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■出展申込書 

 

 １  出展規約等への同意について 

出展のご案内、申込について、出展申込書（本書）に記載された全ての事項および、新価値創造展 2018 出展規約、 

新価値創造Ｐｏｒｔａｌ利用規約に同意いたします。  

申込日 ２０１８年  月  日 

（企業名）                            （氏名）      

 

【反社会的勢力に該当しない旨の誓約】 ※新価値創造展2018 出展規約第２２条、新価値創造 Portal 利用規約第８条 

中小機構の反社会的勢力の定義を確認し、該当しない旨を  誓約する  （誓約がない場合、出展出来ません。） 

 

【みなし大企業に関する確認】 ※「申込みについて １．※１」参照 

  中小企業の定義を確認し、みなし大企業に該当しないことを確認した  

 

【被災企業に該当しますか】 ※「申込みについて４．」参照 

  被災した企業に  該当する   該当しない   

 

【出展製品について】 ※「申込書（設問６）」参照 

  出展する製品・技術・サービスは自社が開発した、または企画に携わった製品等ですか。   はい   いいえ  

※受託製造・サービス（試作・OEM・ODM 等）は出展対象となります。 

※自社製品等を持たない、卸売、小売業は出展対象外となります。   
 

 

 ２  出展企業情報について 

※出展が決定した場合、以下の太枠内の情報はウェブ展示会（新価値創造 NAVI）・出展者ガイドブックに掲載いたします。 

●英語表記について、（必須）項目については必ずご記入ください。 
 

会社/団体名 

ふりがな：      

日本語表記：      

英語表記（必須）：       

(会社名のみを記入。株式会社等は、右からお選びください。) 

該当箇所に☑をつけてください。 

Co.,Ltd   Corp  Inc.    

Ltd.     Co.   K.K. 

本社所在地 

〒   －     ＴＥＬ：     －    －     

都道府県      
市区町村

以下詳細 
      

HP アドレス URL：       

法人番号       

代表者 

ふりがな：      

氏名：      役職：      
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 ３  出展手続き担当者について 

展示会のご担当者名（出展に関わる手続き、その他の連絡窓口として事務対応していただける方）をご記入ください。 

事務局からの連絡・発送物は全て、展示会のご担当者様宛となります。 

 

 

 ４  企業概要 

※出展が決定した場合、以下の太枠内の情報はウェブ展示会（新価値創造 NAVI）・出展者ガイドブックに掲載いたします。 

 

 ５  自社ＰＲについて  

貴社のＰＲについてご記入ください。※出展製品ＰＲは ６ でご記入いただきます。（１５０文字以内）  

※出展が決定した場合、以下の太枠内の情報はウェブ展示会（新価値創造 NAVI）・出展者ガイドブックに掲載いたします。 

      

 

担当者 

ふりがな：      

氏名：      

 

部署：      

 

役職：      

 

連絡先 

（〒   －    ） 

      

ＴＥＬ：     －     －     

ＦＡＸ：     －     －     

携帯：     －     －     

 
メールアドレス（必須：携帯不可）：      

設立/創立年月 ［西暦］     年   月 従業員数       人 

2003 年10 月以降に設立された企業の場合、ガイドブック・当日の社名板等に「ベンチャー企業」と表記する 

予定になっております。表記の希望有無を、右の欄にご記入ください。 

「ベンチャー企業」の表記を 

 希望する ／  希望しない 

資本金       円 
最近の年間 

売上高 

2017 年       円 

2016 年       円 

2015 年       円 

主な業種 

（いずれか１つにチ

ェック） 

 １.製造業  ２.卸売業  ３.小売業  ４.情報通信業・ソフトウェア業 

 ５.サービス業  ６.その他（            ） 

事業内容 

（１５０文字以内） 
      

主力商品等 

（１５０文字以内） 
      

主要取引先 

（１５０文字以内） 
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 ６  出展する製品・技術・サービスについて  

※出展が決定した場合、以下の太枠内の情報はウェブ展示会（新価値創造 NAVI）・出展者ガイドブックに掲載いたします。 

（１）出展製品名（３０文字以内） 

日本語（必須）                                英語（任意）       

（２）キャッチコピー（５０文字以内） 

      

（３）出展製品の基本性能（４００文字以内） 
どのような性能、機能を持っているかご記入ください。 
 
      

（４）出展製品の長所（４００文字以内） 
特徴や価格面での優位性、他社にはない優れた点、ユーザーメリットをご記入ください。 
 
      

（５）納入実績（業種・業態）（2００文字以内） 

どのような業種・業態で、どのような用途で、これまでにどの程度が使用されているか実績をご記入ください。 

※実会社名は出さないでください。 

 

      

 

（６）今後想定される用途／業種・業態（2００文字以内） 
どのような業種・業態で、どのような用途に使用されると想定されるかご記入ください。 
 
      
 

（７）今後の販売計画（2００文字以内） 

上記（６）を実現するための社内体制、販売目標（時期、数量等）をご記入ください。 
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（８）出展カテゴリーの選択                     ※各カテゴリーの詳細説明については別紙参照のこと 

出展製品が該当するカテゴリーを 1 つ選択してください。 

出展が決定した場合、カテゴリーをもとに小間配置を行います。 

出展テーマ 出展カテゴリー 

産業・技術 

   （生産技術、新素材、loT、ロボット） 

 

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（       ） 

健康・福祉 

   （健康、予防、医療、介護） 

 

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・社会 

  （環境、防災、社会・地域課題） 

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（       ）                                    

 

 ７  本展示会への応募目的について 

（１） 応募目的 

今回の新価値創造展２０１８に応募した目的を下記より３つまでお選びください。 

 新製品の開発、技術連携の開拓 

 既存製品の改良・改善 

 事業連携先、合併先の開拓 

 共同研究の開拓 

 マーケティング・市場調査のため 

 販路先の開拓 

 販売店・代理店の開拓  

 異業種との交流 

 その他（     ） 

（２） 展示会での目標設定 

今回の新価値創造展２０１８での目標についてご記入ください。 

・名刺交換枚数（     ）枚  ・資料配布数（     ）部   ・商談件数（     ）件／商談金額（     ）百万円 
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 ８  海外展開の状況について 

（１） 海外展開の実績について 

 
① 海外展開の  実績がある or 実績がない 
② 実績がある場合、どこの国ですか。 ※最大5 カ国まで  ※国名でお答えください 

また、それぞれの取引形態は直接取引ですか、間接取引ですか。 
 
（          ）    （          ）    （           ）    （          ）    （          ）   
直接 or 間接      直接 or 間接      直接 or 間接      直接 or 間接     直接 or 間接 

 

（２） 海外展開の計画について（今後の展開） 

 
① 海外展開の  実績がある or 実績がない 
② 実績がある場合、どこの国ですか。 ※最大5 カ国まで  ※国名でお答えください 

また、それぞれの取引形態は直接取引ですか、間接取引ですか。 
 
（          ）    （          ）    （           ）    （          ）    （          ）   
直接 or 間接      直接 or 間接      直接 or 間接      直接 or 間接     直接 or 間接 

 

 

 ９  希望小間の種類、小間数をご記入ください。 
希望小間の種類 小間数（スペース）を太枠内にご記入ください。 

※リース備品代、電気・通信回線使用料等の設備費は各出展者の負担となります。 

※スペース小間を除く各小間の申込みは原則１小間ですが、やむを得ない場合に限り同一種類の連続（隣接）する２小間までお申し

込みが可能です。会場の制約等によりご希望に添えない場合もございます。 

また、２小間で出展する場合、２小間分の出展料がかかります。 

※スペース小間のお申し込みは１８㎡から受付けます。また１８㎡以上のお申し込みは、９㎡単位で面積の追加（最大面積３６㎡）が 

可能です。ただし会場の制約等によりご希望に添えない場合もございます。 

 

複数小間・スペース小間を希望の場合には、その理由を下記にご記入ください。 

１） 

【標準小間】  

間口４．５ｍ×奥行２．０ｍ×高さ２．７ｍ 

１小間あたり３日間  １０８，０００円（税込） 

 

 

    小間 

２） 

【ミニ小間】  

間口２．７ｍ×奥行２．０ｍ×高さ２．７ｍ 

１小間あたり３日間   ７５，６００円（税込） 

 

 

    小間 

３） 

【スペース小間】  

＊スペース渡し、高さ３．６ｍまで可能 

＊６，４８０円(税込)／㎡ (3 日間) 

 

  

希望平米数 

    ㎡ 

出展料金 

    円 

複数小間の理由 

スペース小間の理由 
      

※18㎡以上 
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給排水設備について 

※給排水設備の設置（有料）届出等が必要な場合は、共同の給排水設備を設けることで、個々の出展者の負担軽減を図る予定です 

（とりまとめに時間がかかることがあります） 

【参考：（過去の費用実績による費用負担見込）１社３～８万円程度、４社以上の場合。】 

但し、出展者の状況によっては、個別の設備対応になる可能性もあります。決定後に事務局にお問い合わせください。 

 

 １０  ブースの展開方法、来場者への訴求方法等について  

（１）ブースの展開方法、来場者への訴求方法等について、実施する予定のもの全てにチェックしてください。 

商品等の実物展示 ／ 実演、体験等 ／ 説明パネル展示 ／ パンフレット等の設置 ／  

説明者の常時配置 ／ サンプル提供 ／ 即時見積もり提供 ／ 技術者同席 ／ 海外要員同席 

 
（２）展示製品その他物品(サンプルを含む)の販売について、下記にご記入ください。 

本展示会は企業間取引を前提とした商談を目的としているため、原則、小売は認めません。展示製品の商談成立によ
る販売、高額サンプル等を対象とします。 

1. 展示製品その他物品(サンプル)の販売を行う 2. 展示製品その他物品(サンプル)の販売を行わない 

上記(２)で、1. 展示製品その他物品(サンプル)の販売を行うと回答した方にお伺いします。 

販売を予定している製品名、販売価格をご記入ください。 

販売製品名：      

販売価格：          円 

※上記、会場内での販売については、販売製品によってはご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。 

 

 １１  「中小企業等経営強化法（旧中小企業新事業活動促進法）」に基づく経営革新計画の承認状況について

お答えください。 

【１】 貴社は、①経営革新計画の承認を受けていますか？ 

また、今回展示する製品は、②経営革新計画の内容と合致していて、③以下の期間内（※）ですか。 

※新価値創造展2018 の開催時期（2018/11/14～11/16）が経営革新計画の計画期間中、または計画期間終了月 

から数えて、丸2 年を経過する月までの間に該当している。 

 

 
１． ①経営革新計画の承認を受けていて、 

②展示製品と経営革新計画の内容が合致しており、③期間内である。 

 
２． ①経営革新計画の承認を受けていない。もしくは①経営革新計画の承認を受けているが、 

②展示製品と経営革新計画の内容が合致していない、もしくは③期間外である。 

【２】 【１】で「１．」と回答された方のみお答えください。 

計画期間を西暦でご記入ください。 

計画期間       年    月  ～       年    月 

【３】 【１】で「１．」と回答された方は以下の書類を出展申込書に添付してください。 

■中小企業等経営強化法第８条第１項（旧中小企業新事業活動促進法第９条第１項）に基づく「都道府県知事等の承認書（都道府県知事等の押印文書）」の写し 

■「（別表１）経営革新計画」の写し 

●上記２種類の書類をご提出ください。（メール送付可） 

 

※事務局において申込書の記載内容と上記書類をチェックし、間違いないことの確認が取れた場合、出展審査において評価の対象となります。 

（但し、本措置は出展を保証するものではありません） 
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 １２  「中小企業等経営強化法（旧中小企業新事業活動促進法）」に基づく異分野連携新事業分野開拓計画

（新連携）の認定についてお答えください。 

【１】 貴社は、①新連携の認定を受けていますか？ 

また、今回展示する製品は、②認定を受けたテーマに合致していて、③以下の期間内（※）ですか。 

※新価値創造展2018 の開催時期（2018/11/14～11/16）が異分野連携新事業分野開拓計画の計画 

期間中、または計画期間終了月の翌月から数えて、丸2 年を経過する月までの間に該当している。 

 

 
１．①新連携の認定を受けていて、 

②展示製品と新連携計画のテーマが合致しており、③期間内である。 

 
２．①新連携の認定を受けていない。もしくは①新連携の認定を受けているが、 

②展示製品と新連携計画のテーマが合致していない、もしくは③期間外である。 

【２】 【１】で「１．」と回答された方のみお答えください。 

認定期間を西暦でご記入ください。 

認定期間       年    月  ～       年    月 

テーマ名       

【３】 【１】で「１．」と回答された方は以下の書類を出展申込書に添付してください。 

■中小企業等経営強化法第１０条第１項（旧中小企業新事業活動促進法第11 条１項）に基づく「経済産業局長の認定（経済産業局長等の押印文書）」の写し 

●上記の書類をご提出ください。 （メール送付可） 
 

※事務局において申込書の記載内容と上記書類をチェックし、間違いないことの確認が取れた場合、出展審査において評価の対象となります。 

（但し、本措置は出展を保証するものではありません） 

 

 

 

 １３  中小企業技術革新制度（SBIR 制度）の認定補助金等の交付状況についてお答えください。 

※証憑等をご提出いただく必要はありません。 
 

【１】貴社は、中小企業技術革新制度（SBIR 制度）の特定補助金等※を活用したことがありますか？ 

 １．活用したことがある  ２．活用したことがない 

※特定補助金とは、新価値創造展 2018 申込サイトに掲載されているものが対象です。 

●以下の質問は 【１】で「１．」と回答された方のみお答えください。 

【２】活用した特定補助金等をご記入下さい。 

補助金等を受けた年度 西暦       年度  

補助金等の名称       

   

【３】今回、出展する製品・技術・サービス・商品等は、特定補助金等を活用されたものですか？ 

 活用した製品等である  活用した製品等ではない 

 

【４】貴社は、創業・設立から 10 年未満の「新規中小企業者」ですか？ 

   ※期間の算定は平成30 年 4 月時点とします。 

 新規中小企業者である  新規中小企業者ではない 

 



 新価値創造展 2018 一般＋NAVI  
 

8 

 

 １４  J-Startup の認定についてお答えください。 

貴社は、J-Startup（平成29年12月8日閣議決定にて示された新しい経済対策パッケージ）の認定を受けていますか。 

 はい   いいえ 

 

 

 １５  表彰等の実績の有無についてお答えください。 

貴社で受けられた各種表彰等についてお教えください。 

 はばたく中小企業・小規模事業者 300 社（     年） 

 がんばる中小企業・小規模事業者 300 社（      年） 

 元気なモノ作り中小企業 300 社（      年） 

 グローバルニッチトップ企業100 選（2014 年） 

 JVA ジャパンベンチャーアワード（       年） 

 その他（       ） 

 

 

 １６  今回の展示会の開催は何でお知りになりましたか。該当する番号すべてにチェックをつけて

ください。（複数選択可） 
 

１．主催者側からのＤＭ     ２．中小機構ホームページ    ３．新価値創造展2018 ホームページ 

４．新価値創造ＮＡＶＩ       ５．Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック）のメールマガジン   

６．中小機構メールマガジン  ７．ソーシャルメディア（Facebook・Twitter など）による広告及び投稿 

８．Ｊ－ｎｅｔ21      ９．中小企業庁・経済産業局のホームページ・メールマガジン 

１０．都道府県、中小企業支援センターの広報、ホームページ、メールマガジン等 

１１．２．～１０．を除く各種支援機関・団体の広報、ホームページ、メールマガジン等  

１２．新聞広告            １３．民間事業者のメール広告（メールマガジン等）         

１４．イベント情報誌         １５. イベント情報ホームページ  

１６．仕事を通じて（取引先・関係機関の担当者から）   １７．上司・知人から 

１８．展示会等のイベントでのＰＲ               １９．新製品情報（日刊工発行）同梱パンフレット                               

２０．日刊工業新聞・電子版ウェブ広告            ２１．その他（     ）                                        
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 １７  ガイドブック記載事項についてお答えください。 

「新価値創造展 2018」への出展が決定した場合、後日作成するガイドブックに以下の情報を記載致します。 

【１】 掲載基本情報 

※「設問 ２  出展企業情報について」の情報とは異なる情報を掲載希望の場合、ご記入ください。 

（無記入の場合は設問２の情報がガイドブックに掲載されます。） 

〒   －     ＴＥＬ：     －    －     

都道府県      
市区町村

以下詳細 
      

URL：       

 

【２】 掲載情報 

（１） 企業PR（１５０文字以内） 

※「設問 ５  自社ＰＲについて」の情報とは異なる情報を掲載希望の場合、ご記入ください。 

 （無記入の場合は設問５の情報がガイドブックに掲載されます。） 

例文） 医療機器部品の製造、加工を手掛け、医療機器用内視鏡の組み立て、生産を行っています。特に、アルミニウムなどの微細、 

極小加工を得意とし、２０年以上培った技術で１ｍｍ以下の部品を多く製造しています。また、その技術を生かし、 

航空機のエンジン部品の製造を手掛け、海外の航空機メーカーとの取引があります。 

      

（２） 展示製品について 

１． 展示製品名 

※「設問 ６  出展する製品・技術・サービスについて （１）」の記載内容が掲載されます。 

２． キャッチコピー 

※「設問 ６  出展する製品・技術・サービスについて （２）」の記載内容が掲載されます。 

３． 展示製品・技術・サービス PR（１５０文字以内） 

例文） 医療機器品質 ISO13485 と航空宇宙品質JIS Q 9100 を認証取得しています。大手製造業にも例のない両分野での認証取得に 

裏付けられた確かな精密切削加工、組立技術を用いて製造した医療用内視鏡をご覧いただけます。 

チタン材の航空機エンジン部品、アルミニウムの内視鏡先端部品を展示しています。 

      

（３） 貴社で対応している体制（３０文字以内） 

例文） 研究開発型の試作品製作にも対応。一品からの試作対応。 

      

（４） 貴社の希望する共創・事業パートナー（３０文字以内） 

例文） ロボットの設計・組立を行う企業、測定機器の製造企業 
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 １８  中小機構では、優れた製品・技術・サービス等を持つ日本の中小企業と、国内外の信頼できる企業

とをつなぐビジネスマッチングサイト『J-GoodTech（ジェグテック）』を運営しています。ジェグテ

ックにご登録いただくと、自社の情報を発信し、製品開発・共同開発や事業提携、海外展開のビジネ

ス・パートナー探しに向けた商談をサイト上で効率よく行うことができます。（https://jgoodtech.ｊp/） 

 

■J-GoodTech（ジェグテック）への登録をご希望されますか？ 

（※サイトへの登録、サービスは全て無料です。） 

  「１．希望します」を選択された方には、後日ジェグテックへの会員登録に関するメールを送付させていただきます。メールに記載

されている内容に沿って、登録の手続きをお願い申し上げます。また、ジェグテックにご登録いただくと、貴社の企業情報等を発

信することができます。新価値創造展の出展企業様におかれましては、本申請書にご記載いただいた以下の情報をジェグテック

サイト上に公開させていただきますので、ご留意のほどお願い申し上げます。 

 ジェグテックに掲載される情報 

   社名、代表者名、本社所在地、電話番号、ＵＲＬ、業種、出展製品名 

   ※掲載された企業情報等は、会員登録後に、貴社にて自由に編集していただくことが可能です。 

 

１．希望します   

２．希望しません   

３．登録済み、登録申込済み   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙＞ 各カテゴリーの詳細説明 

https://jgoodtech.jp/
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① 加工・成型・接合・表面処理 加工機械・技術、精密加工、表面処理・表面改質・コーティング、接着・接合、設計・生産技術、金型、３Dプリンター

② 機械部品・機器 モータ・ポンプ・ネジ・バネ・軸受・歯車・シール、工具・消耗品・備品、製造装置

③ 電気電子機器 電子回路・部品、組込み技術、照明機器・技術、電子・電気機器

④ 理化学機械・光学機器 試験・実験機器、光学機器・カメラ・イメージセンサ

⑤ 情報・通信 ＩｏＴ、ＡＩ、ＩCＴ・情報・通信・ネットワーク、情報処理、画像処理

⑥ 素材・材料
金属材料、樹脂・プラスチック・ゴム、セラミックス・ガラス、ナノ材料・炭素繊維、機能性材料、潤滑剤・耐摩耗材・低摩耗材、生体材料、繊維・
紙・パルプ等

⑦
制御・自動運転・安全・セキュリ
ティ

制御機器、自動運転・自動化、安全・セキュリティ

⑧ 測定・分析機器・センサー 分析・計測・検査・試験装置及び各種機器、センサー

⑨ ロボット・ドローン 各種ロボット、ロボット部材、ドローン、関連製品/技術

⑩ ソフトウェア・システム ソフトウェア・システム（ものづくり関係）

⑪ 受託サービス（試作・OEM） 設計受託、デザイン受託、試作受託、他受託サービス

⑫ その他 当該テーマにおいて①～⑪のカテゴリーに該当しないもの

① 臨床・処置
治療系医療機器：注射器、カテーテル、採血・輸血用器具、縫合用器具、内視鏡、放射線治療器、レーザー治療器、結石破砕装置、超音波治療
器、ガンマナイフ等

② 診断・予防
診断系医療機器：画像診断システム（CT,MRI、血管造影、超音波診断装置等）生体現象計測監視システム（血圧計、心拍出計、心電計、筋電
計、パルスオキシメータ等）、医用検体検査機器（臨床化学自動分析装置、血液検査機器等）施設用機器（ 吸引器、洗浄機、手術台、照明器、
滅菌・消毒器等）X線関連装置及び用具

③ 在宅製品・見守り
医療用酸素濃縮器、液体酸素気化供給装置、呼吸同調器、内蔵液体酸素供給装置、パルスオキシメータ、CPAP、睡眠評価装置、酸素呼吸同
調器等、院内徘徊監視及び転倒感知システム、人感センサー検知システム、超音波離床センサー、見守り支援機器(介護施設型)、緊急通報
サービス等

④ 介護・リハビリ
体力測定装置、動作解析装置、メディカルフィットネス、起立歩行訓練器具、ワールプール、トレッドミル、ADLトレーニング装置、歩行支援機器、
自助具、車椅子、入浴装置、物理療法装置、失語症リハビリテーション支援システム、言語療法テーブル等

⑤ ロボット・遠隔医療
内視鏡下手術用ロボット、手術支援ロボット、介護ロボット、ロボットスーツ、パワーアシストスーツ 、トラスファーロボット、 トイレアシスト、自動排
泄処理装置、ケアバス（入浴介助）、歩行アシストロボット 、上肢機能支援ロボット 、コミュニケーションロボット、セキュリティロボット、カプセル内
視鏡等

⑥ 診断支援・解析・センサー
コンピュータ診断支援装置（CAD),医療ビッグデータ解析システム、遺伝子解析システム、ウェアラブル機器,デジタルラジオグラフィ機器,脳波セン
サ,サーミスタセンサ,離床センサ,血糖値センサ,血中酸素濃度センサ,心電図（ECG）センサ,イメージセンサ,モーションセンサ,慣性センサ,圧力セン
サ等

⑦ その他 当該テーマにおいて①～⑥のカテゴリーに該当しないもの

① 環境改善・保全 環境計測装置、汚染・汚濁防止技術・関連製品、廃棄物処理・減量化、生分解性材料および関連する技術・製品

② 省エネ・リサイクル 省エネ機器・設備、３R（リデュース、リユース、リサイクル）

③ 水素・燃料電池 燃料電池（水素、ＬＮＧ、ＬＰＧ、メタノール、等）、燃料電池自動車、水素貯蔵関係技術

④ 二次電池 リチウムイオン電池、鉛電池、空気電池、他の充電式電池、充電技術（非接触充電、急速充電、等）

⑤ 再生可能エネルギー 太陽電池、太陽熱発電、水力発電、風力発電、地熱発電、潮力発電、再生可能エネルギー関連技術

⑥ スマートグリッド 電力ネットワーク、スマートメーター、監視システム、通信モジュール、モニタリングシステム、小規模分散型発電

⑦ 高機能建材、高効率建築
高強度・軽量・高断熱・高遮音・高耐候等の機能を有する建築用資材、外壁緑化、屋上緑化、タスク･アンビエント照明、タスク･アンビエント空
調、ZEB、ZEH

⑧ 防災・防犯
耐震・免震・避雷等の防災･減災関連技術及び製品、防犯カメラ等の防犯関連技術及び製品、防災に係る観測・検査・予測装置（傾斜計、監視
装置、自動防水壁等）

⑨ 農林水産業の高効率化 遠隔管理･監視システム、生産管理システム、クラウドサービス、ロボット・アシスト機器、トレーサビリティシステム、農林水産用資材

⑩ その他 当該テーマにおいて①～⑨のカテゴリーに該当しないもの

テーマ：産業・技術（生産技術、新素材、ＩｏＴ、ロボット）

テーマ：健康・福祉（健康、予防、医療、介護）

テーマ：環境・社会（環境、防災、社会・地域課題）


