
名刺

開催テーマ

開催概要

来場者登録　　下記アンケートも含め、ご来場前に必ずご記入ください。

中小企業の優れた製品・技術・サービスが全国から集結！
新しいアイデアやビジネスが生まれる展示会です。

下記の展示会との相互入場を行っております。

キリトリ

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

技術開発を行う企業の
管理者・担当者
（特に研究開発、事業企画、
マーケティング部門）

新製品やサービスの
取り扱いを希望している企業
事業パートナーや
共同開発車を
探している企業
金融機関や
ベンチャーキャピタル
中小企業支援機関　　　他

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 

今年で21回目の開催となる産業交流展2018は東京都を中心に、
首都圏の先進的な中小企業が集結します。（主催：東京都 他）

インテリアとデザインに関わるあらゆる商材が一堂に会します。
（主催：（一社）日本家具産業振興会、メッセフランクフルト ジャパン（株））

自らの製品・技術・
サービスを保有する中小企業・
ベンチャー企業

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

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

産業・技術
（生産技術／新素材／
ＩｏＴ／ロボット）

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）

来場者

開催テーマ別に先進的な製品・技術・サービスを紹介！ 体験展示も多数予定!!
＊展示内容は変更する可能性があります。

メインステージでは、
基調講演の他、3つのテーマと
連動した講演・セミナーを開催！

AIドリブンイノベーションと
IoT時代の
エコシステム戦略
東京大学工学系
研究科教授
元橋 一之 氏

同
時
開
催

出展者

新しい価値創造に向けた
技術連携、事業連携
新製品・新サービスの提案、
既存製品・サービスの改善
新製品・技術、サービスのＰＲ
見積もり、導入に向けた交渉
事業パートナー、
異業種企業との出会い　など

事前来場登録＆最新情報はこちらから
https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2018/ 新価値創造展

入場
無料 11 14 11 16

東京ビッグサイト 10：00 17：00東2・3ホール

WED FRI

招 待 状

名　称

新価値創造展2018（第14回 中小企業創造展 東京）
主　催

独立行政法人中小企業基盤整備機構

日　時
2018年11月14日（水）～11月16日（金） 10：00～17：00

会　場

東京ビッグサイト 東2・3ホール
（東京都江東区有明3-11-1） 

出展者数

約660社

※ウェブサイトより事前来場登録をされる場合は不要です。（10月1日より受け付け開始予定）

※事前来場登録は10月1日より受け付け開始予定。

下記欄に名刺を貼付されるか、または基本情報を記入ください。

・ ご登録いただいた方には、今後、DMや電子メールなどの手段により、中小機構で行う事業の案内等をさせていただくことがございます。
・ 個人情報保護方針は中小機構のホームページの個人情報保護に関する中小機構の対応ページをご覧ください。

氏名

会社・団体名　※個人事業主、その他の会社に所属されていない方は空白でも結構です。

所属部課名　※部課名がないと郵便物が届かない場合は必ずご記入ください。

役職名　※部課名がないと郵便物が届かない場合は必ずご記入ください。

住所　〒

TEL FAX

E-mail

①あなたの業種（いずれか1つをお選びください）

□ 1製造業 □ 2サービス業 □ 3建設・不動産業 □ 4商社・卸売
□ 5小売業 □ 6情報・通信業 □ 7金融・証券・保険
□ 8官公庁・大学・研究機関・支援機関 □ 9マスコミ関係
□ 10その他（   　　　　　　　　）

②あなたの職種（いずれか1つをお選びください）

□ 1販売・営業 □ 2生産・技術 □ 3購買 □ 4企画・マーケティング
□ 5研究・開発 □ 6設計・エンジニアリング □ 7広報・宣伝
□ 8総務・人事・経理 □ 9経営管理 □ 10自営
□ 11学生 □ 12その他（    ）

③従業員数（いずれか1つをお選びください）

□ 149人未満 □ 250人以上 □ 3100人以上 □ 4300人以上
□ 5500人以上 □ 61,000人以上 □ 73,000人以上 □ 85,000人以上
□ 910,000人以上

特別展示

11/14
基調講演

世界初！自動運転タクシー
公道サービス実証を支援

株式会社ZMP

VRとAIを活用したリハビリ医療機器
株式会社mediVR

VRやARを活用した新しい医療
コミュニケーションツールの提供
株式会社Holoeyes

世界初！台風でも発電できる
次世代風力発電機

株式会社チャレナジー

生産効率１.５倍！
IoTとAIを活用した養殖技術
国立大学法人琉球大学

技能伝承にも役立つ、アイトラッキング
トビ―・テクノロジー株式会社

VRが可能にした製造業向け
デザインレビューアプリケーション

株式会社プロノハーツ

講演・
セミナー



最新情報は、ウェブサイトをご覧ください！　https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2018/今年は約 660社が出展！出展者一覧

産業・技術
生産技術、新素材、IoT、ロボット

健康・福祉
健康、予防、医療、介護

環境、防災、社会・地域課題
環境・社会

パブリック共同出展

支援機関出展

海外企業出展

インキュベーション出展

株式会社弘和電材社
株式会社コーケン
コーワ機械株式会社
株式会社五合
株式会社小松精機工作所
株式会社さくら樹脂
株式会社佐藤製作所
佐渡精密株式会社
三英電気工業株式会社
産機テクノス株式会社
三共株式会社
株式会社サンテック
株式会社サン・プロテック
CSS 株式会社
CMインダストリー株式会社
株式会社システム・プロダクツ
株式会社シティプラスチック
有限会社翔輝
上毛電化株式会社
株式会社昭洋精機
株式会社シンカ
有限会社シンセテック
有限会社スイサク
株式会社鈴木スプリング製作所
株式会社 STRASSE
株式会社スリック
西光エンジニアリング株式会社
株式会社セイコー
株式会社セイロジャパン
セキダイ工業株式会社
株式会社センクリード
株式会社草加ネジ
株式会社創成電子
有限会社創造デザイン
創屋株式会社
株式会社大安製作所
株式会社ダイサン
太成二葉産業株式会社
大同化成株式会社
大同紙工印刷株式会社
株式会社太陽マーク
妙中鉱業株式会社
株式会社高井精器
髙橋金属株式会社
株式会社タナック
中外テクノス株式会社
株式会社中部プログレス
株式会社司電子
株式会社つくばマルチメディア
ツジカワ株式会社
株式会社ツシマエレクトリック
株式会社ティ・シー・エス
有限会社テー・シー・富山
株式会社テクニカルサポート
有限会社デザインオフィス・シィ
株式会社デジタル・ウント・メア
株式会社テック・エイト
株式会社テムテック研究所
戸出化成株式会社
東海光学株式会社
東海サーモ株式会社
東京スリーブ株式会社
株式会社東京理工舎
東神電池工業株式会社
東特巻線株式会社
東杜シーテック株式会社
株式会社東洋溶材
トーグ安全工業株式会社
株式会社豊里金属工業
株式会社ナガオシステム
有限会社中里スプリング製作所
ナガシマ工芸株式会社
株式会社永田製作所
株式会社長野サンコー

アースアテンド株式会社
株式会社 IT 働楽研究所
アイテック株式会社
秋山精鋼株式会社
アクアシステム株式会社
アクセプト株式会社
アクテック株式会社
株式会社朝日化成
株式会社旭プレシジョン
アスカカンパニー株式会社
株式会社アベリオシステムズ
天野屋化工株式会社
株式会社アリーナ
株式会社有我工業所
株式会社アルテ
株式会社 E&T
株式会社五鈴精工硝子
株式会社磯貝製作所
市川鉸工業株式会社
伊藤金属株式会社
株式会社井上製作所
イノベーションリサーチ株式会社
伊福精密株式会社
株式会社岩間化学
株式会社イングスシナノ
株式会社ウイング
株式会社右川ゴム製造所
臼田総合研究所株式会社
株式会社永和マテックス
株式会社HSP テクノロジーズ
株式会社エーディーディー
エーエルティー株式会社
SHコンサルティング株式会社
有限会社エスエスシー
株式会社エスケーエレクトロニクス
株式会社エスケー精工
株式会社 Sスズキ技研工業
株式会社エナミ精機
株式会社エヌエス機器
合同会社NPG研究所
株式会社エム・アイ・シー
株式会社エムケーセラ
株式会社エムズコーポレーション
株式会社MTI.Network
オーエフテクノ株式会社
大阪バネ工業株式会社
株式会社オーテック
大橋紙器印刷株式会社
大場機工株式会社
株式会社オプス
ガウス株式会社
GAST JAPAN株式会社
株式会社 KATOTEC
株式会社カネコ
絹川工業株式会社
株式会社キメラ
株式会社キャトックス
株式会社CUBIC
共栄ダイカスト株式会社
株式会社共栄デザイン
共同技研化学株式会社
株式会社協和
倉敷レーザー株式会社
株式会社グラップス
株式会社クリスタルプロセス
栗田アルミ工業株式会社
株式会社栗田製作所
株式会社 KIT
株式会社ケーエムケー
ケンシン工業株式会社
興南設計株式会社

株式会社中野製作所
長野テクトロン株式会社
有限会社ナック
株式会社ナノカム
ナノダックス株式会社
株式会社ナベヤ
ナミテイ株式会社
新潟通信機株式会社
新潟電子工業株式会社
有限会社日興研磨工業所
株式会社日新化学研究所
日新精機株式会社
株式会社日清精工
ニッパ株式会社
株式会社日本抗菌総合研究所
日本コーティング工業株式会社
日本制禦機器株式会社
日本電鍍工業株式会社
有限会社野田技研
野田プラスチック精工株式会社
株式会社ノボリ
株式会社バーネット
株式会社ハイビー
株式会社バサラ
服部板金工業有限会社
株式会社羽生田鉄工所
株式会社パパラボ
ハヤシレピック株式会社
株式会社ピーエスピー
平井工業株式会社
平野整機工業株式会社
HILLTOP株式会社
ヒロセ電子システム株式会社
ファーエンドテクノロジー株式会社
フィーサ株式会社
株式会社富士通研製作所
株式会社プラズマイオンアシスト
株式会社プログレス
株式会社ベスト
ポーライト株式会社
北陸ケーティシーツール株式会社
Podea 株式会社
枚岡合金工具株式会社 /株式会社ネクストサイエンス
マイクロ・スクェア株式会社
有限会社マジカルプレス
増成織ネーム株式会社
株式会社マネジメントシステム
三喜電機株式会社
ミクロ吸盤応用研究所
水谷フライス工機株式会社
三鷹製版株式会社
三元ラセン管工業株式会社
株式会社ミヤタ
三好興業株式会社
株式会社ムラカミ
村田ボーリング技研株式会社
株式会社室住設計
株式会社メディアロジック
矢野工業株式会社
ヤマキ電器株式会社
山元株式会社
株式会社山田製作所
ヤマヨ測定機株式会社
有限会社雪山シボリ
ユニオン合成株式会社
株式会社吉田鉄工所
吉野化成株式会社
株式会社吉増製作所
株式会社レーザーマーク
株式会社ロバスト
株式会社ワークステーション
株式会社ワイ・エス・エム
株式会社ワカヤマ

株式会社アイ・メデックス
株式会社イケックス工業
株式会社H&C技術研究所
株式会社カネマス
桐生電子開発合同会社
クルン株式会社
有限会社小池経編染工所
株式会社コスミックエムイー
有限会社佐藤化成工業所
株式会社GFS
昭和電子産業株式会社
セパレーターシステム工業株式会社
株式会社タムラテコ
株式会社DHL
株式会社 TOSCOM
ドリーム・トラスト株式会社
日光精器株式会社
株式会社人間と科学の研究所
株式会社NESI
株式会社ノームラトレーディング
株式会社疲労科学研究所
北海道 IT 医工連携事業協同組合
増田樹脂化学工業株式会社
株式会社美浜工業
株式会社メイプルバイオラボラトリーズ
株式会社リーリンジャパン
ログイン株式会社
株式会社ワークジョイ
株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所

株式会社アーステック
アイサン工業株式会社
愛知シシュウ株式会社
株式会社アヴァンティ
ウインセス株式会社
株式会社氏家製作所
有限会社エムエスイー
株式会社エムエムシー
株式会社MTL
株式会社 KAKEN
株式会社カスタネット
金森藤平商事株式会社
関西電子株式会社
株式会社工房成瀬
コンフォートフォーム株式会社
株式会社サンフロイント
有限会社システマックス
株式会社スイシン
株式会社スーパーレール
ゼロコン株式会社
竹内工業株式会社
株式会社多勢丸中製作所
龍野コルク工業株式会社
チコーエアーテック株式会社
協同組合ティー・ディー・アール
東亜電機工業株式会社
有限会社常磐スクリーンプロセス
株式会社トシプラ
株式会社ナカムラ
株式会社日本コムダック
日本電子工学株式会社
株式会社 BIOMIO
光電気 LEDシステム株式会社
株式会社ピュアソン
株式会社ファインテック
プロセブン株式会社
有限会社ベイライン
豊栄工業株式会社
株式会社保証防水工業所 /クボタ金属株式会社

株式会社北関スクリーン
株式会社マキ商会
丸一興業株式会社bolda 事業部
マルオカ工業株式会社
株式会社ミヤサカ工業
明陽電機株式会社
株式会社メンテックワールド
八洲電業株式会社
株式会社ヨロズヤ
株式会社リード

岡山県中小企業団体中央会 
 三石耐火煉瓦株式会社
 ニチドー株式会社
 株式会社エスケー
 くろがね産業株式会社
 株式会社イーアールディー
 株式会社英田エンジニアリング
茨城県中小企業団体中央会 
 株式会社宮本製作所
 有限会社ミトモ
 有限会社廣木精機製作所
 株式会社サンテクノ
 有限会社ジオテック
 東京フェライト製造株式会社
 株式会社ショウエイ
 株式会社国盛化学関東工場
 株式会社ハシバモールド
 有限会社タツミ理化
 岩瀬光学株式会社
 株式会社真空デバイス
 株式会社ミナキ
 株式会社ローバルコム
 株式会社クリエイティブハンター
 株式会社大畠製作所
 エスプランニング株式会社
 株式会社ユニキャスト
 株式会社角田製作所
 株式会社三和機工
 日本メカニック株式会社
 日本ゲージ株式会社
富山県中小企業団体中央会 
 株式会社サイプラ
 株式会社富山プレート
 黒部紙業株式会社
 株式会社三幸
 株式会社スカイ
 アイティ経営コンサルタント株式会社
 アイ・ディック株式会社
 株式会社イーシステム
 有限会社西川鉄筋
 株式会社グランテック
 株式会社エムダイヤ
 アイオーティカーボン株式会社
 協同アルミ株式会社
 株式会社小谷製作所
 株式会社ネクストリー
草加市 
 株式会社栗原精機
 有限会社永進ゴム製作所
 有限会社スズキ
 小林鋲螺株式会社
 株式会社潤製作所
 第一ガスケット工業株式会社
 草加 RINC
山形県中小企業団体中央会 
 株式会社カルイ
 株式会社ムトウ
 ジャスト株式会社
 株式会社栄進鈑金製作所
 株式会社ティーワイテクノ
 スズキハイテック株式会社

 山形精密鋳造株式会社
(一財 ) 旭川産業創造プラザ 
 旭川機械工業株式会社
 旭川計量機株式会社
 株式会社ストラク・ラボ
 世良鉄工株式会社
 旭川市
鳥取県中小企業団体中央会 
 株式会社松村合金ダイス研究所
 気高電機株式会社
 株式会社アサヒメッキ
長野県中小企業団体中央会 
 株式会社Aizaki
 株式会社エーシーオー
 株式会社キザキ
 株式会社コソブ精機工業舎
 株式会社駒ヶ根電化
 株式会社サイベックコーポレーション
 株式会社柴田合成
 有限会社スワコ精密工業
 株式会社セリオテック
 株式会社大東製作所
 楯木工製作所
 株式会社Digit Works
 東京精電株式会社
 株式会社長野セラミックス
 株式会社南安精工
 株式会社西軽精機
 マテリス株式会社
 株式会社ミスズ
 株式会社MOLE’S ACT
( 公財 ) 関西文化学術研究都市推進機構
 株式会社サンエール
 日産スチール工業株式会社
 株式会社クリーンバブル研究所
 東英産業株式会社
 フロムデータ株式会社
 オーケーディー株式会社
山口県中小企業団体中央会 
 サンヨー宇部株式会社
石川県中小企業団体中央会 
 株式会社マイクロエミッション
 シシクアドクライス株式会社
 高松油脂株式会社
 株式会社エコシステム
 有限会社金装
 株式会社ネイブ
 株式会社森山鉄工
 カジナイロン株式会社
 株式会社スミタ
 石川樹脂工業株式会社
 株式会社横山商会
松山商工会議所 
 株式会社オフィス・ラボ
 株式会社インプット
熊本県中小企業団体中央会 
 有限会社坂本石灰工業所
 株式会社旭製作所
 フジプルーフ工専有限会社
 合同会社イワ建開発
 ネクサス株式会社
姫路市 
 広畑鋼板工業株式会社
 パイオニア精工株式会社
 有限会社相互製作所
 ヤヱガキ醗酵技研株式会社
 有限会社アトリエケー
長崎県中小企業団体中央会
 株式会社システック井上
 ミナミ化工産業株式会社
 湯川王冠株式会社
船橋商工会議所 
 株式会社日本省力技術研究所
 株式会社 Eプラン

 東葛テクノ株式会社
 株式会社リージック
 有限会社昌永工機
 株式会社総合印刷新報社
福島県中小企業団体中央会 
 株式会社会津技研
 株式会社エム・ティ・アイ
 有限会社紺野機業場
 株式会社エイチ・エー・ティー
 株式会社コアテック
 和田装備株式会社
 株式会社中野製作所
 福島セラミック株式会社
 東北江南株式会社
山梨市商工会 
 甲府電器部品株式会社
 有限会社ダイエー製作所
 株式会社堀内製作所
 株式会社山下精工
韮崎市商工会 
 有限会社雨宮製作所
 株式会社フューチャーズクラフト
(公財 ) ひろしま産業振興機構
 ヤマトプロジェクト
 株式会社高村興業所
 株式会社井上鉄工所
 タイム株式会社
 ＣＮＢトーユー
 株式会社泉工作所
 株式会社市林鐵工所
 土本鍛工株式会社
 有限会社中本螺旋製作所
 花岡鉄工株式会社
 株式会社浜野鉄工所
 松田鉄工株式会社
 中国ビー・エフ株式会社
 備後ものづくりネットワーク
 株式会社キョウエイ
 株式会社エヌテック
 株式会社アイエスツール
 株式会社三谷製作所
埼玉県中小企業団体中央会 
 兼松精鍍工業有限会社
 株式会社 FUJIMI
 株式会社長谷川製作所
 株式会社田島軽金属
 株式会社イー・エッチ・ティー
 株式会社上田鉄工所
 株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ
 Shimada Appli 合同会社
 株式会社エクセル・タム
 五光印刷株式会社
 株式会社ジェイネット
 中島プレス工業有限会社
 株式会社デサン
 株式会社ウイル
 株式会社ツカサ
 大和工業株式会社
 株式会社清野電子
 株式会社ユニフィードエンジニアリング
 株式会社アイ・スリー
 エニーシステム株式会社
奈良県中小企業団体中央会 
 株式会社高木包装
 株式会社飯塚製作所
 南和繊維工業株式会社
 国広産業株式会社
 株式会社フジフレックス
門真市ものづくり企業ネットワーク
 株式会社ティエラ
 株式会社スタッフ
 株式会社東穂
 SST 設計開発センター株式会社
 杉山金属株式会社

 株式会社日惠製作所
 株式会社京伸
 株式会社一瀬製作所
徳島県中小企業団体中央会 
 イツモスマイル株式会社
 朝日音響株式会社
 株式会社栄工製作所
 株式会社シナジーテック
 株式会社フクブル
 株式会社アクト
大分市 
 ニシジマ精機株式会社
 有限会社大分サーバー
 株式会社インパクト
 株式会社スズキ
 株式会社オーイーシー
 大分エコセンター株式会社

アイ’エムセップ株式会社
株式会社アストレックス
株式会社アモーガイメージング
株式会社NSCore
エムバイオテック株式会社
オオクマ・ソリューション関西株式会社
株式会社オプトメカトロ
輝創株式会社
株式会社ケミカルゲート
株式会社コンセラ
株式会社三栄興業
株式会社サンケンテック
シーエステック株式会社
株式会社 JAPANSTAR
スペースリンク株式会社
株式会社ZERO  MOZ  JAPAN
センスプロ株式会社
株式会社丹宇
一般財団法人地域未来創生機構
株式会社調和技研
東西総合株式会社
NPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会
株式会社ノア
株式会社パリティ・イノベーションズ
株式会社パンソリューションテクノロジーズ
株式会社 PiezoStudio
ビジョンバイオ株式会社
株式会社ヒットリサーチ
株式会社ファルマクリエ神戸
株式会社二葉科学
株式会社フロント研究所
合同会社マイクロスペース
株式会社ユニアル
株式会社ロジックリサーチ

東京中小企業投資育成株式会社
一般財団法人日本規格協会
独立行政法人工業所有権情報・研修館
公益財団法人三菱UFJ 技術育成財団
東京都医工連携ＨＵＢ機構
公益財団法人りそな中小企業振興財団
東信州次世代イノベーションセンター
東京中小企業家同友会事務局
一般社団法人日本真空工業会
新輸出大国コンソーシアム

6つの国と地域から約 70社が出展予定
インドネシア・タイ・台湾・ベトナム・
ミャンマー、パキスタン

（9月13日現在）

開催テーマ 生産技術、新素材、
IoT、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

産業・技術 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

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

健康・福祉


