品容器 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

220 I-225 ケンシン工業株式会社 富山県 線材加工品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

221 I-226 株式会社インパクト 東京都 超微細部品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

222 I-227 三鷹製版株式会社 愛知県 航空宇宙・医療機器等の産業銘板を受注製造 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

223 I-228 伊福精密株式会社 兵庫県 金型レスのものづくり　　デジタル倉庫サービス 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

224 I-229 東成エレクトロビーム株式会社 東京都 電子ビーム溶接サンプル、レーザ加工サンプル 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

225 I-230 有限会社オーリン社 神奈川県 材質別研磨サンプル 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

226 I-231 国広産業株式会社 奈良県 バレル研磨用プラスチックメディア 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

227 I-232 株式会社ハラダ製作所 埼玉県 プリント配線板の穴明け加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

228 I-233 マイクロフィルター株式会社 東京都 焼結金属フィルター 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

229 I-234 株式会社伸和鉄工所 大阪府 大型精密加工技術 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

230 I-235 エヌシー産業株式会社 京都府 多頭軸機による穴開け加工サービス 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

231 I-236 株式会社協和 群馬県 プラスチックめっき、ダイカスト品、輸入製品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

232 I-237 ナノテック株式会社 千葉県 コーティング受託加工 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

233 I-238 株式会社ワカヤマ 福井県 クロスガード 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

234 I-239 株式会社岡野製作所 大阪府 順送プレス、マルチフォーミング、金型製作～加工、組立まで 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

235 I-240 株式会社朝日化成 福岡県 真空成形用木型・プラスチック真空成形品・プラスチック加工品 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

236 I-241 株式会社ＣＵＢＩＣ 愛知県 高所撮影機器「スマートビューシステム」 産業・技術 測定・分析機器・センサー

237 I-242 ヤマヨ測定機株式会社 東京都 ミリオンデジタル 産業・技術 測定・分析機器・センサー

238 I-243 サガワ産業株式会社 滋賀県 パルス渦電流非破壊検査器 産業・技術 測定・分析機器・センサー

239 I-244 タナシン電機株式会社 東京都 漏洩電流・絶縁劣化監視技術「Modes-IO(モデスイオ)」 産業・技術 測定・分析機器・センサー

240 I-245 株式会社monotone technology 京都府 ワイヤレスｐHメータ　ファイラボ　ファイエント 産業・技術 測定・分析機器・センサー
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４．出展者一覧（7/11）

新価値創造展2019【一般出展】 ※連携体出展の場合、上段が主たる出展者

■【産業・技術】生産技術、IoT、新素材、ロボット

■【健康・福祉】健康、予防、医療、介護

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

241 I-246 株式会社コムビック 滋賀県 3Dハンディスキャナ脚長計測器 産業・技術 測定・分析機器・センサー

242 I-247 株式会社エーディーディー 京都府 iVision 産業・技術 測定・分析機器・センサー

243 I-248 SiB株式会社 東京都 Eye Tracking Core+ 産業・技術 測定・分析機器・センサー

244 I-249 株式会社エルテクノ 埼玉県 アルミる　ライト 産業・技術 測定・分析機器・センサー

245 I-250 JRCS株式会社 山口県 機械向け電子聴音装置 産業・技術 測定・分析機器・センサー

246 I-251 株式会社スリック 長野県 三方向の加速度を記録する超小型データレコーダー「G-MEN」 産業・技術 測定・分析機器・センサー

247 I-252 株式会社スポーツセンシング 福岡県 スポコム 産業・技術 測定・分析機器・センサー

248 I-253 アスカカンパニー株式会社 兵庫県 アスカカメラスクール 産業・技術 測定・分析機器・センサー

249 I-254 株式会社薄衣電解工業 神奈川県 低温黒色クロム処理：低反射、錫めっき：自動車部品対応 産業・技術 加工・成型・接合・表面処理

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

1 H-001 エムバイオテック株式会社 東京都 マイコプラズマ感染症に対する最先端予防未病医療 健康・福祉 診断・予防

2 H-002 株式会社アコーズ 長野県 リハビリ歩行計　AM800N 健康・福祉 介護・リハビリ

3 H-003 株式会社タイホープロダクト 群馬県 楽々移乗車椅子 健康・福祉 介護・リハビリ

4 H-004 株式会社ワークジョイ 群馬県 電子ペグボード・システム　（上肢麻痺作業療法支援装置） 健康・福祉 介護・リハビリ

5 H-005 株式会社メイプルバイオラボラトリーズ 千葉県 受託研究開発の紹介、自然派化粧品 健康・福祉 その他(健康・福祉)

6 H-006 セパレーターシステム工業株式会社 奈良県 消臭除菌剤 健康・福祉 その他(健康・福祉)

7 H-007 株式会社カネマス 埼玉県 伸縮性、通気性に優れた超撥水するジャージ生地ＭＩＮO 健康・福祉 その他(健康・福祉)

8 H-008 株式会社ＴＯＫ 東京都 SRX 健康・福祉 その他(健康・福祉)

9 H-009 大津毛織株式会社 大阪府 ピュアコットンガーゼ 健康・福祉 介護・リハビリ

10 H-010 ログイン株式会社 東京都 包帯ケット＆包帯ショール　ウネウネ 健康・福祉 介護・リハビリ

11 H-011 増田樹脂化学工業株式会社 静岡県 ユニバーサル・シャワーフック 健康・福祉 介護・リハビリ

株式会社エスティサポート

有限会社ドリームクリエーション

13 H-013 クルン株式会社 大阪府 歯周ケアロールブラシ 健康・福祉 診断・予防

14 H-014 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 京都府 異物吸引ブラシと各種アレルゲン吸引ブラシ 健康・福祉 診断・予防

15 H-015 龍宮株式会社 福岡県 パシーマキルトケット、パットシーツ、ﾍﾞﾋﾞｰシリーズ 健康・福祉 その他(健康・福祉)

16 H-016 有限会社坂本石灰工業所 熊本県 火を使わないお灸「OQUA」 健康・福祉 その他(健康・福祉)

17 H-017 日本ソフテック株式会社 富山県 Ａ／４ ＭＤ医療機器(介護機器)の卸売業向け販売管理システム 健康・福祉 その他(健康・福祉)

18 H-018 株式会社シオダ 栃木県 一般工具、医療工具 健康・福祉 その他(健康・福祉)

19 H-019 株式会社マルゼン 栃木県 抗ウイルス繊維製品 健康・福祉 診断・予防

20 H-020 株式会社疲労科学研究所 大阪府 疲労・ストレス測定システム 健康・福祉 診断・予防

21 H-021 有限会社佐藤化成工業所 栃木県 長尺綿棒　病理検査用容器　採便管　ポリエステル製綿棒関連製品 健康・福祉 臨床・処置

22 H-022 株式会社コスミックエムイー 埼玉県 エンドニードルネオ 健康・福祉 臨床・処置

23 H-023 株式会社吉田製作所 東京都 アメニティセンサー、車いす補助用枕サポタ君、噛む歩計 健康・福祉 診断支援・解析・センサー

24 H-024 志幸技研工業株式会社 東京都 ネットミルＨＥＭＳコントローラー 健康・福祉 在宅製品・見守り

25 H-025 株式会社ＮＥＳＩ 茨城県 見守り向け位置情報管理サービス「アイズ」 健康・福祉 在宅製品・見守り

26 H-026 株式会社ユタカ 東京都 医療用酸素調整器・ガス切れ警報装置・ガス混合装置 健康・福祉 在宅製品・見守り

27 H-027 株式会社デンネツ 東京都 殺菌エアータオル・殺菌ブッククリーン・ダウンライト型脱臭装置 健康・福祉 その他(健康・福祉)

28 H-028 インタアクト株式会社 東京都 IoTとスマートフォンを使用した距離測定による障がい者支援 健康・福祉 その他(健康・福祉)

29 H-029 株式会社ミトリ 神奈川県 福祉・介護業界向け文書ワークフロー 健康・福祉 その他(健康・福祉)

30 H-030 株式会社旅館ホテルクリーン 大分県 布製品のハウスダスト除去＝クリーンライブシステム 健康・福祉 その他(健康・福祉)

12 H-012 埼玉県 ヘルスケアビークル 健康・福祉 臨床・処置
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４．出展者一覧（8/11）

新価値創造展2019【一般出展】 ※連携体出展の場合、上段が主たる出展者

■【健康・福祉】健康、予防、医療、介護

■【環境・社会】環境、防災、社会・地域課題

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

31 H-031 株式会社ノームラトレーディング 愛知県 ダニサル除湿シート　ダニサルベッドパッド 健康・福祉 在宅製品・見守り

32 H-032 株式会社アメニテックス 福岡県 トイレセンサ 健康・福祉 在宅製品・見守り

33 H-033 ハイブリッドシステム株式会社 新潟県 スマイライン ライト 健康・福祉 在宅製品・見守り

34 H-034 大成ネット株式会社 東京都 お昼寝見守りシステム 健康・福祉 在宅製品・見守り

35 H-035 株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所 東京都 非接触型見守りスリープモニタ 健康・福祉 診断支援・解析・センサー

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

1 G-001 京葉興業株式会社 千葉県 樹脂製敷板「ジュライト・スーパージュライト」「らくらくばん」 環境・社会 農林水産業の効率化

2 G-002 ウインセス株式会社 香川県 透湿防水インナー手袋 環境・社会 農林水産業の効率化

3 G-003 東杜シーテック株式会社 宮城県 スマートエコー 環境・社会 農林水産業の効率化

4 G-004 株式会社ＢＩＯＭＩＯ 熊本県 家畜用サプリ・パワーセル／ペット用サプリ・マイティ―ペット 環境・社会 農林水産業の効率化

5 G-005 有限会社日本モビックス 静岡県 “はがせるダン”シリーズ各種、“ラベルタッチ” 環境・社会 省エネ・リサイクル

6 G-006 四国ケージ株式会社 愛媛県 ワクモス堆肥「鉄ってすごいね」「コーヒーってすごいね」 環境・社会 省エネ・リサイクル

7 G-007 有限会社ベイライン 静岡県 バッテリーの再生 環境・社会 省エネ・リサイクル

8 G-008 株式会社エコシステム 石川県 廃棄瓦をリサイクルした景観舗装材 環境・社会 省エネ・リサイクル

9 G-009 株式会社アースアンドウォーター 東京都 アースアンドウォーターレンタル節水システム 環境・社会 省エネ・リサイクル

10 G-010 治部電機株式会社 兵庫県 低圧アモルファス変圧器 環境・社会 省エネ・リサイクル

11 G-011 大野ロール株式会社 茨城県 低露点型卓上熱間圧延機 環境・社会 二次電池

12 G-012 株式会社マルヒ 長野県 EPGS：持ち運び可能な非常用発電システム 環境・社会 再生可能エネルギー

13 G-013 協同組合ティー・ディー・アール 東京都 難燃・防音材【エコパルトン】、芝こぼれん土、安眠姫、 環境・社会 高機能建材・高効率建築

14 G-014 株式会社川上板金工業所 香川県 クローザーZ300、Z420、Z550 環境・社会 高機能建材・高効率建築

15 G-015 ニチレイマグネット株式会社 大阪府 リニーシステム・アイパネル・マグピタボード・ヘヤデコ 環境・社会 高機能建材・高効率建築

16 G-016 マスダテクノ株式会社 静岡県 粉体塗装を使った自社開発商品 環境・社会 高機能建材・高効率建築

17 G-017 プロテクト株式会社 三重県 鳥獣害用忌避剤の製造・施工　プロテクトＰＴシリーズ 環境・社会 環境改善・保全

18 G-018 龍野コルク工業株式会社 兵庫県 高機能断熱材E4、3Dモデリング切削、機能性ビーズクッション 環境・社会 高機能建材・高効率建築

19 G-019 コンフォートフォーム株式会社 東京都 エアインフォーム 環境・社会 高機能建材・高効率建築

20 G-020 株式会社オンダ製作所 岐阜県 雨水利用冷却システム 環境・社会 環境改善・保全

21 G-021 平野整機工業株式会社 大阪府 固結袋ほぐし機　『砕き太郎　KT-102RW』 環境・社会 環境改善・保全

22 G-022 新潟電子工業株式会社 新潟県 防災・BCP関連製品 環境・社会 防災・防犯

23 G-023 有限会社デザインオフィス・シィ 岐阜県 さるぼぼアラーム 環境・社会 防災・防犯

24 G-024 株式会社日さく 埼玉県 防災用手押しポンプ付き井戸 環境・社会 防災・防犯

25 G-025 株式会社マキ商会 埼玉県 くるもみ 環境・社会 防災・防犯

26 G-026 株式会社アルファ技研 兵庫県 A.エコアイオン、B.アシストベスト、C.サークルクリーナー 環境・社会 環境改善・保全

27 G-027 株式会社FRENDIX JAPAN 群馬県 innoLIFT 環境・社会 環境改善・保全

28 G-028 カネパッケージ株式会社 埼玉県 《プラシェル》 環境・社会 環境改善・保全

29 G-029 株式会社アプトシステム 神奈川県 エフマックス 環境・社会 環境改善・保全

30 G-030 株式会社リガルジョイント 神奈川県 強アルカリ性電解水生成装置　Re-AL ・各種環境商材 環境・社会 環境改善・保全

株式会社アクタ

エーシーシステムサービス株式会社

32 G-032 有限会社ジオテック 茨城県 傾きが見える崩壊兆候検知システム® 環境・社会 防災・防犯

33 G-033 木谷電器株式会社 大阪府 ソーラー浄水機　ソラミズ 環境・社会 防災・防犯

34 G-034 株式会社カスタネット 京都府 オリジナル防災用品～すぐに持ち出すBOX＆持ち歩くポーチ 環境・社会 防災・防犯

35 G-035 株式会社エスト 静岡県 見守り・離床検知、エアコン集中制御、トイレ表示の各システム 環境・社会 その他(環境・社会)

36 G-036 株式会社リード 岩手県 頭部保護帽子 環境・社会 防災・防犯

31 G-031 福岡県 Recoボード 環境・社会 環境改善・保全
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新価値創造展2019【インキュベーション出展】

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

1 Q-001 TSUYOMI株式会社 愛知県 CAMUGAKI(カムガキ) 健康・福祉 その他(健康・福祉)

2 Q-002 株式会社ディーピーエス／株式会社エスエヌジー 京都府 「DualPore」粒子で脱吸着性能の高効率化を実現 環境・社会 省エネ・リサイクル

3 Q-003 株式会社サンケンテック 岐阜県 発熱＆脱色性能あり！再生グラファイト多孔質焼結体 環境・社会 省エネ・リサイクル

4 Q-004 OHTA合同会社 石川県 地域連携産学連携モデル 産業・技術 その他(産業・技術)

5 Q-005 株式会社JAPAN STAR 大阪府 ナノフェミラス 健康・福祉 介護・リハビリ

6 Q-006 株式会社ＺＥＲＯ ＭＯＺ ＪＡＰＡＮ 熊本県 ゼロモズ、ネオソニック、加圧熱水処理機、アドレット　 環境・社会 環境改善・保全

7 Q-007 株式会社ロジック・リサーチ 福岡県 IoT向け高品質カスタムマイコン 産業・技術 電気電子機器

8 Q-008 一般財団法人地域未来創生機構 石川県 適切な事業性評価の実施と地域企業支援及び産業育成に貢献 環境・社会 その他(環境・社会)

9 Q-009 株式会社アスタワン 静岡県 えほんクル 産業・技術 ソフトウェア・システム

10 Q-010 センスプロ株式会社 大阪府 未来予知見守りセンサシステム 健康・福祉 診断支援・解析・センサー

11 Q-011 ボールウェーブ株式会社 宮城県 微量水分計 産業・技術 測定・分析機器・センサー

12 Q-012 びぎん・じゃぱん株式会社 長崎県 風を最大限に利用した広告 産業・技術 その他(産業・技術)

13 Q-013 エム・テックス株式会社 東京都 マジックファイバー 産業・技術 素材・材料

14 Q-014 KIT-CC株式会社 熊本県 インクジェット飛翔観察装置 産業・技術 機械部品・機器

15 Q-015 オオクマ・ソリューション関西株式会社 京都府 有機EL/LTPS型液晶セル用信号発生器 産業・技術 電気電子機器

16 Q-016 下西技研工業株式会社 大阪府 磁束変動検出式　変位センサJS 産業・技術 電気電子機器

17 Q-017 株式会社ノア 茨城県 高分解能3Dスキャナ　およびそれを利用した3Dアプリケーション 産業・技術 測定・分析機器・センサー

18 Q-018 スチームパンクデジタル株式会社 福岡県 モノクルスキャン、モノクルビューア 産業・技術 ソフトウェア・システム

19 Q-019 株式会社丹宇 京都府 木質系保護剤タウンガードや金属洗浄剤みぞきれい ぴかっと 環境・社会 高機能建材・高効率建築

20 Q-022 株式会社tiwaki 滋賀県 新UI技術Yoichiと独自深層学習技術Furinkazan 産業・技術 その他(産業・技術)

21 Q-023 株式会社三栄興業 埼玉県 次世代型プラスチック「ポリプロピレン2.0」 産業・技術 素材・材料
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新価値創造展2019【支援機関出展】

４．出展者一覧（10/11）

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展内容

1 O-001 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 大阪府 技術相談（技術支援メニュー、試験、装置等の紹介）

2 O-002 東京中小企業家同友会 東京都 全国45000社とのネットワーク、都内毎月60回以上の勉強会

3 O-003 東京中小企業投資育成株式会社 東京都 投資育成制度（中堅・中小企業への出資および育成）の説明。

4 O-004 公益財団法人三菱UFJ技術育成財団 東京都 研究開発助成金、株式保有等の支援制度のご紹介及びご相談

5 O-005 公益財団法人りそな中小企業振興財団 東京都 第31回「中小企業優秀新技術・新製品賞」受賞技術・製品の紹介

6 O-006 新輸出大国コンソーシアム 東京都 コンソーシアム参加支援機関による海外展開相談対応ブース

7 O-007 ミャンマー商工会議所連盟 (UMFCCI) ミャンマー 非政府組織

8 O-007 台湾・輸出加工区管理処 台湾 1.輸出加工区の基本情報　2.商談会に参加する台湾企業の資料

9 O-007 インドネシア工業省中小企業総局 インドネシア バナー広告、リーフレット

10 O-007 タイ工業省産業振興局 タイ -

11 O-007 ベトナム計画投資省外国投資庁 ベトナム チラシ、ガイドブック

12 O-008 公益財団法人群馬県産業支援機構 群馬県 ものづくり中小企業の課題解決に向けた相談対応

13 O-009 一般社団法人日本真空工業会 東京都 日本真空工業会の知名度向上ＰＲによる会員勧誘

14 O-010 一般財団法人日本規格協会 東京都 ビジネスに効く標準化活用支援の新市場創造型標準化制度の紹介。

15 O-011 独立行政法人工業所有権情報・研修館 東京都 知財の様々な悩み・課題等に関する相談やその他各種サービス
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新価値創造展2019【特別展示】

特別展示 生産性向上

特別展示 SDGs

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

1 S-201 株式会社環境経営総合研究所 東京都 「Earth republic」「MAPKA」「除菌水」 環境・社会 省エネ・リサイクル

2 S-202 ヘルスグリッド株式会社 東京都 生涯健康銀行の事業紹介。健診スコアや筋肉スコア等の紹介。 健康・福祉 その他（健康・福祉）

3 S-203 株式会社オーシャンアイズ 京都府 漁場ナビ / SEAoME 環境・社会 農林水産業の効率化

4 S-204 Green Earth Institute株式会社 東京都 バイオジェット燃料、バイオアスパラギン酸、化粧品用エタノール 産業・技術 その他（産業・技術）

5 S-205 バイオエナジー株式会社 東京都 再生可能エネルギー（電気、ガス、水素） 環境・社会 省エネ・リサイクル

6 S-206 株式会社モッタイナイ・エナジー 茨城県 スタック型熱電発電ユニット 環境・社会 再生可能エネルギー

7 S-207 株式会社ミエルカ防災 東京都 地震動速報サービスに伴う地震検知システム【ユレーマス】 環境・社会 防災・防犯

8 S-208 株式会社Xenoma 東京都 e-skin MEVA 健康・福祉 診断支援・解析・センサー

9 S-209 東京大学工学系研究科電気系工学専攻染谷研究室 東京都 皮膚呼吸可能なナノメッシュセンサー 健康・福祉 診断支援・解析・センサー

10 S-210 WOTA株式会社 東京都 WOTA BOX for Shelter 環境・社会 その他 (環境・社会)

11 S-211 株式会社オリィ研究所 東京都 OriHime／OriHime eye+switch 健康・福祉 その他（健康・福祉）

No.
小間

番号
企業名 都道府県 出展製品

出展対象

分野
出展カテゴリー

1 S-101 株式会社クロスコンパス 東京都 誰でも簡単にAIが作れるAI生成ツール「MANUFACIA」 産業・技術 ソフトウェア・システム

2 S-102 株式会社エイシング 東京都 機械制御に適したエッジAI「DBT」 産業・技術 ソフトウェア・システム

3 S-103 株式会社ロビット 東京都 AI技術を活用した外観検査ソリューション「TESRAY」 産業・技術 その他（産業・技術）

4 S-104 i Smart Technologies 株式会社 愛知県 おもちゃを使った模擬ライン 産業・技術 情報・通信

5 S-105 4Dセンサー株式会社 和歌山県 4D Sensor for X	 産業・技術 測定・分析機器・センサー

6 S-106 ものレボ株式会社 京都府 ・小ロットスケジューラ×いきなりIoT　・在庫スケジューラ 産業・技術 ソフトウェア・システム

7 S-107 TIS株式会社 東京都 AIブレストスパーク 産業・技術 ソフトウェア・システム

パナソニック株式会社 大阪府 介護業務支援プラットフォーム 健康・福祉 介護・リハビリ

　　株式会社エー・アンド・デイ 東京都 医療・健康機器 健康・福祉 介護・リハビリ

　　キング通信工業株式会社 東京都 シルエット見守りセンサ 健康・福祉 介護・リハビリ

　　株式会社幸和製作所 大阪府 リトルキーパス 健康・福祉 介護・リハビリ

　　ジーコム株式会社 東京都 ココヘルパVcam 健康・福祉 介護・リハビリ

　　ノーリツプレシジョン株式会社 和歌山県 ネオスケア 健康・福祉 介護・リハビリ

　　株式会社富士データシステム 静岡県 CAREKARTE 健康・福祉 介護・リハビリ

　　芙蓉開発株式会社 福岡県 安診ネット カイゴ 健康・福祉 介護・リハビリ

S-1088
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５．会場構成（会場レイアウト図）



5．会場構成（レイアウト図）
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5．会場構成（レイアウト図）
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６．開会式
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6.  開会式 11月27日（水） 概要

■11月27日（水） 9時30分より、南1ホール入口 メインゲート前にて新価値創造展2019開会式を開催

開催概要

出席者

名 称 ： 新価値創造展2019開会式
日 時 ： 2019年11月27日（水） 9:30～9:55
会 場 ： 南1ホール入口 メインゲート前
次 第 ： 登壇者紹介

主催者挨拶 独立行政法人中小企業基盤機構 理事長 豊永 厚志
来賓挨拶 中小企業庁経営支援部長 渡邊 政嘉 様
テープカット 登壇者

開会式風景

※渡邊様は来賓挨拶にて退席のため、テープカットには不参加。

カテゴリー 所属機関・企業名 役職 お名前

行政来賓 経済産業省中小企業庁 経営支援部長       渡邉　政嘉　様

企業来賓 株式会社小松精機工作所 代表取締役会長　 小松　誠　様

企業来賓
エムバイオテック株式会社

マイコプラズマ感染症研究センター

代表取締役会長

センター長
松田　和洋　様

企業来賓 株式会社ナノカム 代表取締役社長 城武　昇一　様

企業来賓 株式会社パリティ・イノベーションズ 代表取締役 前川　聡　様

主催 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 豊永 厚志

主催 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事 村井 振一
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７．メインステージ プログラム

開催テーマである「SDGs」「生産性向上」に関連して
重点分野や課題解決につながる先進事例等を紹介しまし
た。
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７．メインステージ／11月27日（水）

基調講演「日本経済再生のシナリオと企業革新」

人口高齢化が進み、中国の台頭など
世界経済の構造が大きく変わる中で、
日本経済再生の必要性が高まってい
る。AIやブロックチェーンなどの新
しい情報技術は、さまざまな新しい
可能性をもたらすとともに、人々の
働き方や組織のありかた、社会の構
造などに大きな変革をもたらす。
こうした技術の活用を中心に、再生
の方向付けをご講演していただきま
した。

野口 悠紀雄 氏 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問／一橋大学 名誉教授

TIME テーマ 講演タイトル＆講演者

『日本経済再生のシナリオと企業革新』

野口 悠紀雄 氏

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 顧問

一橋大学 名誉教授

『IoT/AIを活用した 科学的介護の実践報告』

山岡 勝 氏

パナソニック株式会社ビジネスイノベーション本部 スマートエイジングケアプロジェクト

プロジェクトリーダー

『経済価値と社会価値の両立　～SDGsの企業実装～』　パネルディスカッション

モデレーター：横田 浩一 氏

慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授

株式会社横田アソシエイツ 代表取締役

パネラー：伊原 智人 氏

Green Earth Institute 株式会社 代表取締役ＣＥＯ

パネラー：中台 澄之 氏

株式会社ナカダイ 代表取締役

株式会社モノファクトリー 代表取締役

パネラー：山本 典正 氏

平和酒造株式会社 代表取締役社長

『ロボット技術と未来社会』

古田 貴之　氏

千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 所長

11月27日(水)

13:30

～

15:00

環境・社会

15:30

～

16:30

産業・技術

10:30

～

11:30

基調講演

12:00

～

13:00

健康・福祉
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健康・福祉「IoT/AIを活用した 科学的介護の実践報告」

‘16年6月に、IoT活用による高齢者施
設向け「みまもり安心サービス」を事業
化。クラウド上にセンシングデータを集
約し、データ分析型ケアマネジメント支
援サービスとして好評を得ている。
介護分野におけるIoT/AI活用や科学的ア
プローチに向けた活動報告をご講演して
いただきました。

環境・社会「経済価値と社会価値の両立 ～SDGsの企業実装～」

SDGsをどのように企業の経営に生か
すか、そしてビジネスを通じて社会課
題を解決し、企業や社会のサティナビ
リティを向上していく施策について、
それらを実践している中小企業経営者
に取り組みをご紹介いただいた。
経済価値と社会的価値の関係及び両立
についてディスカッションしていただ
きました。

横田 浩一 氏 慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授

伊原 智人 氏 Green Earth Institute 株式会社 代表取締役ＣＥＯ

中台 澄之 氏 株式会社ナカダイ 代表取締役／株式会社モノファクトリー 代表取締役

山本 典正 氏 平和酒造株式会社 代表取締役社長

山岡 勝 氏 パナソニック株式会社ビジネスイノベーション本部
スマートエイジングケアプロジェクトプロジェクトリーダー

産業・技術「ロボット技術と未来社会」

古田 貴之 氏 千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 所長

ロボット技術で人々の文明・文化の進
歩に貢献することが、未来ロボット技
術研究センターの活動目的である。
ロボットの研究は工学全般にかかわる
複合的な領域であり未来の社会・生活
・文化を形成する要素として不可欠な
ロボット技術である。
講演では、目的に応じた最適な姿を目
指して開発してきたロボットおよびそ
の技術をどうやって新価値を創造でき
るかについて中小企業目線でご講演し
ていただきました。

７．メインステージ／11月27日（水）
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特別講演「新たな挑戦を形にする創造生産性の高い中小企業」

日本にはユニークな技術を持つ中小
企業が沢山ある。既に、幾つもの会
社がそれらの技術を使って、世の中
に新しい価値を生み出している。成
功の鍵は、価値起点の対話と仲間づ
くり。彼らは、価値起点で技術を表
現し、仲間の持つ「自らとは違うユ
ニークな技術」も組み合わせ、新し
い価値を生み出している。大企業と
も新しいビジネスを始めている。
本講演では事例と共に企業が創造生
産性を高める手法をご講演していた
だきました。

長島 聡 氏 株式会社ローランド・ベルガー グローバル共同代表日本法人代表取締役社長
工学博士

７．メインステージ／11月28日（木）

TIME テーマ 講演タイトル＆講演者

『新たな挑戦を形にする創造生産性の高い中小企業』

長島 聡 氏

株式会社ローランド・ベルガー

グローバル共同代表日本法人代表取締役社長　工学博士

『IoE（Internet of Energy）とエネルギービジョン』

柏木 孝夫 氏

国立大学法人東京工業大学 特命教授・名誉教授

コージェネ財団 理事長

『ビッグデータをフル活用したプラットフォームで健康管理』　対談

棚橋 孝江 氏

ヘルスグリッド株式会社 代表取締役社長

梅田 智広 氏

奈良県立医科大学MBT研究所 研究教授/医学博士/技術経営修士

東京大学客員教授

石井 直方 氏

東京大学大学院 総合文化研究科・新領域創成科学研究科 教授

『AIが拓く創薬・医療の未来』

奥野 恭史 氏

京都大学大学院 医学研究科ビッグデータ医科学分野 教授

15:30

～

16:30

健康・福祉

11月28日(木)

10:30

～

11:30

特別講演

生産性向上

12:00～

13:00
環境・社会

13:30

～

15:00

健康・福祉
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環境・社会「IoE（Internet of Energy）とエネルギービジョン」

エネルギーのインターネット化が進む
中でキーワードはSDRであると考えて
いる。すなわち需要地内のスマート化
（S）、そのためのデジタル化（D）、
さらにオフグリッドも含めた強靱化
（Ｒ）である、コンセプトも含めて今
後の展望などをご講演していただきま
した。

健康・福祉「ビッグデータをフル活用したプラットフォームで健康管理」

生体情報含むビックデータの活用が期待
される「デジタルヘルス」領域。
生体情報の解析・評価技術、健康経営向
けサービス等を手掛けるヘルスグリッド
㈱は、本年、東京大学内に社会連携講座
を開設、筋肉研究で著名な石井直方教授
らともに筋機能に関する研究およびサー
ビス展開を検討する。
登壇者3名から事例紹介をしていただい
た後、ビックデータが真価を発揮するた
めの「本質」についてディスカッション
していただきました。

棚橋 孝江 氏 ヘルスグリッド株式会社 代表取締役社長

梅田 智広 氏 奈良県立医科大学MBT研究所 研究教授/医学博士/技術経営修士

東京大学客員教授

石井 直方 氏 東京大学大学院 総合文化研究科・新領域創成科学研究科 教授

柏木 孝夫 氏 国立大学法人東京工業大学 特命教授・名誉教授／コージェネ財団 理事長

健康・福祉「AIが拓く創薬・医療の未来」

奥野 恭史 氏 京都大学大学院 医学研究科ビッグデータ医科学分野 教授

７．メインステージ／11月28日（木）

棚橋 孝江 氏 梅田 智広 氏

石井 直方 氏

講演者は、2016年の11月に、ライフ分
野を対象としたAI開発を産学、異業種
連携で進めるため、110以上のライフ系・
IT系企業やアカデミアからなるライフ・イン
テリジェンス・コンソーシアム（LINC）を
立ち上げた。
本講演では、LINCの事例を紹介すると
ともに、AIがライフ業界にもたらすインパク
トについて講演していただきました。
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特別講演「人とサイバー・フィジカル空間を融合する革新的サイバニクス技術
～医療・介護福祉分野における新価値創造への取り組み～」

CYBERDYNE社が開発した「HAL」
の医療現場やリハビリ施設での実証報
告。
CYBERDYNE社が海外の医療現場で
も「HAL」を中心に様々な連携・協業
を行っている事例紹介。
日本国内で「HAL医療用下肢タイプ」
が保険適用されていること、様々な難
病患者の方への役割などをご講演して
いただきました。

山海 嘉之 氏 CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長／CEO
筑波大学システム情報系 教授／サイバニクス研究センター 研究統括

７．メインステージ／11月29日（金）

TIME テーマ 講演タイトル＆講演者

『人とサイバー・フィジカル空間を融合する革新的サイバニクス技術　

      ～医療・介護福祉分野における新価値創造への取り組み～』

山海 嘉之 氏

CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長／CEO

筑波大学システム情報系 教授 

サイバニクス研究センター 研究統括

『生分解性バイオマスプラスチックを真剣に考える！』

岩田 忠久 氏

東京大学大学院 農学生命科学研究科生物材料科学専攻 高分子材料学研究室 教授

『5Gで生まれる新たな価値連鎖。”現場の知見”と5Gを結びつけるフレームワーク』　対談

有田 浩之 氏

株式会社NTTドコモ

5G・IoTソリューション推進室ソリューション営業推進担当部長 エバンジェリスト

本田 雅一 氏 

フリーランスジャーナリスト

『デジタルトランスフォーメーション(DX)による新価値創造と製造業における成功事例』　対談

青山 幹雄 氏

南山大学 理工学部ソフトウェア工学科 教授（工学博士）

木村 哲也 氏

i Smart Technologies 株式会社 代表取締役社長 CEO　

旭鉄工株式会社 代表取締役社長

14:00

～

15:00

産業・技術

15:20

～

16:45

産業・技術

11:50

～

12:50

環境・社会

11月29日(金)

10:30

～

11:30

特別講演

産業・技術



環境・社会「生分解性バイオマスプラスチックを真剣に考える！」

産業・技術「 5Gで生まれる新たな価値連鎖。
”現場の知見”と5Gを結びつけるフレームワーク」

単なる通信手段を超えて、社会基盤、産
業基盤を大きく変えると言われている
5G。その主役はスマホなどのデバイス
ではない。
解決すべき問題を知る”現場”、あるい
は問題解決のために要素技術開発に取り
組んでいる技術ベンチャーたちにほかな
らない。
しかし本サービス開始前、5Gを生かし
たアプリケーションを携帯電話事業者と
共同開発できているのは、比較的規模が
大きい企業だけだった。そうした中、こ
れまでバリューチェーンを上流で支えて
きた中小企業は、この潮流の中でどのよ
うな価値を生み出せるのか。ベンチャー
を含む3000社にのぼるパートナーと協
創プログラムを生み出してきたNTTド
コモの事例を紹介しながら、5G時代の
新しいバリューチェーンの形について、
対談していただきました。

有田 浩之 氏 株式会社NTTドコモ 5G・IoTソリューション推進室ソリューション営業推進担当
部長 エバンジェリスト

本田 雅一 氏 フリーランスジャーナリスト

岩田 忠久 氏 東京大学大学院 農学生命科学研究科生物材料科学専攻
高分子材料学研究室 教授

７．メインステージ／11月29日（金）

海洋マイクロプラスチックに代表されるよう
に、非生分解性プラスチックのごみ問題が
大きな課題となっている。
「生分解性プラスチック」は解決策の一つと
して期待されているが、多くの課題も残って
いる。
本講演では、バイオマスから生産される「生
分解性バイオマスプラスチック」を中心に、
現状と今後の課題についてご講演してい
ただきました。

35

有田 浩之 氏

本田 雅一 氏
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産業・技術「デジタルトランスフォーメーション(DX)による新価値創造と
製造業における成功事例」

青山 幹雄 氏 南山大学 理工学部ソフトウェア工学科 教授（工学博士）
木村 哲也 氏 i Smart Technologies 株式会社 代表取締役社長 CEO

旭鉄工株式会社 代表取締役社長

デジタルトランスフォーメーション
（DX）は、IoT、AI、クラウドなど
を活用して課題発見と新たな価値創
造により企業変革を起こす枠組みで
す。そのため、経営者、事業部門、
IT部門の三位一体での推進が成功の
鍵です。
ここでは、DXの動向、DX推進指標
の活用事例などをお二人からご紹介
していただき、成功事例として旭鉄
工株式会社社長の木村哲也氏と対談
をしていただきました。

７．メインステージ／11月29日（金）

青山 幹雄 氏 木村 哲也 氏
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８．出展者プレゼンテーション
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８．出展者プレゼンテーション

■希望出展者による製品プレゼンテーションを3日間にわたって実施し、来場者に対して出展製品の訴求を行いました。
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９．特別展示
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９．特別展示 【SDGｓ】

小間番号 出展者名 出展製品

S-201 株式会社環境経営総合研究所 「Earth republic」「MAPKA」「除菌水」

S-202 ヘルスグリッド株式会社 生涯健康銀行の事業紹介。健診スコアや筋肉スコア等の紹介。

S-203 株式会社オーシャンアイズ 漁場ナビ / SEAoME

S-204 Green Earth Institute 株式会社 バイオジェット燃料、バイオアスパラギン酸、化粧品用バイオエタノール

S-205 バイオエナジー株式会社 再生可能エネルギー（電気、ガス、水素）

S-206 株式会社モッタイナイ・エナジー スタック型熱電発電ユニット

S-207 株式会社ミエルカ防災 地震動速報サービスに伴う地震検知システム【ユレーマス】

S-208 株式会社Xenoma e-skin MEVA

S-209 東京大学 染谷研 皮膚呼吸可能なナノメッシュセンサー

S-210 WOTA株式会社 WOTA BOX for Shelter

S-211 株式会社オリィ研究所 分身ロボットOriHime、意思伝達装置OriHime eye+switch

世界的に重要なテーマである持続可能な開発目標（SDGs）に向け、

実用化が進む画期的な事例をご紹介しました。
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９．特別展示 【生産性向上】

小間番号 出展者名 出展製品

S-101 株式会社クロスコンパス 誰でも簡単にAIが作れるAI生成ツール「MANUFACIA」

S-102 株式会社エイシング 機械制御に適したエッジAI「DBT」

S-103 株式会社ロビット AI技術を活用した外観検査ソリューション「TESRAY」

S-104 i Smart Technologies 株式会社 おもちゃを使った模擬ライン

S-105 4Dセンサー株式会社 4D Sensor for X

S-106 ものレボ株式会社
「小ロットスケジューラ×いきなりIoT」「在庫スケジューラ×いきなりIoT」「購買
スケジューラ」

S-107 TIS株式会社 AIブレストスパーク

S-108

パナソニック株式会社 介護業務支援プラットフォーム

共同出展7企業

株式会社エー・アンド・デイ 医療・健康機器

キング通信工業株式会社 シルエット見守りセンサ

株式会社幸和製作所 リトルキーパス

ジーコム株式会社 ココヘルパVcam

ノーリツプレシジョン株式会社 ネオスケア

株式会社富士データシステム CAREKARTE

芙蓉開発株式会社 安診ネットカイゴ

AI、IoT、自動化センサー、ロボット、生産管理スケジューラーなど、

生産性向上の課題に光明をもたらす、先端的事例をご紹介しました。
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10．新価値創造賞
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１．新価値創造賞について
新価値創造展2019の出展者、来場者の参考となる、
新しいアイデアとビジネスの取り組みを行っている
出展者を『新価値創造賞 選考委員会』にて、厳正に
選出・審査し会場内にて表彰しました。

２．新価値創造賞表彰式

会場：メインステージ

日時：11月29日（金） 13:10～13:40

10．新価値創造賞

◆新価値創造賞◆

■I-196 株式会社アリーナ（福島県）

出展製品：超高密度実装基板

世界最高レベルの高密度実装技術の提供。
産学連携にて、半導体に匹敵する部品内
蔵基板型インターポーザーの製造にも成功。
【｢部品内蔵基板｣の特許取得(特許第652825号)
：令和元年5月24日登録】

受賞理由：

従来の世界トップレベルの実装技術に加え、新たに
コンデンサーの高密度集積技術を開発。高密度実装
製品の小型化、軽量化や熱特性の改善により、今後
のウェアラブル・モバイル機器のビジネス展開に期
待ができる。

■I-220 株式会社エルグ（群馬県）

出展製品：小さな部品への精密めっき

微細品へのめっきは世界最高レベルの品質です。
●小さな部品への精密めっき
●袋穴製品への内面めっき
●組付き・はりつき品へのめっき

受賞理由：

グラファイトを均一に積層化する技術開発に成功し、
高い熱伝導率（1700W/mk。銅の4～5倍）を実現。
パワー半導体等の高い放熱特性を求められる産業分
野において更なる展開が期待される。

■I-032 株式会社サーモグラフィティクス（大阪府）

出展製品：1700W/mKを有する高熱伝導グラファイト及び複合部材

1700W/mKを有する高熱伝導グラファイト及び関連
の複合部品、さらには関連要素技術を活用した各種
素材への表面改質、表面コーティング製品を展示し
ております。

受賞理由：

高度なめっき技術を駆使して、アスペクト比で袋孔で
は10倍（実績径0.23φ）、貫通孔で100倍の微小な孔
及びばね等に均一なめっきを可能とした。センサーや
医療機器の小型化・信頼性向上に期待できる。
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10．新価値創造賞

◆新価値創造賞 特別賞◆

■I-248 SiB株式会社（東京都）

出展製品：人の視線を計測・可視化・分析する ウェアラブルグラス
“Eye Tracking Core+”

視線追跡技術をはじめ、各分野での専門家と協力し
研究開発を行い”日本ブランド”という点に拘った為、
グラスの形状やソフトウェアの使い勝手、UI、他セ
ンサとの連動など 日本のお客様からの要望を多く取
り入れた製品です。

受賞理由：

■I-211 株式会社フジムラ製作所（埼玉県）

出展製品：デジタル板金技術

開発や製造に関わる情報を数値化し共有することで、
「勘」や「コツ」といった属人的なノウハウに頼ら
ず、見積りから、プログラミング、ブランクや曲げ
加工など一連の工程を進めることが可能になりまし
た。バーチャル試作システムの導入により、実際の
製造に先立ち3次元イメージでご発注者様と仕様確認
も可能です。

受賞理由：

■I-109 株式会社米澤物産（福井県）

出展製品：フレキシブル導波管

世界初の可撓性導波管。5G対応通信ケーブルとして
参入を目指します。繊維製造技術を応用した、世界
に無い可撓性導波管です。一般通信分野・データサ
ーバー/スパコン内高速通信・移動体内通信分野に
従来技術の同軸ケーブル・光ファイバーケーブル・
既存の導波管に競べて総合優位性が有ります。

受賞理由：

成長が見込まれるウェアラブル分野で、目の動きを
トラッキング・計測・可視化するメガネ型デバイス
を開発。マーケティング分析や、定量評価が難しい
熟練技能者の技能伝承等に応用できることが高く評
価された。

板金工程の受注から出荷（見積り、設計・試作、加
工等）の全工程を数値化し、見える化することで、
経営の質の向上や大幅な生産性向上を実現した。
中小製造業における「見える化・IoT化」のモデルと
なり得ることが評価された。

従来の導波管を本業の織物技術を応用し、可撓性が
高いフレキシブル導波管を開発。高いスペース効率
と振動に強い特性を活かし、5G等の普及促進に寄与
することが期待される。
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11．海外ＣＥＯ商談会
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11．海外ＣＥＯ商談会

■インドネシア、ベトナム、タイ、台湾、ミャンマー、海外ＣＥＯ商談会
日本企業との連携を希望する海外企業経営者（CEO）と、海外展開を目指す日本の中小企業
者との商談会を開催しました。
この商談会は、日本の中小企業と海外のローカルパートナー企業との「連携」に焦点をあて
たものです。
海外企業と連携することによって、海外進出や現地企業が持つ販路の活用など、さまざまな
可能性が広がることを目的として実施しました。

◎海外ＣＥＯ商談会は、5つの国と地域から40社、5機関が参加しました。
インドネシア ８社１機関
ミャンマー ８社１機関
台湾 ８社１機関
タイ ８社１機関
ベトナム ８社１機関

◎同時に商談会参加の5つの国と地域の支援機関が、新価値創造展2019「海外支援機関」
ブースに出展しました。

【11月27日出展】 台湾・輸出加工区管理処、タイ工業省産業振興局
【11月28日出展】 ミャンマー商工会議所連盟
【11月29日出展】 インドネシア工業省中小企業総局

ベトナム計画投資省外国投資庁
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12．その他、会場内サポート
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12．その他 会場内サポート

■マッチングコンシェルジュ

会場内に専門家による出展企業とのマッチングを促進する「マッチングコンシェルジュ」
コーナーを設置し、来場者の求める「製品・技術・サービス」をご案内しました。

■海外展開相談（海外展開相談コーナー）

■支援機関による会場内サポート

海外展開相談の他、標準化（日本規格協会）、知的財産・特許（工業所有権情報・研修館）
等についての無料相談会を会場内にて実施しました。

海外ビジネスの専門家である中小機構の国際化
アドバイザーが、海外投資、輸出入や海外企業
への委託生産など、海外ビジネスに悩みをお持
ちの方々のご相談に応じました。

■海外展開相談（新輸出大国コンソーシアム）

官民の支援機関が一丸となって海外展開を目指す中堅・
中小企業を支援する新輸出大国コンソーシアム構成機関
のうち、JETRO、JICAをはじめとする以下の６機関が会
場内で相談に応じました。

①ＪＥＴＲＯ〈独立行政法人 日本貿易振興機構〉
②ＪＩＣＡ 〈独立行政法人 国際協力機構〉
③ＮＥＤＯ 〈国立研究開発法人 新エネルギー・

産業技術総合開発機構〉
④ＡＯＴＳ 〈一般財団法人海外産業人材育成協会〉
⑤ＮＥＸＩ 〈株式会社日本貿易保険〉
⑥公益財団法人 日本生産性本部
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13．出展者の声・来場者の声
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13．出展者の声・来場者の声

3日間大変盛況で、多くの異業種の方に足を運んで頂き、弊社製品を知って頂く機会となり、有意義な展示会でした。今後フォローを各担
当者が行って、売り上げにつながるように努めたいと思います。

次回も是非参加したい。中小企業の技術、新しいビジネスについて支援と理解を強く感じた。海外展開について、より一層の連携が見える
ようになるといいと思います。

今回初めて参加させていただき、次につながりそうなお客様ともお話しでき、とても良かったです。

新しい南展示棟で、もっと来場者が少ないと思っていましたが、思っていたよりは少なくはなかったです。ただ、ほかの展示会と比較する
と、来場者数は少ないと思いました。

異業種の方々にお会い出来、いろいろご意見をうかがった。又、JICAの方ともお話が出来、世界へ挑戦してみようと思った。とてもすばら
しい出会いの場を作っていただけていると思う。

いくつか今後発展できそうなお話もあり、有意義な展示会となりました。

自社の客層とは異なったマーケットの開拓を目的としたので小売り、リテールなどの客層へのアプローチを主催者側でも検討して欲しい。
製造業の客層にかたよっている様に思う。

4年目になりましたが、出展方法を研究し、成果は少しずつ上がっていると感じています。良いチャンスをいただき、ありがとうございま
す。

今回は会場の出入り口が別々で、来場者に流れがあり大変良かったと思います。当社ブースへの来場者も、昨年より増加しており、今後に
期待出来るものと感じてます。

辛口評価ですが、少し介護を目的に来場される客は少ないと感じた。次回もチャンスがあれば参加を検討したい。

出展は初めてだったので、不安がありましたが、休むひまがないくらい、多くの方々とお話しができ、今後の仕事につながる話もとても多
く、実りある展示会で、大変満足しています。また、来年も参加させていただきたいです。

商談できる共有のスペースが欲しい。自社ブース内にも商談用のテーブルを設置したが人数が多いとき、場所（席）を確保するのが大変
だった。

様々な職種、業種との意見交換ができ、大変勉強になりました。また、後日会う約束も何件かとれ、今後につながる良い機会となりました。

費用対効果がとても良いと感じています。次回も是非参加したいです。

懇親会はよかった。面白い話が聞けた。自社との製品力の問題もあるが集客が難しかった。

異業種へのPRの難しさを感じた。展示品は工法だけでなくオリジナル的な製品でインパクトをつけないと集客が悪いと他社から学べた。今
後の展示ブースのあり方を検討したい。

招待状の第2弾タイミングが開催1か月前だったので活用できませんでした。追加の部数は希望者のみ、または2か月前までに支給いただけ
ると配布しやすいです。会場内でのマッチング支援はとてもありがたいです。

他、業種の情報をたくさん聞けた。また同業種の情報が聞けてよかったと思います。来年は出展者数を増やしてもらいたい。もっと情報交
換などをしたいです。見積依頼もありました。

色々な業種の入場を期待したい。宇宙開発、航空、鉄道、プラントなどの関係者が多く参加して下さると嬉しいです。1回～2回目の来客が
多くなる事も期待しています。

■出展者の声

■来場者の声
様々なサービス、製品をもった企業様がいて勉強になりました。

必要な企業さんが見つかり、有益でした。他展示とのコラボも良かったです。

2017年より来場。ビッグサイトの展示会の中で一番中身が充実。中小企業というより「零細」に近い企業のおおきさであるが、出展者の
熱意が感じられる。

商材の説明時間が適切で、わかりやすいブースが多かった。

業種に偏りがあると感じました。色々な業種の企業さんが出展しているとうれしいです。

もう少しセミナーを増やしても良いと思います。

新しいアイデアが多く、面白かった。

新規開拓コーナーがあれば尚行きたいと思います。

出品の説明が大変親切である。

出展社多く参考になった。今後も続けてほしい。

一見してその会社の特徴が分かるような展示が多くあったらよい（限られた時間内で見ていく上で）

新しい事、珍しいことを見させてもらいました。

出展者の技術の見せ方はとても良い所が多かった。

新価値というワードを期待しましたが、もう少しそのワードにこだわったモノ、コト、企画があるとうれしいです。

中小のものつくりが日本の産業の基盤です。よろしくお願いします。

とても良かった。年2回開いてもらいたいくらいです。

新たなビジネスが生まれそうな面白いイベントなのでぜひ続けてほしいです。

大学やベンチャーの試作段階の新しい技術や発明などの展示がもっとみたいです。

もっと多くの革新的企業展示が欲しい。

技術とサービスとゾーンを分けて欲しいです。

次世代モビリティMaas関連のセミナーを行って欲しい。

こちらが製品を見ていても、ブースの方が話しかけてこない時があった。積極的でないブースには、興味があっても寄りたくない。

初めて参加しましたが、規模が大きく、一気にいろいろな事業所をみれたので良かった。

新事業アイデア出しのために来場しました。なかなか良い出会いはないのですが、後日参考になる展示もあると思ってます。

カーペットで分類されており、分類がわかりやすかったです。雰囲気の良い展示会で居心地も良いです。ウェブサイトに出展配置図が有る
と分かり易いですね。

セミナーが素晴らしかった。SDGs、生産性向上特別展の企画良かった（出展企業の選択）

他業種の情報を見るのも大変興味深い

何らかの発見があり、貴重な情報源である

健康・医療系ゾーンに対する満足度が高い

講演内容のレベルが高く参考になりました



主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構

新価値創造展2019
https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2019


