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大阪会場

インテックス大阪 6号館A・ Bゾ…ン
セミナー講師
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東京会場

東京ビッグサイト東708ホール
セミナー請師

北野 大 氏  谷田大輔氏 鈴木 政次氏

※両会場とも講師は予告なく変更する場合がございます。

スケジュールは裏面をご覧ください。
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ものづくり補助事業成果発表・ビジネスマツチング会

「中小企業 新ものづくり。新サービス展」運営事務局

〒1000013東 京都千代田区霞が関142大同生命霞が関ビル14F

TEL:03-5510-7656/FAX:03-3508-0820

受付時間1930～ 1730(土 日祝除く)

E ma rj mukyoku@sh n monodukun sh n serMcejp
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httpl〃www.shin‐monodukuri‐shin‐service.ipノ 需青罷峰了国嘱
【主催】 全国中小企業団体中央会(全国事務局)

【後 援l 独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社日本政策金融公庫、

株式会社商工組合中央金庫、日本商工会議所、全国商工会連合会、

独立行政法人日本貿易振興機構 (」 ETRO)、 独立行政法人国際協力機構 (JICA)、

各都道府県中小企業団体中央会 (各都道府県地域事務局)



ものづくり補助事業 (平成 24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金、平成 25年度補正中
小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業、平成 26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金)

に取り組んだ事業者が、補助金を活用して新たに開発した製品、サービス、技術等を一堂に会じ展示することにより、
その成果 (試作品の開発や設備投資による生産性向上)を発表します。販路開拓、市場創出、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により事業化促進を支援することを目的に開催いたします。
※ものづくり補助事業については、中小企業庁が運営する施策情報サイト「ミラサポ」(https,lm mrasapo」 p/)をご参照ください。

「中小企業新ものづくり・新サービス展」運営事務局では、来場者・出展者の皆様の新たな出会いを促

進するため、下記のサポートを行います。

みつけるデータベース 1出展者をさまざまな条件で検索し、直接連絡
(出展者検索)   |を取ることができるサービスです。
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(出展者紹介)
出し、ご紹介します。

'写真は昨年の展示会の様子です.

大阪会場

● 11月 14日 (月 )

【ブース展示】13:00～ 17:00
×600社 以上が集結 !

【セミナー (講演会)】

014:00-15:00
岡田 晃 氏
(大阪経済大学客員教授 (大 学院経済学研究科、経済学部)

/経済評論家)

()15:30-16:30

鈴木 春洋 氏
(独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)
技術本部 セキュリティセンター 普及グループ)

【出展者によるプレゼンテーション】
13:20～ 13:55、  15:05～ 15:20
※出展者が自ら解説するものづくりの最新事1青

● 11月 15日 (火 )

【ブース展示】10:00～ 17:00

【セミナー (講演会)】

011:00～ 12:00

鈴木 明子 氏
(プロフィギュアスケーター/元オリンピック日本代表)

013:00～ 13:30

有岡 義洋 氏
(独 立行政法人日本貿易振興機構 (」ETRO)
新輸出大国コンソーシアム エキスパー ト)

014:00-15:00

都築 幹彦氏
(ヤ マ ト運輸株式会社 元・代表取締役社長 )

【出展者によるプレゼンテーション】
10:20-10:55、 12:05-14:00、 15:05-16:40

● 11月 16日 (水 )

【ブース展示】10:00～ 16:00

【セミナー (講演会)】

011:00-12:00
安部 修仁氏
(株式会社吉野家ホールディングス会長 )

012:30～ 12150

富澤 正 氏
(特許業務法人コスモス特許事務所 弁理士)

013:00～ 13:30

内島 光孝氏
(独 立行政法人国際協力機構 (」 ICA)

国内事業部中小企業支援調査課 )

014:00～ 15:00

草 野 仁 氏 (Tvキ ャスター )

【出展者によるプレゼンテーション】
10:20-10:55、 12:05-14:00、 15:05´‐15:40

東京会場

● 11月 30日 (水 )

【ブース展示】13:00～ 17:00
※550社 以上が集結 |

【セミナー (講演会)】

014:00-15100
齋 藤 孝 氏  (明治大学文学部教授)

015:30-16:30
鈴木 春洋 氏
(独 立行政法人1青報処理推進機構 (PA)
技術本部 セキュリティセンター 普及グループ)

【出展者によるプレゼンテーション】
13:20～ 13:55、  15:05～ 15:20
※出展者が自ら解説するものづくりの最新事情

● 12月 1日 (木 )

【ブース展示】10:00～ 17:00

【セミナー (講演会)】

011:00-12:00
谷田 大輔氏
(株式会社タニタ前代表取締役社長/経営コンサルタント
/株式会社エコ配取締役会長
/ジェムス回ンドン株式会社取締役社長)

013:00～ 13:30

有岡 義洋 氏
(独立行政法人日本貿易振興機構 (」ETRO)
新輸出大国コンソーシアム エキスパート)

014:00～ 15100

鈴 木 政 次 氏 (赤城乳業株式会社 監査役)

【出展者によるプレゼンテーション】
10:20～ 10:55,12:05～ 14:00、 15:05～ 16:40

● 12月 2日 (金 )

【ブース展示】10:00～ 16:00

【セミナー (講演会)】

011:00～ 12:00

唐橋 ニユミ氏 (フ リーキャスタ )

013:00～ 13:30

内島 光孝 氏
(独立行政法人国際協力機構 (J CA)
国内事業部中小企業支援調査課 )

014:00-15100

北野 大 氏
(明 治大学理工学部教授/工学博士/環境省中央環境

審議会委員/経済産業省化学物質審議会委員 )

【出展者によるプレゼンテーション】
10:20-10:55、 12:05-14:00、 15:05-15140

インテックス大阪
6号館 A・ Bゾーン

【住所】大阪府大阪市住之江区南港北1‐ 5‐102

【アクセス】

地下鉄中央線
「コスモスクエア」駅より徒歩約 9分

南港ポートタウン線 (ニュートラム)

「トレードセンター前」駅より徒歩約8分
「中ら、頭」駅より徒歩約 5分
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卜瘍

東京ビッグサイト

東 7・ 8ホ…ル
【住所】東京都江東区有明3111

【アクセス】

りんかい線
「国際展示場」駅より徒歩約 7分

ゆりかもめ
「国際展示場正門」駅より徒歩約3分

新しい技術に出 それが日本の1底力を創る

『中小企業 新ものづくり・新サービス展』とは

みつける。みつかるマッチングアシスト


